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（横牛第1）
宅ほ場での稲刈り
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NEWS
目前に迫る収穫に向け

美瑛町開拓記念式典が開催

た功績が認められ︑藤田元弘さん︑

ＪＡ前役員３名が公益表彰受賞
国内でも人気の観光地﹁丘のまち

山本英之さん︑浦島規生さんが公益

稲作生産部会が
現地研修会
高品質米生産に向けて︑収穫適期

美瑛﹂を作り上げた先達に感謝し︑

種馬鈴しょ検疫
協力者５名が表彰
安定した馬鈴薯の供給のために欠
や作業のポイントを最終確認︒稲作

拡大防止のため︑出席者を美瑛町表

表彰を受賞しました︒

かせない︑種子馬鈴薯︒その安全・

回美

その偉大な功績を振り返る第

日︑町

んが出席︒普及センター大雪支所の

彰の受賞者や︑町議会議員の皆さん

当日は︑新型コロナウイルス感染

催されました︒

民センター多目的ホール美丘にて開

瑛町開拓記念式典が︑９月

生産部会秋の現地研修会が︑９月２

名以上の生産者の皆さ

職員より高温の影響で例年よりも早

など︑最少限に絞って開催︒当ＪＡ

修会には︑

９月２日に旭地区で開催された研

した︒

日と９月６日の２日間で開催されま

安心を担保する植物防疫検査におい
て︑防疫補助員として長年勤務され
た方に︑農林水産大臣および消費・
この度︑藤野地区の打田佳史さん
年以上の勤務で農林水産大臣感
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く出穂期を迎え︑成熟期も前倒しと

公益表彰を受賞した皆さん（敬称略）

安全局長より感謝状が贈呈されます︒
が
謝状︑馬場英之さん︑水本昌孝さん︑
年以
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の役員として長年地域社会に尽力し

藤田元弘

山本英之

浦島規生

坂上善彦さん︑石黒誠さんが

感謝状を受け取った打田佳史さん

なる見込みとの案内がありました︒

厳かな式典

10

上の勤務で消費・安全局長感謝状を
それぞれ受け取りました︒

サンプルを持ち寄って収穫適期を判断
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焦点
高齢者にこそスマホが必要な時代
JAによるスマホ教室の取り組みも

こういった課題の解決策として、JA全中と
農林中央金庫がNTTドコモ、ソフトバンクと
連携することで、JAがスマホ教室を開催する
際の相談窓口を2社が設置し、インストラクタ
ーを派遣する支援体制が整えられました。
将来的には、全国のJAでスマホ教室が開催
され、より多くの高齢者が生活を便利にできる、
そんな日が訪れるかもしれません。
記念品の手交
3

乳で乾杯︒乾杯にあたって︑村井稲

う方も一定数いらっしゃると思います。

作生産部会長は﹁価格の面などで不

方がいないけれど、スマホを使ってみたいとい

安もあるが︑無事に収穫作業を終え

もできるでしょう。しかし、近くに頼りになる

てほしい﹂と述べました︒

えるという方であれば、操作方法を教わること

この日出荷されたのは︑粘り気の

です。もちろん、お子さんやお孫さんとすぐ会

強さと甘みで実需に人気の高いゆめ

誰がスマホの使い方を教えるのか」ということ

猛暑の影響で︑コメの収穫も例年

ここで問題になるのが、「地域の高齢者に、

ぴりか約１︐７００俵で︑検査員に

るメリットも感じられるのではないでしょうか。

より前倒しに︒９月８日にコメの初

の回数を減らせるのであれば、生活に取り入れ

よる水分量と整粒歩合の検査を経て︑

た」という方にとっては、スマホの利用で運転

検査および所前検査開所式が開催さ

できます。「最近運転に自信がなくなってき

全量一等米の評価を獲得しました︒

齢者が無理をして運転する機会を減らすことが

15

れました︒

済ませたり、日用品を発注したりできれば、高

今年は高温・干ばつの影響で︑白

めです。例えば、スマホで銀行口座への振込を

開所式には︑初検査に合わせてコ

もらうことで、生活をより便利にしてもらうた

未熟米やカメムシによる食害など︑

世代の皆さんにスマホの使い方をマスターして

メを出荷した生産者︑当ＪＡ役職員

JA全国大会組織協にて提起されました。高齢

コメへの被害も懸念されましたが︑

この考え方の転換を求める議案が、第29回

名が出席︒４名の生産

は、少しハードルが高いかもしれません。

など関係者

にとっては、今さら生活に取り入れるというの

実際には収量も例年よりやや多く︑

帯電話を利用してこなかった高齢世代の皆さん

者の皆さんに︑当ＪＡ真田専務より

なく使いこなせる便利なツールも、スマホや携

低たんぱくで高品質なコメが多いの

しまう時代です。しかし、若い世代では違和感

記念品として﹁びえいのラスク﹂が

あらゆることが、この小さな機械1つで出来て

ではないかと期待が高まっています︒

マホ。病院の予約や日用品の調達など、ありと

贈呈されたほか︑初検査を祝して牛

私たちの日常生活に欠かせなくなっているス

全量一等米の高評価！

令和３年産コメの初検査
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〈農業者年金（新制度）の被保険者・待機者等の皆さまへ〉

【重要なお知らせ】

―農業者年金制度が改正されます―
平成14年1月から始まった新たな年金事業（新制度）のみが対象です

２０２２（令和４）年４月１日から

１

農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります

（１）農業者老齢年金（昭和32年４月２日以降に生まれた方が対象）
農業者老齢年金（通常加入された方）については、65歳以上75歳未満
の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。
これまでどおり60歳以上65歳未満
の間で、繰上げ受給を選択すること
ができます。

65歳以上75歳未満の間で、ご自身で年金の受給開始時期
（裁定請求する時期）を選択することができます。
なお、裁定請求せずに75歳に達したときは、75歳から年
金を受給することになります。

繰上げ受給
60歳

65歳

75歳

（２）特例付加年金（昭和32年４月２日以降に生まれた方が対象）
特例付加年金（政策支援加入された方）については、特例付加年金の
受給要件※を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することが
できるようになります。
これまでどおり60歳以上65歳未満
の間で、農業者老齢年金と併せて
繰上げ受給を選択することができ
ます。

特例付加年金の受給要件を満たした上で、ご自身で年金の
受給開始時期（裁定請求する時期）を選択することができ
ます。
※受給開始年齢の上限なし。

繰上げ受給
60歳

※特例付加年金の
受給要件

65歳

年齢の上限なし

❶ 60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を
有していること
❷ 農業を営む者でないこと（経営継承を完了していること）
❸ 65歳以上であること

留意事項

新制度の農業者年金は、積立方式の確定拠出型年金であり、受け取る年金額は、自らが積み立
てた保険料の総額とその運用成績に応じて決まります。
一般的には、運用期間を長くすることで、年金原資の充実が期待できますが、運用成績によっ
ては、必ずしも年金額が増えるとは限らず、マイナス運用が続いた場合には、年金額が減少する
こともあり得ますので、よくご理解した上で受給を開始する時期をお選びください。
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２０２２（令和４）年５月１日から

２

農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます

現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事（年間60日以上）する
方で、20歳以上60歳未満の国民年金第１号被保険者ですが、制度改正に
より65歳まで加入できるようになります。
ただし、60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者※に限り
ます。
【国民年金任意加入者】
65歳まで加入することが
できます。

【国民年金１号被保険者】

農業に従事（年間60日以上）する方

これまでの加入可能年齢
20歳

60歳

65歳

※国民年金の任意加入者
国民年金の保険料納付済期間が480月
（40年）
に満たない60歳以上65歳未満
の方で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方をい
います。

留意事項

① 60歳以降、農業者年金に加入する場合は、通常加入のみとなります。
② 農業者年金の被保険者資格は、60歳に達したときに自動的に喪失するた
め、引き続き農業者年金に加入する場合は、再度、農業者年金の加入手
続きが必要になります。
③ 農業者年金に加入すると、国民年金の付加年金保険料を納付する必要が
あります。

農業者年金制度の改正に関するお問い合わせ先
独立行政法人

農業者年金基金

●農業者年金制度の改正全般について
●保険料、加入可能年齢について
●年金の受給開始時期について

企画調整室
業務部適用・収納課
業務部給付課

☎03-3502-3942
☎03-3502-3944
☎03-3502-3945

https://www.nounen.go.jp

詳しくは営農部（☎68-7014）までお問い合わせください。
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﹁秋サケの
クリームソース﹂

4
⑴フライパンにサラダ油を熱し、小麦粉
をはたいた秋サケを中火で両面焼き、
白ワインを入れ、
いったん火を止める。
⑵ ⑴のフライパンにバター、
カボチャ、
サ
ツマイモ、
シメジ、生クリーム、砂糖を入
れ、弱火にして塩・こしょうをして10分
ほど煮込む。
⑶ソースがとろりとしてきたら器に盛り付
け、
モロッコインゲンを添え、
イクラをか
けて出来上がり。

秋サケ ……… 切身4切れ イクラ …………… 大さじ2
生クリーム
カボチャ
（乱切りして蒸したもの）
（乳脂肪分43%程度のもの）
………………200ml
…………………1/8個
サツマイモ
白ワイン ………… 大さじ2
（乱切りして蒸したもの）
砂糖 ………………小さじ1
……………………1本 塩・こしょう ………… 適宜
シメジ
（小房にばらしておく） 小麦粉 ………………少々
…………………1パック サラダ油 …………小さじ1
バター ……………小さじ1
モロッコインゲン
（3cm幅に切りゆでておく）
……………………2本

永井

智一（ながい・ともかず）

茨城県笠間市にある
「天晴（旧キッチン晴人）」
オーナーシェフ

10
楽しい時間を
友人たちとおしゃ 【全体運】交友関係が活発化。
【全体運】対人運が活性化。
気持ちの触れ合 【全体運】人気運が上昇。
いを大切に。仲良しが増えそう。ちょっと べりを楽しめます。有益な情報もキャッチ 持てます。頼まれ事は引き受けて。あなた
からのお願いも聞いてもらえるはず
でき笑顔がこぼれそう。
買い物にもツキ
した工夫が幸せを運んできます
【健康運】無茶はしないで。
安全を確認して 【健康運】新しい運動や健康法も試してみ 【健康運】最近話題の健康グッズなどを試
してみて
ましょう
から
【幸運の食べ物】
エビイモ
【幸運の食べ物】
カボチャ
【幸運の食べ物】ジャガイモ
うまくいか
【全体運】整理整頓、片付けを優先しましょ 【全体運】迷ったときは先に進まないよう 【全体運】努力が空回りしがち。
う。絡まっていた問題もすっきりしてきま に。十分に情報を集めてから行動を起こし ないときは根本からやり方を見直してみ
る必要がありそう。
下旬以降は好転の兆し
ましょう。
蓄財、
スキルアップは積極的に
す。分析的な思考方法で成功へ
彩りの良いメニュ 【健康運】オーバーワークに気を付けて。休
【健康運】旬の食材を取り入れた食事で元 【健康運】食事は楽しく。
息も大切
ーが◎
気回復
【幸運の食べ物】
柿
【幸運の食べ物】
チンゲンサイ
【幸運の食べ物】リンゴ
かなりの無理も今月な
【全体運】新しいことを始めるなら協力者 【全体運】運勢に勢いがあり目標に向けて 【全体運】好調です。
を探しましょう。コミュニケーションを取 始動するのに最適。無理を通せるときだけ ら通るはず。用意周到に漏れなく進めまし
ょう。
うれしい結果が待っています
に周囲への配慮も忘れずに。
情報発信を
る過程で計画もブラッシュアップ
不調を感じた 【健康運】ハードなスポーツやレジャーも
【健康運】良好。スポーツは好成績が期待で 【健康運】我慢し過ぎは禁物。
楽しめます
ら病院へ
きます
【幸運の食べ物】
カラシナ
【幸運の食べ物】
ニンジン
【幸運の食べ物】マツタケ
マイ 【全体運】前に読んだ本や雑誌などを見返
【全体運】より過ごしやすい環境をめざす 【全体運】予定を詰め込み過ぎないで。
と運勢が活性化します。部屋の模様替えは ペースを保てる「余裕」が勝利の鍵を握っ して。役立つ発見がありそう。困ったとき
は経験者に話を聞くのがお勧めです
ています。
音楽や映画観賞がお勧め
お勧め。家族団らんの時間も大切に
【健康運】運動は準備体操から。
筋肉をよく 【健康運】ゆったりティータイムでリフレ 【健康運】ぬるめのお湯にゆっくりつかっ
てリラックス
ッシュ
ほぐして
【幸運の食べ物】
栗
【幸運の食べ物】
レンコン
【幸運の食べ物】ギンナン
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E

①野山の散策を楽しむレジャー
②鶏肉の部位の一つ︒羽の一部
です
③イノシシを家畜化したもの
④沖縄にいる飛べない鳥︑ヤン
バル︱︱
⑥南米にある南北に細長い国
⑨定規に刻まれているもの
⑪アイボリーとも呼ばれる淡い
黄白色
⑬スマートフォンにはさまざま
なデータが︱︱されていきま
す
⑮軽くて硬い金属︒元素記号は
⑰ギョーザや中華まんの中身を
こう呼ぶことも

B

ハガキは63円です
63

㉑陰暦 月の異称

富に含まれます

⑳サツマイモには食物︱︱が豊

⑱能ある︱︱は爪を隠す

⑯船の積み荷を地上に移すこと

くなることも

⑭つらいことが続くとこぼした

った

⑫感謝の︱︱を込めて花束を贈

きます

⑩知識やひらめきを駆使して解

す

⑧とても小さな滴が降ってきま

⑦祝い事に付きものの魚

た

⑤青物︱︱へ野菜を卸しに行っ

れ

②押し入れの上に作られた物入

E

E
11

7
7
E
10
4

E
C

17

D

Ａ
↓
Ｆ
7
E
16
E

⑲漢字から作られました

☆先月号のこたえは
﹃マスカット﹄でした

☆当選者は
中 澤 明 美
佐 藤 淳 子
前 田 紀 子
河 村 五月美
餌 取 歩 巳

さん
さん
さん
さん
さん
以上の５名です︒
おめでとうございます︒

心掛けたい糖尿病予防

健康科学アドバイザー●福田千晶

わが国の成人の５人に１人は︑ りて糖を引き取りエネルギーと
糖尿病もしくはその予備軍とい
していた筋肉などの細胞は︑暴
われています︒糖尿病は︑血液
飲暴食などによりインスリンが
中のブドウ糖︵血糖︶の濃度が
大量に分泌されると︑その刺激
高くなり過ぎる病気です︒食事
に慣れ過ぎてインスリンが効か
により腸で吸収されたブドウ糖
なくなります︒引き取られない
は血液中に入り︑膵臓︵すいぞ
糖は血液中に残り︑これによっ
う︶で分泌されるインスリンの
ても糖尿病になります︒
働きで︑筋肉や脳などの細胞に
糖尿病の初期は自覚症状がほ
引き取られエネルギー源となり
とんどありませんが︑進行する
ます︒
と合併症として神経障害︑目の
しかし︑大食いや甘いものの
網膜症︑腎臓障害が生じ︑やが
取り過ぎ︑大量飲酒などを続け︑ て歩行障害や失明︑透析が必要
インスリンを大量に分泌し続け
になります︒また︑動脈硬化が
ると︑膵臓は疲弊し︑インスリ
進行しやすくなり︑脳出血︑脳
ンを作れなくなります︒体質や
梗塞︑心筋梗塞など命に関わる
その他にもさまざまな原因で必
病気を発症しやすくなります︒
要量のインスリンを作れなくな
糖尿病予防のためには︑高カ
ることもありますが︑いずれに
ロリーにならないように甘いも
してもインスリンが不足すると︑ のや脂っこいものは控え︑アル
血液中にブドウ糖が多い状態が
コールを飲み過ぎないこと︒農
続き︑糖尿病になります︒
作業の合間の昼食も手軽なおに
一方︑インスリンの助けを借
ぎりだけではなく︑野菜やキノ
コ︑魚︵缶詰も可︶や海藻など
も食べましょう︒運動の継続も
大切です︒移動は自家用車︑農
作業もトラクターで日常生活の
機械化が進んでいるなら︑日々
の運動も必要です︒
さらに︑健康診断や人間ドッ
クで定期的に血糖値を調べるこ
とも︑大事な糖尿病予防の一つ
といえます︒
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毎月15日
（当日消印有効）
、
当選者は次号でお知らせします。
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2
7
13
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7
9
10
7
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7
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7
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3
7
11
7
20
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4
7
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5
7
12
ド ウ カE ア ツD ガ ミ
1
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A
19
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1
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第1173号 令和3年10月1日号 毎月1日発行
ＪＡびえい・くみあいだより 丘の大地
昭和45年３月５日（第３種郵便物認可）

えいからの
JAび

共済部からのお知らせ

お知らせ

●令和３年10月１日より
窓口の営業時間が変更となります
変更前

8:30〜17:00

変更後

8:30〜16:00

（冬季営業時間）

（通年）

※組合員・利用者の皆さまには大変ご不便をおかけ
いたしますが、何卒ご理解いただきますようお願
いいたします。

窓口

共済部

☎68-7017

ＪＡバンク提携ＡＴＭ
ご利用手数料の変更について
JAバンクでは、コンビニ等ATMの手数料を全国
共通で無料としておりましたが、令和３年10月1日
より全国共通での一律無料化が廃止となり、当JA
におきましても、JAバンク提携先のATMをご利用
の際は、以下の内容で手数料が掛かりますのでお知
らせいたします。
なお、JAバンクのキャッシュカードをお持ちの
お客さまなら、JAのATMは変わらず無料でご利用
いただけます。
１．改 定 日
２．改定内容

令和3年10月1日㈮

提携先

ご利用日

セブン銀行

平日

ご利用時間
8：45〜18：00
その他の時間帯

ローソン銀行
イーネット
ゆうちょ銀行

日曜・祝日

窓口

金融店舗

ご利用手数料（税込）
改定前

改定後

0円

110円

110円

220円

その他の時間帯

110円

220円

終日

110円

220円

（※）
ゆうちょ銀行は110円

☎92-4325

当JAでは、長期間ご利用のない口座が犯罪で不
正利用されることの防止および金融サービス維持向

上の観点から、 令和３年10月１日以降に開設 さ
れた全ての普通貯金口座（総合口座を含む）や貯蓄
貯金口座などを適用対象として、「未利用口座管理
手数料（以下、本手数料）」を新設いたしました。
未利用口座となる口座は、お預入れやお引出し
（当該口座のお利息入金や本手数料の引落しを除き

ます）、記帳等の ご利用が２年以上ない口座が
対象となります。
ただし、貯金残高が10,000円以上の当該口座お
よび当JAでお借入れがある場合は、対象となりま
せん。

（税込）
未利用口座管理手数料は、年間1,320円
となります。
詳しくは、JAびえいホームページまたは、金融
店舗内掲示にてご覧ください。

窓口

9：00〜14：00 0円
（※） 110円

土曜日

未利用口座管理手数料の
導入について

金融店舗

☎92-4325

令和４年より経営移譲を
予定している方へ
令和４年より後継者へ経営を変更することを予定
している経営者の方は、名義変更などの手続きの準
備がございますので、10月中に各戸の担当職員ま
でお問い合わせください。

窓口

営 農 部
畜 産 部
経済対策課

☎68-7014
☎68-7012
☎68-7015
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オイル・ケミカル用品・
バッテリーの取りまとめについて

不用農機、部品等
廃棄処分いたします

集落会長さんを通じて、オイル・ケミカル用品・
バッテリーの取りまとめ申込書を配布しております。
お申し込みの詳細につきましては、以下の通りと
なっておりますので、よろしくお願いいたします。

研修センターでは、農業機械、部品等廃棄物回収
処分を行います。不用になった農機具、農機部品、
その他ペール缶、空ドラム缶等の回収処分を以下の
日程で行います。

◆申込期限：令和３年10月15日㈮厳守
◆申 込 先：ホクレン美瑛北町給油所（FAX可）
◆配 送 日：令和３年10月下旬予定
（お急ぎの方は店頭渡し可）
※店頭受取りの方に別途粗品をご用意い
たします。
◆経 理 日：令和４年１月中旬以降
クミカンまたは普通貯金

◆受付期間：令和３年10月18日㈪〜22日㈮まで
（受付時間 8：30〜17：00）
◆回収場所：研修センター横指定地
◆回収方法：各自持ち込みとし、担当者が立会い確
認いたしますので必ず事務所にお立ち
寄り下さい。また、集荷を希望される
方は運賃別途にて回収いたします。廃
棄処分料金は一部有料となります。
※廃ゴムクローラのお引き受けはでき
ません。

この機会にご検討頂き、お申し込みをお願いいた
します。

窓口

ホクレン美瑛北町給油所
☎92-2157・FAX 92-2199

別冊付録つき
『家の光』のお知らせ
営農部では、別冊付録がついた『家の光』の取り
まとめを行っています。
12月号付録は「家計簿（日記付き）」と「未来
にのこすわたしノート」、
１月号付録は「とっておき肉レシピ４０」と「ス
マホ便利ブック」です。
申込み希望の方は営農部までご連絡ください。
◆販売価格：12月号 1,027円（税込）
１月号 922円（税込）
◆申込方法：電話またはＦＡＸにて営農部へお申込
みください。
◆申込期日：10月14日㈭まで。お早めに！

窓口

営農部

☎68-7014・FAX 92-2644

ご不明な点、または詳しい内容につきましては研修
センターまでお問い合わせください。

窓口

研修センター

☎92-0588

３年連続日誌
「我が家の記録」の取りまとめ
2022〜2024年版の３年連続日誌「我が家の記
録」の予約が始まりました。
11月初旬入荷予定です。
お問い合わせ・お申込みは営農部までお願いいた
します。
◆販売価格：1,780円（税込）
◆申込方法：電話またはＦＡＸにて営農部へお申込
みください。
◆申込期日：10月29日㈮まで

窓口

営農部

☎68-7014・FAX 92-2644

来春のために農機具の整備を忘れずに！！
研修センターでは、来春に向けて農機具の格納修理受付と牧草用トワイン、ラップフイルムの取りまとめを
行います。
職員が各組合員宅へ推進にお伺いいたしますので、この機会にぜひお申し込みください。
なお、別紙折込みの申込書を利用した、FAXでのお申し込みも受付しておりますので、お早めにお願いいた
します。
窓口 研修センター
詳しくは研修センターまでお問い合わせください。

☎92-0588・FAX 92-3914
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主な資金の新規貸付利率
2021.10.1以降の貸付決定案件より適用（単位：年％）
区分

資

金

名

資

短
期
資
金

固定金利

変動金利

0.80

−

⑴農業にかかる運転資金

貯金利率+0.50

−

⑴農業にかかる運転資金

2.00

−

農産物見返貸付

⑴農業にかかる運転資金

2.50

−

負債整理資金

⑴負債整理にかかる資金

3.00

−

制度資金等つなぎ資金

⑴制度資金等にかかるつなぎ資金

0.70

−

クミカン

⑴クミカン契約に基づく取引

貯金担保貸付
共済担保貸付

金

使

途

備考

⑴農機具
（中古農機具を含む）
の購入とそれに附帯する費用、点検、修理、車検、保険掛金
2.30

に必要な資金
JAフルスペックローン

借換特例

⑵残存期間15年以内の他金融機関の農機具ローンの借換資金

の場合

⑶パイプハウス等資材、建設費用

1.30

1.30

⑷発電・蓄電設備の取得資金
⑸格納庫建設資金
⑴農地・採草放牧地の取得、改良、造成、復旧などの費用
⑵農業経営のための施設や機械等の取得などの費用

2.30

⑶農産物の加工処理・流通販売のための施設、観光農業施設等の取得などの費用

農
業

JA農業経営ステップアップローン

農地取得

⑷家畜の購入・育成の費用

の場合

⑸野菜・果樹・花卉・多年生草木の新植・改植の費用および育成費用

0.90

資

⑹借地料・賃貸料の支払い、その他農業経営の改善を図るのに必要な費用

期

⑻その他

資

金

長

⑺借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得費用等
⑴広域または局地的な災害にともなう再生産資金

金

JA農業経営緊急支援資金

1.30

⑵広域または局地的な災害にともなう施設等の損壊により緊急性を要する復旧資金
⑶緊急的に措置された生産調整、農業生産費用の高騰などの災害に準ずる農業情勢の

都度設定

−

2.30

1.30

2.30

1.30

2.50

−

2.50

−

2.50

−

変化にともなう生産に必要な資金
JA新規就農応援資金

⑴農業経営にかかる設備・運転資金
⑴農業者等の再生可能エネルギー利用の取組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金
①専ら、農業施設等農業への使用を目的として必要となる資金

JA再生可能エネルギー施設等資金

②専ら、電力会社への売電を目的として、農業者が自己保有する農業生産にかかる資
産等の有効活用のために必要となる資金
③その他①・②に準ずる資金

JA農業後継者応援資金
JA中核農業者応援資金

⑴既往農業負債の借換並びに借換に必要な費用

JA担い手経営対策資金

短 期 資 金

負債整理資金

⑴負債の整理に必要な資金

2.50

−

新規就農支援資金

⑴クミカン利用の原資となる運転資金

1.50

−

当座貸越

⑴生活に必要な費用

貯金利率+0.50

−

カードローン

⑴生活に必要な費用

9.70

−

貯金担保貸付

⑴生活に必要な費用

貯金利率+0.70

−

共済担保貸付

⑴生活に必要な費用

2.00

−

住宅ローンつなぎ資金

⑴住宅ローンの資金実行までのつなぎ資金

住宅ローン金利と同率

⑴住宅の建築・改良・修繕等に要する費用

3.00

1.75

⑵自動車の購入に要する費用

2.30

1.90

⑶その他生活に必要と認められる費用

2.30

1.90

マイカーローン

⑴自動車の購入等に必要な資金

2.30

1.90

多目的ローン

⑴資金使途自由型の資金

3.50

2.00

3.00

1.75

3年固定

1.25

−

3年経過後再設定

5年固定

1.65

−

5年経過後再設定

10年固定

2.05

−

10年経過後再設定

3.00

1.75

3年固定

1.25

−

3年経過後再設定

5年固定

1.65

−

5年経過後再設定

10年固定

2.05

−

10年経過後再設定

2.30

1.90

農家経済改善資金

長 期 資 金

生 活 資 金

住宅ローン

⑴住宅の建築等に必要な資金

固定変動
金利選択

リフォームローン

⑴住宅の増築・改修等に必要な資金

固定変動
金利選択

短期長期

事業関連

教育ローン

⑴学校への入学等に必要な資金

賃貸住宅ローン

⑴アパート等賃貸住宅の新築・購入・リフォーム等

個別に定める

事業資金

⑴事業に必要な運転資金・設備資金等

個別に定める

賃貸住宅資金

⑴アパート等賃貸住宅の新築・購入・リフォーム等

個別に定める

窓口

融資課

正組合員に限る

☎68-7015
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セイカンオリジナル ９インチ ４分割

バックカメラモニターセット
待望の９インチ、４分割が今秋新登場‼

詳しくは店舗へお問い合わせください‼

土壌医●藤巻久志

ました︒サツマイモは根が肥大した

アフリカ︑そしてアジアに伝えられ

ロンブスの新大陸発見により欧州︑

す︒どちらも原産地は中南米で︑コ

ジャガイモ︵ポテト︶も救荒作物で

サツマイモ︵スイートポテト︶も

くなると甘味は強くなりますが︑ホ

〜３週間かかります︒貯蔵期間が長

ません︒でんぷんが糖化するのに２

収穫直後のサツマイモは甘くあり

食べられるようになると思います︒

色が赤や紫の﹁紅イモ﹂が本土でも

事業を行っています︒近い将来︑肉

サツマイモ︵ヒルガオ科サツマイモ属︶

塊根︵かいこん︶︑ジャガイモは茎

クホク感は薄れます︒貯蔵適温は

度以下の低温に長く置くと

中が黒く腐敗します︒一般家庭では

度で︑
て面白いです︒サツマイモは薩摩国

サツマイモはあくが強く︑切り口

購入後できるだけ早く使い切ること
﹁琉球芋﹂︒琉球には唐から伝わっ

が空気に触れると黒く変色します︒

をお勧めします︒
たから﹁唐芋﹂︵からいも︶︒中国

きんとんやサラダなど色を美しく料

すぐに水に漬けます︒漬け過ぎると

理したいときは︑皮を厚めにむき︑
沖縄県のサツマイモは︑植物防疫

水溶性のビタミンＣが流失してしま

では甘い薯︵いも︶だから﹁甘藷﹂

法によって︑本土に持ち込むことが

ル製造用の多収の品種が︑まさに救

戦中から戦後にかけて︑アルコー

うので短時間にします︒
止するためです︒沖縄県はウリミバ

荒作物として国民を飢餓から救いま

培され︑ケーキやアイスクリームに

るか﹂などとてもおいしい品種が栽

ました︒今は﹁安納芋﹂や﹁べには

イモを見るのも嫌だという人が増え

品種は粘りも甘さも少なく︑サツマ

した︒しかし︑アルコール製造用の

エ根絶で開発された技術を基に防除

ていないイモゾウムシのまん延を防

規制されています︒本土には生息し

︵かんしょ︶です︒

から江戸に伝わったから﹁薩摩芋﹂︒

野菜の名前には歴史や逸話があっ

が肥大した塊茎︵かいけい︶です︒

13
薩摩国には琉球から伝わったから

10

もなっています︒

11

☎0166-92-3455
FARMLAND JAびえい店

窓口
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で
好評の超高画質バックカメラセットに、

第1173号 令和3年10月1日号 毎月1日発行
ＪＡびえい・くみあいだより 丘の大地
昭和45年３月５日（第３種郵便物認可）

理事会の報告
第６回理事会

8月23日㈪

1173

■議案審議事項

令和3年10月1日（毎月1回発行）
昭和45年3月5日第3種郵便物認可
毎月1日発行

議案第１号

ＪＡグループ北海道不祥事ゼロ運動要
領の設定について

・原案どおり承認されました。
議案第２号

出資の減口・譲渡について

・原案どおり承認されました。
議案第３号

外部出資の増口について

・原案どおり承認されました。
議案第４号

令和３年度農産物系統全量集出荷推進
期間の設定について

・原案どおり承認されました。
議案第５号

自己査定における農地等時価額の設定
について

丘のおかし アレンジレシピ♪
毎月１つ、丘のおかしシリーズを使ったアレンジ
レシピをご紹介！
今回は、しょうゆの香りが食欲をそそる、焼きと
うきび餅のレシピをご紹介します！
焼とうきび餅
◆切り餅………２個
バター………適量
しょうゆ……適量
丘のおかし
焼きとうきび…1/2袋
◆作り方
① 切り餅をトースターで焼き
ます。
② ①の餅に、バターをたっぷ
り塗ります。
③ ②にしょうゆをたらします。
④ ③に丘のおかし焼きとうき
びを振りかけて完成です！
今回使ったのは……焼きとうきび

・原案どおり承認されました。

ちか ら

協同 の

気をつけましょう！
組合員数
貯 金 高
貸 付 高
出 資 金
固定資産

正組合員 751人
准組合員 1,870人
288億24百万円
85億68百万円
11億33百万円
45億67百万円

※百万円未満四捨五入（令和３年８月末）
熊谷留夫

編集後記

（９月15日現在）

発生件数
負傷
死亡

１件（ 15件）《12件》
１人（ 15人）《12人》
０人（ ０ 人）《０ 人》

（ ）は３年度累計 《 》は昨年同期累計
※負傷者数は農業労災加入者統計より

10月の主な行事予定
5日（火）

JAびえい組合長杯
パークゴルフ大会

食 欲 の 秋 で す ！ （ 読 書 ？ 芸 術 ？ い え いえ 、食欲 の 秋 で
す！）秋に食べたいものと言えば、じゃがバター、ちゃんち
総務部

ゃん焼きにさんま、栗やぶどう……。どこかで聞いたフレー
ズだと思えば、昨年の編集後記にも同じような記述が！
そして、昨年の編集後記にはこうも書かれていました。
「ダイエットは明日から！」……あれ？明日、明日と先延ば
ししているうちに、１年経ってしまったような……？（麻）

㈱須田製版
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