http://www.ja-suzuka.or.jp

11

2018 Vol.355

CONTENTS

2

特集

自己改革を女性が
後押し!

4 みんなのひろば
6 News Flash
8 農作業ファイル
10 情報プラザ

■わがやのアイドル ほか
■読者のギャラリー ほか
■本格手打ち蕎麦作りを体験しました ほか
■合併30周年記念ふれあい歌謡ショー鈴鹿・亀山合計で9日間開催！ ほか
■麦栽培技術の留意点
（麦）ほか
■ 11月の管理作業
（花木）ほか
■親子で参加できる料理教室を開催します。ほか
■鈴鹿バルーンフェスティバル実行委員会からのお願い ほか

今月の特集

11

自己改革を女性が後押し!
女 性 の 力 で つ くる 豊 か な 地 域
ＪＡ鈴鹿女性部では、ＪＡを拠り所とし
ながら、食や農、暮らしに関心のある女
性が集まった組織です。農家・非農家・
年齢に関わらずどなたでも参加すること
ができます。主に料理教室や手芸教室と
いった活動を楽しみながら、仲間同士の

特産白ネギを使った料理教室を開催!

親睦を深めています。ＪＡ鈴鹿では、他に
「すずか女性大学」「フレッシュミズすず
か」があり、豊かな暮らしや地域の活性
化を目指すＪＡ鈴鹿の自己改革を後押し
しています。今月は各組織の活動の様子
をご紹介します。

ＪＡ鈴鹿女性部

すずか女性大学

フレッシュミズすずか

ＪＡ鈴鹿の中で一番大きい女性

今年で開校6年目になります。

気の合う仲間同士でイベントを

組織です。管内で約1,200名が

「女子力アップ」をテーマに、

企画して活動しています。子育

参加しており、現在13支部が

年間で10回の講義を行い、楽

て中の女性も多く、活動にお子

活動しています。

しく自分磨きをしながら交流し

さんも一緒に参加しています。

ています。

ＪＡ鈴鹿の女性の組織活動は、
年々活発になって参加者も増えてます! !
28年度

29年度

3 0 年 度（H30年9月末現在）

Ｊ Ａ 女 性 部 会 員

1,162名

1,237名

1,271名

Ｊ Ａ 女 性 部 支 部 数

12支部

13支部

13支部

すずか女性大学受講生

34名

45名

54名

フレッシュミズすずか会員

15名

14名

16名

特 集
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料理 教 室
地元産の食材を使用した料理や、家の光記事を活用し
た料理、郷土料理などに挑戦しています。他にも、パ
ン作りやケーキなどのお菓子作りも行っています。

女

のご紹介!!
の主な活動内容
織
組
性
教室
手 芸・工 作

外部から講師を招いたりして、押絵やバルーンアー
ト、フラワーアレンジメントなど、新しいこと・楽し
いことに積極的に挑戦しています。

おかしづくり

アレンジおせち

人 気 のイベ

ント

焼肉のタレ作りや味噌作りは、多くの方が参加してい
ます。手間はかかりますが、市販のものよりおいしい
と評判で、女性組織の活動の中で最も人気のある活動
です。

干支の押絵教室

女性同 士 の

フラワーアレンジメント

交流

女性部では、年に一度、支部を越えて交流する「女性
部のつどい」という活動を行っています。支部活動の
発表や特別ゲストによる講演を聞きながら、親睦を深
めます。

焼肉のタレ作り

味噌作り

地 域 への 貢 献 活 動
ボランティア組織さつきの会は、さつき温泉を会場に
開催する「ふらっとほーむさつき」の運営をボランテ
ィアで行い、地域福祉の充実に寄与しています。

特別ゲスト：矢野きよ実さん（H29 本店）

ＪＡの事業運営に参 画

最後に
ＪＡ鈴鹿の女性の組織は、ご紹介した活動の他にも、
さまざまな活動を行い、その活動が地域の活性化に繋
がっています。興味を持たれた方はぜひ女性組織の活
動にご参加ください。
各組織担当窓口
生活福祉課 ☎０５９-３８４-１１２３

3
2018.11月号

特

集

日頃の活動で感じたことや、今後のＪＡに期待するこ
となど、女性の声を事業運営に反映させるため、意見
交換会を開催し、積極的な話し合いを行っています。

のアイドル
や
が
わ

お父さん

お母さん

三嶋宏幸さん・朋枝さんの
長男

陽大（ひなた）くん（8ヵ月）

活 発で好奇心旺盛の陽大くん。ボールやネズミのおも
ちゃが好きなようです。最近は、ハイハイが上達し
てもう目が離せません。親子三人川の字になって寝るの
が日課だそうで、人見知りをせず、とびきりの笑顔で上
手に甘えて、いろんな人にかわいがってもらっています。
ࡃȞȽɋȞɁĂইɅȤȤȧȩɄȽɀɇĊ

鈴鹿市津賀町

馬 場 俊 雄 さん
出荷しているもの
さつまいも、里芋、落花生
出荷場所：鈴鹿店

季節野菜を中心に出荷に励んでいます

兼

業で野菜作りを営んでいた馬場さん。約10年前から果菜彩への出
荷を始め、現在は田畑合わせて約3ｈａを耕作しています。馬場さん
は「今年は、大きな台風の連続で予定が立たないことがたくさんありま
した。少しずつ持ち直してきているので、秋冬野菜の本番に備えたいで
す」と話してくれました。

短歌・俳句・川柳コーナーの投稿は︑最寄りの支店・出張所窓口もしく
はP 左下の﹁のうきょうすずか﹂係まで郵送してください︒
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十三夜時差ある国へ送信す

避暑地より帰って来たか秋アカネ

麦飯に間引き大根ごま和えで

待ち合わせ時間ぴったり秋思かな

すすき梅雨お日様恋し顔みたし
今かいまかと雨空あおぐ

庭に畑菊一輪の御目見得か
時季を忘れず靜か咲きいる

長月や暑かった夏すぎさりて
風にそよそよすすきの秋かな

人生は人との交流大切に
遠い人より近い友達

振り返る見る間に人生通り行く
孫︑祖孫の世代を想定し我が身の幸

裏庭に大木なりし梅もどき
亡夫の植えくれし実一ぱいつけて

なつかしき友と再会半世紀
万能選手も杖を頼りに

今日よりも明日がもっと善いことが
起る予感の秋の夕映え

明け暮れる苦難の道も前向きに
未来は今の積み重ねなり

山原

北村

川村

伊藤登美子

宮﨑

曽我

田中

渡邉

盟

しん

森下きみ子

七里

米子

前川美代子

松本

瑛子

北川二三子

松井

和児

寿子

紀雄

嘉孝

澄子

褒められて出るは鼻歌得意顔

中嶋いつ子

政典

カラオケに夢中のころにもどりたい

【全体運】考え方が後ろ向きになりやすい期間かも。意識的に笑顔を心掛けましょう。ま
牡羊座 3/21
〜4/19
た、感謝できることを探すと開運に

牡牛座

4/20
〜5/20

【全体運】あれこれ余計なことまで気にして動けなくなり、つきを逃しがち。開き直りの気
持ちを大切に。花を飾るのも吉

みんなのひろば
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のアイドル
や
が
わ

読者

ギ ャラ

の

リ−

読者の皆様が管内で撮影した写真を投稿
していただいています。管内で撮影した人
物、農産物、風景、ペットの写真などお気に
入りの写真をご応募ください。

『竜ヶ岳山頂より
鈴鹿を一望』

『山里の秋』
鈴鹿市椿一宮町
田中紀雄さん

鈴鹿市地子町

●涼風に流れゆく雲と尾花

こばやんさん
●初登頂記念。
登り４時間、帰り３時間

『色白ゴーヤの
身体測定』
亀山市菅内町
はり香さん
●緑のカーテンとして
作っているゴーヤです。
あまりの大きさに
ビックリして大きさを
測ってみました。

『柿たわわ天の鱗の数よりも』
鈴鹿市西庄内町 ヤマクニさん
●柿の朱と蒼天のコントラストがきれいでした。

投 稿
お待ちして
おります！

撮影した写真を下記の宛先まで送付いただくか、最寄りの支店までお寄せください。
本文に ①氏名（ペンネーム）②住所 ③電話番号 ④写真のタイトル ⑤写真の簡単な説明（50字以内）を
明記してください。 ※メールの場合、件名を「読者のギャラリー」と して写真を添付し、送信してください。

郵 便

〒513-8650 JA鈴鹿 のうきょうすずか係

メール soumu4@suzuka.jamie.or.jp
※携帯電話からも送れます。

〇写真はお返しできないのでご了承ください。 〇紙面の都合上、掲載できない場合もございますのでご了承ください。

今日もス
ター
ト！

べて
しく食
おい

今月の朝ご飯
材 料（1人分）
●ナガイモ…100g
●ジャガイモ…1/2個
（写真撮影用に紫のジャガイモ
「シャドークイーン」
を使用）
●チェダーチーズ…1枚
●生クリーム…1/2カップ
●牛乳…1/2カップ
●がらスープのもと…小さじ1
●塩、
こしょう…適宜
●刻んだパセリ…少々
●バター…適宜

5
2018.11月号

作り方
❶ナガイモの半分はすりおろし、半
分は短冊に切る。ジャガイモは
火を通して一口大に切る。
❷フライパンにバターをひき、短冊ナ
ガイモとジャガイモをソテーし牛乳
と生クリーム、がらスープのもとを
入れ、塩、
こしょうで味を調える。
❸グラタン皿に短冊ナガイモとジャガイモを
取り出した❷を入れ、すりおろしたナガイ
モを上から掛けチェダーチーズを載せ、
短冊ナガイモとジャガイモを並べ、
トース
ターなどで焼き出来上がり。仕上げにパ
セリや粉チーズ（材料外）を散らす。

みんなのひろば

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ナガイモの
グラタン

ナガイモの
かき揚げ
材 料（1人分）
●ナガイモ…30g
●アボカド…1/2個
●ニンジンの葉…適宜
●小麦粉…適宜
●天ぷら粉…適宜
●サラダ油など…適宜
●塩…少々

作り方
❶ナガイモを短冊に、
アボカドはさ
いころ状に切る。
❷ボウルに❶とニンジンの葉を入
れ、
小麦粉を軽くまぶす。
❸水で溶いた天ぷら粉1/2カップ
ほどで、❷を軽く混ぜ合わせ一
口大にまとめ、170度に熱した
油で返しながらじっくりと揚げ
る。盛り付けたら塩を振る。付け
合わせにミニトマト
（材料外）な
どを添える。

【全体運】うわさに興味を持つのは避けた方が無難です。それより、自分が好きなことに意
双子座 5/21
〜6/21
識を向け、それを満喫するのが正解

蟹

【全体運】クリエーティブな能力が開花しやすい月。絵を描くなど、やってみたいことに注
座 6/22
〜7/22
目を。お芝居を見に行くのも◎

: 026

2 1 03

▲ 開店と同時に賑う店内

採れたてに会おう！
ＪＡグループでイベント実施中！
ＪＡグループは、10月2日を直売所の日として制
定し、直売所を起点に地産地消のＰＲを行うことと
しました。県下ＪＡ直売所で発行するレシート（合計
2,000円以上）を1口として応募すると、抽選で賞
品が当たるイベントも実施しています。果菜彩各店
舗のレシートも対象となっておりますので、ぜひご
来店ください。
（応募締切は11月30日まで）

▲ のし棒の使い方を説明する講師

本格手打ち蕎麦作りを
体験しました
フレッシュミズすずかは9月15日、食彩工房味夢
〜みらい〜で本格的なそば打ちを体験しました。
そば打ち有段者を講師に招き、生地作りから麺切
りまで丁寧な説明を受け、楽しみながら作業を進
め、手打ち蕎麦を完成させました。

21021

: ॢෂ

▲ 土寄せ作業を説明する指導員

▲ 定植機を使いハクサイ苗を植える職員

いきいき農業大学
果菜彩出荷に向けて作業開始
いきいき農業大学は10月10日、石薬師の研修
圃場で秋冬野菜の種まきと栽培管理を行いまし
た。当日は、白菜への土寄せの作業や葉牡丹の葉か
き作業を営農指導員の指示のもと行いました。11
月上旬から本格的な収穫作業が始まります。

加工用白菜の定植スタート
㈱アグリサービス鈴鹿は、9月中旬から下旬にか
けて加工用ハクサイの定植を行いました。農業経
営は、耕作放棄地の防止や地域農業の発展を目的
に取組み、今年で3年目です。今年は約70㌧の出荷
を見込んでいます。

【全体運】思い込みが激しくなりそう。人の話を早のみ込みしないよう、ご用心。気分リフレ
獅子座 7/23
〜8/22
ッシュには手作りにトライを

乙女座

8/23
〜9/22

【全体運】人脈のネットワークを広げる好機。飲み会などの誘いには気軽にOKを。初対面
の相手でも気さくに話し掛けて
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21 027

2107

▲ 熱唱する天童よしみさん
▲ 白ネギの特性について話す担当者

報道機関14社の視察を受け入れ
JA鈴鹿の農業振興をPR

合併30周年記念ふれあい歌謡ショー
鈴鹿・亀山合計で9日間開催！

10月16日、報道クラブによる視察研修を受け
入れ、振興作物の白ネギ圃場やうぃずOneのハウ
ス、野菜保管用冷蔵庫、果菜彩を紹介しました。そ
れぞれの施設で業務を担当する職員が説明を行
った後、質疑応答など活発な意見交換が行われま
した。

合併30周年を記念し、天童よしみさんによるふ
れあい歌謡ショーを開催しました。日頃の感謝を
伝えるため、当ＪＡに給与振込・年金振込をご指定
して頂いている方を対象に招待させていただき
ました。歌謡ショーでは、延べ9日間で18回公演
し、往年の曲を交えながら歌声を披露し、会場を
大いに盛り上げました。

2102:

21022

▲ 児童との交流を楽しみました
▲ 日常の収納に関する悩みを話し合いました

市内の学校給食用に新米を寄贈
14年継続して実施
JA鈴鹿受託者部会は、学校給食用に新米のコ
シヒカリ1,590㌔を寄贈しました。寄贈した米は、
10月19日の鈴鹿市の幼稚園13園、小学校30校、
中学校10校の給食約19,000食に使われました。
当日は、玉垣小学校で寄贈式を開いた後、児童
と給食を試食し交流を深めました。

7
2018.11月号

すずか女性大学6期生
整理収納のススメ方を学習しました！
女性大学は10月11日、本店4階研修室で収納・
片付け講座を開きました。当日は、整理収納アドバ
イザー資格を持つ方を講師に招き、整頓のコツや
整頓された状態を維持する工夫などの整理整頓術
を、グループワークを交えながら学びました。

【全体運】頼まれ事など、まずは必要な作業から手を付けましょう。その後、プライベート
天秤座 9/23
〜10/23
の充実を図ると喜びが倍増

蠍

【全体運】幸運期。自分の考えやアイデアなどを思い切ってオープンにすると好結果に。新
座 10/24
〜11/22
しい世界に飛び込むのも大賛成

【全体運】サービス精神を見せることで、周囲と円満な関係を築ける時期。縁の下の力持
射手座 11/23
〜12/21
ち的役割も快く果たし、人気者に

山羊座

12/22
〜1/19

【全体運】知的好奇心が旺盛になる兆し。調べてみたいことがあれば、
じっくり探究して。サ
ークルやグループ活動にもつき

農作業ファイル
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肥料・農薬の使用方法など
・・・・ アグリホットライン
（営農資材センター）
☎（ 0120 ）920880
営農に関するお問い合わせは

農業経営資金が
一層利用しやすくなりました！

設備資金や運転資金としてご活用ください。
★農業者の皆様のご負担金利を
５年間軽減いたします。

借入金額

農業経営
資金の
商品概要

借入金額100万円以上が対象となります。

資金使途

トラクターなど農業用機械の購入、栽培用ハウス、畜舎など農業用施設の建設等、
その他農業経営に必要な資金

適用金利

（注）適用金利は平成30年10月末のものです。
最長5年間 実質年0.2%（変動金利）となります。

保 証 料

借入全期間、実質保証料0円

取扱期間

平成30年4月2日から平成31年3月29日

（注）三重県農業信用基金協会への一括前払い保証料については全額助成
いたします。但し、保証料は一度お支払して頂き、後日に助成いたします。
（注）取扱期間内に実行した案件に限ります。

※詳しくは、
融資課 ローンセンター（℡059-384-1115）または、
お近くのＪＡ鈴鹿・各支店、
各出張所窓口までお問い合せください。

認定農業者セミナーの開催のお知らせ
「鈴鹿市・亀山市の持続可能な農業の実現」をめざし、地域農業の
振興と発展を目的にセミナーを開催します。セミナーは、農業者および
関係機関が協力して行い、東京農業大学から内山智裕教授を招いて
講演も行います。皆様のご参加お待ちしています。
日

時

平成30年

場

所

JA鈴鹿

対象者
内

容

12月5日㊌
本店5階

13：30〜16：00

大会議室

認定農業者、又は農業者の方
講演「2030年に向けた日本の農業の展望」
農業情勢について
GAPについて
農業経営収入保健制度についてなど

参加申込期限

平成30年

11 22
月

日㊍

お申込み・お問い合わせ

各支店、出張所へ申込書を
ご提出ください。

JA 鈴鹿の無料相談会のお知らせ
年金制度や税制度について「良くわからない」、
「もっと詳しく知りたい」と相談を望む
声が多く寄せられています。当組合では、定期的に無料で年金や税金に関する相談会を開催していま
す。相談をご希望の方は、
お近くの支店、
または本店にお問い合わせください。

9
2018.11月号

年金無料相談会について

JA鈴鹿本店貯金為替課

無料税務相談会について

JA鈴鹿本店総務課

農作業ファイル

℡ 059-384-1113
℡ 059-384-1100

【全体運】やたらとプレッシャーを感じる暗示。誰かと比べず、自分らしさを大切に。気晴ら
水瓶座 1/20
〜2/18
しにはハーブティーを飲んで

魚

【全体運】開放的な気分になれる予感。過去に駄目だった挑戦にリベンジできそう。海外に
座 2/19
〜3/20
関することにも幸運があるはず

親子で
参加できる
料理教室を
開催します。

2018.12/26㊌ 9：30〜12：00

前回は夏野菜のマーボーなす丼、すいかのゼリーを作ったよ♪

JA鈴鹿いきいき農業大学の生徒が栽培した冬野菜を
使って、親子で楽しめる料理教室を開催予定です。

料理に使う冬野菜の収穫も体験できます。
開 催日時

平成30年12月26日㈬ ９：３０〜１２：００

開催場所

食彩工房味夢〜みらい〜
（鈴鹿市津賀町809-2）

対 象 者
参 加 料

保護者１名につき小学生２名まで
（先着10組で締め切らせていただきます）
無

料

お申 込み ＪＡ鈴鹿 生活福祉課
（☎０５９−３８４−１１２３）

農地・農作業に関するご相談は
にお任せください！
仕事が忙しくて農業に手が回らない…
しばらく農業を休みたいけど
農地は手放したくない…
高齢になったので、農地の維持が
大変に感じている… 等

お困りの皆様に代わり、JA鈴鹿が田植えや
稲刈り、その他保全管理を請負い、地域農業
をお守りします。

（ただし、圃場の状態により引き受けできない場合もあります。）

お問合せ

農機レンタルをご活用ください！
農機の使用日数が年間で数日
の方や、農業機械が壊れてしま
い 、至 急 農 業 機 械 が 必 要 な 方
におススメです。
農業機械を安心してご利用い
ただけるよう、行き届いたメン
テナンスを心掛けています。専門のスタッフによる親切な
操作方法の説明も行いますので、ぜひご利用ください。

JA鈴鹿 整備センター

☎059-379-5510
組合員の皆さまへ

SATSUKI
HOT
SPRING

二十五周年祭のお知らせ
と

き：2018年11月24日㊏〜25日㊐
イベント内容
その１：入浴回数券を5,000円→4,500円で販売
さらに５冊21,000円・10冊41,000円
その２：先着100名様に粗品進呈

11月24日㊏はマジックショー
11月25日㊐はカラオケ大会を開催！

JA自己改革に関する組合員アンケートへのご協力のお願い
ＪＡグループでは、この度、組合員の皆様の期待により
一層応えるため、自己改革の取組みに対する皆さまの評価
をお伺いする「組合員アンケート」を下記のとおり実施い
たします。
つきましては、調査の趣旨をご理解いただき、何卒ご協
力いただきますようお願い申し上げます。
期 間：平成30年11月中旬〜平成31年11月
対象者：正・准組合員5,000人
（正組合員2,500人・准組合員2,500人）
内 容：①ＪＡ職員が対象のお宅を訪問し、アンケートの
趣旨をご説明いたします。
②その場でご回答いただくか、後日、記入済みの
回答用紙を受け取りに参ります。
（マークシートの回答となります。）

情報プラザ
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鈴鹿バルーンフェスティバル
実行委員会からのお願い
http://www.ja-suzuka.or.jp

11月
2
7
8
9
10
11
12
13
17
22
24

12月
2
7
8
10
11
12
15
21
22
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第392回理事会
▶亀山葬祭会館の基本設計について
平成30年10月23日㈫開
▶組合員への30周年記念品の配
催の第392回理事会では、
布について
次の事項について協議・承
認され、報告が行われまし ▶JA自己改革に関する組合員調査
（本調査）
の実施について
た。
（抜粋）

わたしたちの
ＪＡ
平成30年10月16日現在

貯 金 残 高
貸 出 金 残 高
長期共済保有高
購 買 品 供 給 高
販 売 品 取 扱 高

↓

←

情報プラザ
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タテのカギ

コスモス

尾﨑
昇さん（鈴鹿市国 府 町）
大田のりこさん（ 〃 一ノ宮町）
湯浅きみよさん（ 〃 五 祝 町）
川戸 輝彦さん（亀山市辺法寺町）
若林 成郎さん（ 〃 関町白木一色）
応募総数89名中上記の5名が当選
しました。おめでとうございます。

大会期間中の連絡先 ℡090-6468-2012・℡090-3582-5087
●１１/２３
（金）6：40〜17：00
●１１/２４
（土）6：40〜17：00
●１１/２５
（日）6：40〜10：00

ヨコのカギ

①クイズの答え
②あなたの住所・氏名・
年齢
③一番良かったコーナー
④本誌へのご意見・ご感想

:ॢਖ!ຒȢĆຎೊଞ

鈴鹿バルーンフェスティバル実行委員会

①武士が腰に差す物
③パリやベルリン︑バンコク︑北
京など
⑥8は2の4○○です
⑦英語ではゼブラ︒草食動物です
⑧月が出ていなくて真っ暗です
⑩タンスなどに加工する軽い木材
⑫家族やごく近しい人のこと
⑭遠くて近きは男女の○○
⑯モミジとも呼ばれる木
⑱ 月は神無月︑ 月は○○○
○
⑳ネタやシャリなどから作ります
㉒このぶんしょうにはつかわれ
ていません
㉓ヒトコブ○○○やフタコブ○
○○は砂漠で使われる動物

5138650

１１月２３日（金）〜２５日（日）の３日間、鈴鹿川河
川緑地を会場に開催します「鈴鹿バルーンフェスティ
バル201８」からのお願いです。
熱気球の競技は早朝より行われますが、参加選手・
大会役員ともども、皆さまにご迷惑をおかけしないように最善をつくして競
技を行いますので、市民の皆さま方のご理解とご協力をお願いいたします。
また、熱気球は上空の高度により変化している風向きを選んで進行方向
を決めています。
そのために、風等の気象状況により気球がやむをえず田
畑に着陸する場合があります。
耕作物や設備等には支障のないよう細心の
注意をはらって着陸し、のちほどパイロットがご挨拶に伺いますので、
ご理
解をいただきますようよろしくお願いいたします。
なお、熱気球に関してお問い合わせやトラブルがありましたら下記までご
連絡ください。

① アフ リ カの 川 や 池 に す む 動
物︒体も口も大きい
②そろそろスタッドレス○○○
に交換しようかな
③まるで取り付く○○もない様
子だったよ
④○○○栽培はオーガニック農
法とも呼ばれます
⑤鳥籠の中に取り付ける棒
⑦火事に備えて設置する物
⑨音はこれで聞き取ります
⑪落語を客に聞かせる職業
⑬頭をひねって絞り出します
⑮徳川将軍家は三つ葉葵︵あおい︶
⑰机のこと︒ライティング○○○
⑲道が十字に交差している所
㉑漢字では羊の歯と書く植物

30

無料税務相談会（白子支店）
果菜彩鈴鹿店感謝祭
皆貯金日
皆貯金日
皆貯金日
植木市（止市）
年金無料相談会（総合相談センター）
果菜彩稲生店感謝祭
無料税務相談会（国府支店）
果菜彩亀山店感謝祭

︿ハガキ記入例 ﹀

11

植木市
皆貯金日
皆貯金日
皆貯金日
果菜彩鈴鹿店感謝祭
無料税務相談会（総合相談センター）
植木市
女性部のつどい
年金無料相談会（深伊沢支店）
果菜彩稲生店感謝祭
植木市
無料税務相談会（亀山支店）
果菜彩亀山店感謝祭

ＪＡ鈴鹿
のうきょうすずか
係

●締切 月 日︵金︶当日消印有効

62

J A 鈴鹿

… 4,197億7,501万円
… 545億 214万円
… 6,643億 812万円
20億8,158万円
…
39億1,551万円
…

タテのカギ、
ヨコのカギをヒントにしてクロ
スワードパズルを解いてください。二重マスの
文字をＡ→Eの順に並べてできる言葉は何で
しょうか？正解された方の中から5名様に粗品
を進呈いたします。

お問い合わせは各支店・出張所窓口まで
2018

11 Vol.355

のうきょうすずか

