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39歳までの農業者の皆さん、
農業者年金の政策支援加入で将来の安心を！

今月の表紙
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「森吉山の樹氷」

2007年２月９日、晴天に誘われて森吉山に登り
ました。頂上に向かう途中で撮影した一枚です。
そのうちまた行きたいものです。
撮影／大潟村写真クラブ 吉田日出夫 さん

今月号の主な内容
02 あぐりプラザ情報・家族の健康
03 女性部活動だより
06 報告 総合口座改革に関する説明会
07 給油所よりお知らせ
08 ＪＡ創立50周年特別企画 ホノルル５日間
09 フレミズだより・青年部活動報告と予定・職員人事・臨時職員紹介
10 初めてのお誕生日・チューリップ即売会のお知らせ・フォトニュース

JAグループ秋田キャッチフレーズ

JA 大潟村

あぐりプラザ
トクトク情報
★金曜市開催予定日

★通常特売開催予定日

２月14日㈮・２月28日㈮
３月６日㈮・３月13日㈮
★ポイント３倍day開催予定日

２月25日㈫・３月４日㈬
★ポイント２倍day開催予定日

の2日間

※２月20日はポイント２倍dayで更にお得にお買いもの!!
☆夕市開催中!!（平日の毎日、夕方４時より特価品を取り揃え
てお待ちしております。
）

☆ご自宅でのお困りごとはございませんか？（リフォームに関
してもご相談ください）

２月20日㈭・３月10日㈫・３月20日㈮
営業時間

２月20日㈭・21日㈮

水回りの困りごと、テレビの映りに関して、ストーブの故障
等、どんなことでもご相談ください。

午前９時～午後７時（日曜日も休まず営業しております） お問い合わせは生活課（45-2214）まで。

間もなく花粉症シーズン到来
健康科学アドバイザー◦福田
地域にもよりますが、スギ花粉が多く飛散す
るのは、バレンタインデーからゴールデンウ
イークころの期間。春の日差しを楽しめる時期
なのに、花粉症でうっとうしい日々を過ごす人
も多いはず。
花粉症で毎年とても不快な思いをする人は、
今年もまずは薬で対処するはずです。自動車の
運転、危険を伴う作業、高い所での作業がある
人は、眠くなりやすい抗アレルギー剤の内服は
危険です。医師や薬剤師に、仕事やライフスタ
イルも話して、適した薬を選んでもらいましょ
う。薬での治療は、症状がひどくなってから始
めるより、早めに開始した方が効果的です。特
に抗アレルギー薬は、内服し始めてから効果が
出るのに１～２週間かかります。地域によりま
すが、スギ花粉が飛び始めるのが２月中旬です
から、１月末か２月初めころには内服し始める
と良いでしょう。そして花粉症シーズンにな
り、出現する症状に応じて他の内服薬、点眼薬、
点鼻薬などを組み合わせることで症状を抑えま
しょう。
花粉症で大切なことは、なるべく花粉を浴び

千晶

ないこと。屋外での作業や外出時には、衣服は
ナイロン素材で花粉がツルリと落ちる物を選
び、家に入るときは上着や帽子を脱ぎ、室内に
花粉を持ち込まない工夫が大切です。これは、
花粉症でない人も家族や職場で花粉症の人がい
る場合は、協力しましょう。室内ペットが散歩
から帰ったときも、体を洗ったり、ぬれタオル
で拭くなど、花粉を落として入室することも忘
れずに。
例年、花粉症でつらい思いをしている人は、
長期にわたり効果が期待できる免疫療法や手術
療法も検討してはいかがでしょうか？免疫療法
は舌下免疫療法が保険適用になり、３～５年か
かりますが毎日、少しずつ花粉エキスを入れる
ことで花粉を異物と感じなくなる方法です。手
術療法は耳鼻科を受診し
て適用になるか相談しま
す。
花粉症の症状が原因で
の仕事の効率低下や事故
を防ぎ、不快感を減らし
て乗り切りたいですね。
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第427号

より」
女 性 部「活動だ
☆これからの行事予定

◎２ 月28日 総会
◎３ 月18日 水稲育苗・野菜栽培講習会
事業への参加・お問い合わせは生活課 木村、
または執行部まで

★男鹿のわかめ購入世話グループから
今年も「男鹿のわかめ購入世話グループ」の活動を
行います。購入の取りまとめや漁港の方との連絡など、
一緒に世話係をしてくださる方は ＪＡ生活課 木村さ
ん（45－2214） 東2－5齊藤美智子（45－2503）ま
で連絡ください。

★活動報告と各種会議報告

◎豆腐作り講習会（12月３日・参加者８名）
久しぶりの豆腐作りで忘れている事も多く、一つ
一つ確認しながら作業しました。油揚げ用の豆腐作り
も勉強になりました。
にがりと重石の加減は、やはり難しかったですが、
無事完成することができました。
一人で作る自信がない方は、私のように女性部の割
り当て日に参加してみるのが良いと思います。
（岡田由美子記）
◎油揚げ作り講習会（12月４日・参加者10名）
前の日に作った豆
腐で手作り油揚げを
作りました。豆腐は
水切りをしっかりし
てから１cm位の厚さ
に切り、低温と高温
の油で二度揚げしま
す。低温でじっくり
と揚げ、すぐに高温
の油に入れると、ふっくらと膨らみ仕上げはカリっと
揚げます。
こめ油を使ったので、油臭さもなく、とても美味し
い油揚げができました。出来たては、本当に美味しかっ
たです！
（斉藤幸子記）

しかったかもと反省。
どんな色がいいかな？香りは
どれにしよう？と悩みながらの
作業。できあがった作品に「き
れ い ～ !!」「 使 う の も っ た い な
い!!」と歓声があがりました。
４回でいろいろなせっけん作
りを体験。身近な材料で案外簡
単に作れ、どれも無添加で安心
して使え、肌にも環境にも優しいせっけんでした。
講師を引き受けていただいた皆さま、参加していた
だいた皆さま、ありがとうございました。（一箭薫記）
◎パソコン教室（１月６・７日）
２日間にわたって写真の加工、エクセルを使った表
計算現金出納帳の使い方を菊地幸彦氏より習いまし
た。何度聞いてもいつも
新鮮に聞ける受講生に優
しく教えてくださいまし
た。また詐欺の傾向性も
教えてくださり、受講生
一同肝に銘じました。
（栢森慶子記）
◎お酢を使った料理講習会（１月16日・参加者17名）
村民センターで行われました。ゆずちらし寿司・しょ
うがかん・鶏のねぎ巻・セロリと大根のマリネ・しめ
卵のすまし汁の５品をエーコープの５倍酢、らっきょ
う酢、ほめられ酢を使って作りました。
酢をうまく使うことによってお料理が時短になった
り、常備菜の日持ちが良くなったりすることを教わり
ました。
（桑原憲子記）
ＪＡだより３月号にレシピを掲載する予定です。

◎せっけん作り活動グループ
第４回せっけん作り（12月17日・参加者11人）
手作り石けん工房ＦＩＮＥの相場さんにご指導いた

★部員を募集しています

だき、ワークショップ形式でぷるぷるジェルソープ・
キラキラジュエルソープ（宝石せっけん）
・バスボム（入
浴剤）を作りました。
最終回ということでフレミズ会員の方にも参加いた
だき、盛りだくさんの内容にしましたが、ちょっと忙
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婦人会・女性部で一緒に活動しませんか。現在部員
は約170名です。楽しい活動をモットーにしています。
個人でも入部できますし、役員を減らすなど負担軽減
にも努めています。
やりたい活動を支援しており、今年度はせっけん作
りを楽しんだグループもあります。
仲間が増えることは大歓迎で、数も大きな力だと思
います。入部をお待ちしておりますので執行部までご
連絡ください。
（山本嘉子記）

特集

安

支える

国が

担い

なる

きく
心が大

手積立 年

金

［愛称］

農業者の皆様の老後を支える政策年金「農業者年金」。生活の安定だけでなく、担
い手の育成・確保を進める視点からも、充実した魅力ある制度となっています。今回
はこの「農業者年金（愛称・担い手積立年金）」についてご紹介します。

39歳までの農業者の皆さん、農業者年金の政策支援加入で将来の安心を！
農業者の担い手には、手厚い政策支援（保険料の国庫補助）があります。
国民年金第１号被保険者等の農業者年金への加入要件に加え、

政策支援

① 39歳までに加入
② 農業所得が900万円以下
③ 認定農業者で青色申告者等（下表） を満たせば受けられます。

保険料の国庫補助対象者と補助額
区 分

必

要

な

要

件

国

35歳未満

庫

補

助

額

35歳以上

１

認定農業者で青色申告者

10,000円（５割）

6,000円（３割）

２

認定就農者で青色申告者

10,000円（５割）

6,000円（３割）

10,000円（５割）

6,000円（３割）

6,000円（３割）

4,000円（２割）

３
４
５

区分１又は２の者と家族経営協定を締結し経営に参画している
配偶者または後継者

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、３
年以内に両方を満たすことを約束した者

35歳まで（25歳未満の場合は10年以内）に区分１の者となる
ことを約束した後継者

6,000円（３割）

―

※国庫補助額は月額保険料月額２万円で固定に対する補助額（割合）です。

※区分３及び区分５の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。

※35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。

※区分１～５のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分（国庫補助額が減額になることがあります。）
又は通常の保険料への変更が必要です。

◦政策支援を受けられる期間は最長20年間です。（35歳以上の支援は最長で10年間です。）

◦国庫補助を受けている間の保険料は月額２万円（国庫補助額を含む）で固定され、加入者が負担する保険料は、
２万円から国庫補助額を差し引いた額になります。
◦国庫補助を受けられる期間を過ぎた場合は通常の保険料（月額２万円～６万７千円の間で千円単位で選べ、変
更も自由です。）になります。
J Ａだより
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女性農業者の皆さん、あなた自身の年金を！
農業者の老後の生活の収入は、国民
年金＋農業者年金が基本です！

老後の備えは万全ですか？
◦現 在65歳の農業者年金受給者の平均余命は、
男性が22年（87歳）、女性が27年（92歳）です。
女性の老後は男性以上に長い道のりです。（日
本人の平均余命は、男性84歳、女性89歳となっ
ており、農業者年金受給者の平均余命の方が長
くなっています。）
◦女性農業者の長い老後をしっかりサポートします。

◦国民年金の支給額は月額最高６万５千円、夫婦
お二人で約13万円です。
◦一 方、 高 齢 農 家 の 家 計 費 は 夫 婦 お 二 人 で23
万８千円が必要となるデータがあります。
⇒月額約10万円不足！
◦国民年金の不足分をしっかりカバーします。

農業者年金の加入には農地の権利名
義は要りません。

家族経営協定を結べば保険料の国庫
補助も受けられます。

◦ご主人だけが農業者年金へ加入していたとした
ら、先にご主人が亡くなった時、あなたの老後
の支えは国民年金だけになってしまいます。

◦認定農業者で青色申告をしている方と家族経営
協定を結んで農業経営に参画している配偶者も
保険料の国庫補助が受けられます。

◦一人一人の備えが大切です。

◦女 性の農業経営への参画をしっかり応援しま
す！

◦自らの力で老後に安心を！

★

農業者年金に夫のみ加入した場合と夫婦で加入した場合の比較

★

夫と妻は同年齢で、農業者年金へは30歳で保険料月額２万円で通常加入し、
農業者年金受給者の平均余命（男性87歳、女性92歳）まで生存するとして比較
65歳～ 87歳の年金額（夫婦）

ケース

①

農業者年金に
夫のみ加入
ケース

②

農業者年金に
夫婦で加入

◦国民年金
夫：月額６万５千円
◦農業者年金
夫：月額４万２千円

妻：月額６万５千円
計：月額13万円

合計：月額17万２千円
◦国民年金
夫：月額６万５千円
◦農業者年金
夫：月額４万２千円
合計：月額20万８千円

88歳～ 92歳の年金額（妻のみ）
◦国民年金
妻：月額６万５千円
◦農業者年金
なし

合計：月額６万５千円
妻：月額６万５千円
計：月額13万円
妻：月額３万６千円
計：月額７万８千円

◦国民年金
妻：月額６万５千円
◦農業者年金
妻：月額３万６千円

合計：月額10万１千円

※農業者年金の資産額については、65歳までの運用利回り2.5％、65歳以降の予定利率は0.35％として行っています。
※予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、平成30年度は0.35％となっています。
※各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。

さらに詳細な内容やご相談については、ＪＡ大潟村（金融課）Tel：45−2211にお問い合わせ下さい。
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説明会
を 利 用 し て い た だ く こ と。（ 農 産
物つなぎ資金の申込期限を３月ま
でに延長しました。ぜひご利用く
ださい）
③農業
 近代化資金等の農業関連資金
や、教 育ローンやマイカーローン
等の生活関連資金を、用途に応じ
て有効的に活用していただくこと。
また、ＪＡでは今後の総合口座と
営農貸付勘定の方向性として、ＪＡ
大潟村独自の自営システムからＪＡ
ＳＴＥＭ当座貸越へ移行することを
検討しております。
理由としては、現在の自営システ
ムの業者によるサポートが終了する
事に伴い、現在使用している自営シ
ステムの通帳プリンターがもし故障
してしまった場合は、取引ができな
くなってしまう事等が懸念されるた
めです。また、業者からは今後は新
規の通帳プリンターを製造しない旨
の話が出されていることも挙げられ

ます。
なお、ＪＡＳＴＥＭ当座貸越への
移行に合わせて、総合口座と営農貸
付勘定の限度額や金利の見直し、お
よび農家経営安定化に向けた借り換
えのための新たなＪＡプロパー資金
の創設を、今後の農業情勢等を考慮
しながら検討してまいります。
検 討 し た 内 容 等 に つ き ま し て は、
説明会などで随時お知らせいたしま
すので、皆様のご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

～油断大敵～

ゆだんたいてき

TEL 018－852－4100

五城目警察署

速度が速くなると、それだけ止まるまでの距離が長く
なります。スピードの出し過ぎに注意しましょう。

総合口座改革に関する説明会の様子

総合口座改革に関する説明会の後
は、秋田県１ＪＡ構想についての経
過報告と、たまねぎ事業についての
報告も行い、組合員の皆様からＪＡ
事業についてご意見、ご要望をいた
だきました。貴重なお時間をいただ
き、誠にありがとうございます。

～スピードは控えめに～

一見すると分からなくても、実は凍結している道路が
あります。冬道は油断大敵です。

ゆっくり

急ハンドル、急ブレーキ、急発進など「急」のつく運
転はスリップのもとです。
ゆとりを持って運転しましょう。

４つの「ゆ」を意識して、
スリップ事故を防止しましょう。

冬道は、乾燥した路面と同じように止まることはでき
ません。車間距離を十分にとりましょう。

～「急」のつく運転は厳禁～

スリップ事故の防止

ゆ と り

車間距離は十分に～

～スピード抑え

12

20

～車間距離は十分に～

ゆったり

五城目警察署からのおしらせ
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総合口座改革 に関する

ＪＡは 月 日、総合口座改革に
関する説明会をＪＡ会館大会議室で
開催し、１１０人が参加しました。
ＪＡ大潟村独自の自営システムで
ある総合口座は本来、組合員の経営
と生活における資金の計画的運用と
蓄積を目的としており、農産物販売
代金などの受け入れと、営農や生活
に必要な資金の払い出しと短期貸付
（利率３・６％）を行う口座です。
利便性が高く、組合員の営農と生
活 に な く て は な ら な い も の で す が、
入植者世代から後継者世代に代替わ
りするにつれ、本来の目的や使い方
についての意識のずれが生じた結
果、毎年 月 日の総合口座の精算
日までに残高が解消されないケース
が目立ってきています。残高を解消
しないと延滞していると認識されて
しまいますが、今後の公認会計士監
査対応や内部統制整備等により、Ｊ
Ａにはこれまで以上に厳格な債権管
理が求められます。
そのためＪＡでは、次のことを組
合員の皆様にお願いしてまいります。
① 月 日の精算に向け、残高管理
を徹底していただくこと。
②総合口座精算のために「農産物つ
なぎ資金」や「加工用米つなぎ資
金 」（ ど ち ら も 利 率 １・４ ７ ５ ％）
説明する経営課の
菅原博樹課長

報告
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給油所よりお知らせ
令和２年
２/１施行

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、

消防法で ① 本人確認（運転免許証の提示など）

② 使用目的の確認

を行うとともに、

販売記録を作成することが義務付けられています。

ガソリンを取り扱うときの注意事項
灯油用ポリ容器

ガソリン携行缶

ガソリンは、灯油用ポリ容器
に入れることはできません‼

ガソリン携行缶に貼られている
注意事項に留意して取り扱って
ください‼

セルフスタンドにおいても、
ガソリン容器への詰替えは、
ガソリンスタンドの従業員が
行う必要があります‼

皆様のご理解とご協力をお願いいたします
本改正に関する詳しい情報は
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/
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旅行代金

出発予定日

満期後の
お支払

満期後、
「JA大潟村創立50周年記念 ホ
ノルル５日間の旅」の旅行代金としてご
利用いただきます。なお、お客様のご都合
により、当該旅行へ不参加の場合は、満期
金全額をお客様がお受取いただけます。

旅行の
お申込みに
ついて

当旅行の情報につきましては、
「予告版」としてご案内させてい
ただいており、お申し込みを受付けるものではありません。令和
2年6月頃に改めて正式な募集広告を送付させていただきま
す。
ご旅行に参加される方はこの正式な募集広告を確認後、
（株）
農協観光と募集型企画旅行契約を締結することとなります。

J Ａだより
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フレミズだより
●活動報告
１月14日 とうふ作り講習会

●活動予定
２月21日 定例総会

▲とうふ作り講習会の様子

青年部

活動報告と予定

随時部員を募集していますので、興味のある方は
ぜひJA大潟村営農支援課（TEL：45‒3033）までご
連絡ください！

●活動報告

１月27日
１月28・29日
１月31日
２月 ２ 日

●活動予定

役員会（営農支援課和室）
県外研修（茨城県・スガノ農機）
中央ブロック交流会（秋田市）
ふるさと祭り手伝い

２月の活動予定は未定です

ＪＡ大潟村創立50周年記念誌に掲載する
写真のご提供についてのお願い
ＪＡでは、令和２年度創立50周年を迎えるにあたり、記
念誌の発行を予定しております。
つきましては、組合員、村民の皆様方から、記念誌に掲
載する写真を募集いたします。特に、ＪＡ大潟村の50年間
を振り返る以下のような写真をご提供くださいますよう、
ご協力をよろしくお願いいたします。
【このような写真をお借りできませんでしょうか？】
例えば…
・入植者訓練の写真
・各農産部会等の圃場巡回などの写真
・昔がしのばれるＪＡの施設などの写真
・村を襲った災害に関する写真
・ＪＡや婦人部（現女性部）、青年部、若妻部（現フレッ
シュミズ）など設立総会の写真
・婦人部（現女性部）、青年部、若妻部（現フレッシュミ
ズ）などの活動写真など
※撮影年月日（分かる範囲でかまいません）と簡単な説明
文をつけていただけますと幸いです。
※多数の写真提供があった場合は、誌面の都合上掲載でき
ない場合もございます。
予めご了承いただきますようお願いいたします。
＜提供方法＞
写真そのものをお借りできる場合は、審査課（45－2211）
までお持ちいただきますようお願いいたします。
JPEG等の画像データでご提供いただける場合は、メール
アドレス aya.s@ja-ogata.jp（審査課・中川）までお送りい
ただきますようお願いいたします。

理事会報告
12月26日開催

報告事項
・業務報告について
・コンプライアンス委員会報告について
・安全衛生委員会報告について
・金利設定委員会報告について
・貸出金等に伴う担保評価および処分可能見込額の決定について
・内部監査報告について
議案
第82号 令
 和元年度上半期監事監査意見書に対する回答について
第83号 理事と組合との契約について
第84号 貸付金について
１月29日開催

報告事項
・業務報告について
・コンプライアンス委員会報告について
・安全衛生委員会報告について
・ＡＬＭ委員会報告について
・ペイジー口座振替受付サービス利用規定の一部改正について
議案
第85号 臨時従業員就業規則の一部改正について
第86号 賃貸借用地の建物増築依頼について
第87号 令和３年度 職員採用試験について
協議事項
・就業規則、職員給与規程及び職員退職給与規程等の
一部改正に係る骨子（素案）
・たまねぎ事業の今後の対策について

大潟村年金受給者協議会 耕心会
会員募集のお知らせ
年金受給者、経営移譲した方で、生き甲斐を求め充実し
た人生を考えている「あなた」、楽しく勉強しながら、耕心
会で活躍してみませんか!!
耕心会では、皆様に満足いただくため、次の事をします。
①春 は桜並木と菜の花、マリーゴールド、アジサイ、夏は
ヒマワリ、秋はコスモスと、来村する方々の目を楽しま
せます。（景観部を主体として取り組んでいます。）
②会員相互の親睦を深めるため、早苗振り会、グランドゴ
ルフ、収穫感謝祭、忘年会等を行います。
③見 聞を広めるため、先進地視察、会員の研修旅行、女性
部の勉強会、会員の学習会を行います。
皆様の入会をお待ちしています。
連絡先
西住区 冨樫 TEL：080－5564－2198
東住区 芹田 TEL：090－4637－4707

職

退

職

員

人

組合員の皆様、ありがとうございました。

１月31日付 桜庭美香子（生活課・臨時職員）長い間お疲れ様でした。

臨時職員のご紹介

ＪＡ大潟村の概況 2020年１月末現在
貯 金…301億1,356万円
貸出金… 83億9,613万円
出資金… 9億5,000万円
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正組合員数……1,064名
准組合員数…… 45名

事

小玉

隆

（整備課自動車）

菅野

萌衣

（資材課）

これから皆様の
お世話になりま
す。どうぞよろ
しくお願い申し
上げます。

No.244

初めての
石川

No.214

お誕生日おめでとう !!
ね

お

音鳳ちゃん

がく

川原

岳ちゃん

初めての
お誕生日おめでとう
!!
と「まんま〜
（ご飯）
！」
ガクの笑顔がみんなを幸せ
ぼくの得意な言葉は「パパ」

１歳のお誕生日おめでとう！

食欲旺盛、愛嬌たっぷり、
お兄ちゃんにビシバシ可愛い
がられ、たくましく成長中の
唐揚げが大好きな三男坊です。
皆さん、よろしくお願いし
ます♡

な気持ちにさせてくれます。
大好きなご飯をいっぱい食べ
て、元気に成長してね。
暖かくなったら散歩に行こ
うね！

このコーナーに掲載希望の方はご連絡お待ちしております。TEL 45−2211 広報担当

チューリップ即売会のお知らせ
イベント名

産直まつりinおおがた

期

間

２月14日（金）～16日（日）

会

場

産直センター潟の店

午前９時～午後４時

※ただし、16日（日）は午後３時で終了します。

ＪＡ大潟村の花き栽培部会「Ｏ．Ｆ．Ｓ」の皆さんが丹精して育てたチュー
リップの即売会です。一足早い春を満喫できますのでぜひご来場ください！

女性部・ＪＡ役職員との懇談会

貴重なご意見ありがとうございます

貴重なご意見ありがとうございます

J Ａだより
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ＪＡ大潟村と女性部は１月 日に懇談会を開き、女性部
員とＪＡ役職員併せて 人が参加しました。
女性部が普段利用する機会の多いあぐりプラザを中心
に、ＪＡ事業について質疑応答を行いました。
皆様から寄せられた質問、要望等をいくつかご紹介いた
します。

Ｑ・先週、女性部でＡコープマーク
品の料理講習会を開催した。全
国女性協役員が商品開発に携
わった商品があぐりプラザに
売っていないので、もっとＡコー
プマーク品を販売してほしい。
Ａ・現在、入荷しＡコープマーク品
コ ー ナ ー で 販 売 し て お り ま す。
また、その他のＡコープマーク
品でも、ご要望がございました
ら品揃えに加えることも可能で
すので、是非皆様のお声をお聞
かせいただけますと幸いです。

Ｑ・刺身が小ぶりパックになってい
るので、種類の違うものを複数
買いやすい。
昨
 年暮れには、きんきん・はた
はたがいいものがそろっていた。
Ａ・今後も、皆様に喜んでお買いも
のいただけるお店づくりに努め
てまいりますので、お気づきの
点などございましたら、お声掛
けくださいますようお願いいた
します。

Ｑ・以前、夕方に特売品などのアナウンスをしていたが、
最近はやっていないので、もっと宣伝してほしい。
Ａ・今後は実施していきたいと考えております。是非ご利
用くださいますようよろしくお願いいたします。

今後も皆様から意見をいただきながら、満足いただける
ＪＡ事業を目指してまいります。

JAだより おおがた
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