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わが家のトッピーちゃん
JAが地域をつなぐ 人を支える
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組合長の新年あいさつ
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農に生きる
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農政をめぐる情勢
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ふれあい友の会親睦旅行
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トッピーのトピックス
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旬を味わう
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農業と食べもの▪お天気カレンダー

13

健康百科▪四季の花づくり

14

グリーンアドバイス

15

彩色絢美▪食彩村コーナー
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女性部だより

17

助け合いの会だより

18

フォトニュース

19

時の言葉▪自動車課▪豊橋警察署だより

☆ご両親よりメッセージ
人に優しく、だれからも好かれる子に
なって欲しい。

20

スマイル▪みんなの広場

21

虫の音楽よもやま話▪まちがいさがし
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インフォメーション

※姫衣來ちゃんはママが回答

24

トッピー散策▪星座占い

ん
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仁枝 姫愛來ちゃん（2歳）
姫衣來ちゃん（1歳）

保育園では何を習うことが好き？
姫愛來ちゃん：お歌と踊り
姫衣來ちゃん：お歌
保育園ではどんな遊びをするの？
姫愛來ちゃん：お人形遊び
姫衣來ちゃん：ブロック遊び
お家ではどんな遊びをするの？
姫愛來ちゃん：ぬいぐるみ遊び
姫衣來ちゃん：ぬいぐるみ遊び
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C O N T E N T S

豊橋市西七根町
仁枝 靖雅さんのお孫さん
キ

1

ママがつくる料理で何が好き？
姫愛來ちゃん：おうどん
姫衣來ちゃん：マカロニサラダ
大きくなったら何になりたい？
姫愛來ちゃん：アナ雪のエルサ
姫衣來ちゃん：女の子らしい仕事

2

しています︒

ずまずの単価で推移

する事が出来ました︒関係各位の

日の生産者大会をもって無事終了

農業分野をはじめまだ景気の回復

の業種は恩恵を受けていますが︑

いまって︑輸出関連企業など一部

さて︑政局では年末に総選挙が

ではTPPについての重要品目の

す︒日本の国の安全・安心は政治︑

えず悲惨な報道が連日流れていま

世界では多くの地域で紛争が絶

す︒

が感じられないのが現実でありま

感謝と敬意を申し上げます︒

ついては牟呂・神野

実施され自民党が前回同様圧勝と

中期計画の進捗に
新田支店の再編によ

いう結果でありました︒愛知 区

日にオープンいたし

除外︑衆参農林水産委員会の決議

経済の安定の上にあることをつく

り︑西支店が 月
ました︒今後は 支

遵守︑農業各分野での対策では経

厳しい状況下こそ
組織力で難関打破

なければなりません︒

当農協の本年度の仮

決算は大変厳しい結果

でありました︒大型投

資が続く中︑下期も

ケ月あまりとなりまし

り︑全国的に前進出荷となったた

となります︒単一JAでは日本最

月からは新選果場が稼動する運び

どの政策協定を結んだ根本候補が

に踏まえ︑自己改革を尊重するな

てきた役割や組合員の意思を充分

協改革ではJAグループが果たし

ィネットの構築と予算の確保︑農

上げます︒

的なご意見とご指導をお願い申し

輩の皆様には大所高所からの建設

でまいります︒組合員︑役職員先

向け役職員一丸となって取り組ん

たが︑事業計画達成に

め︑年内の野菜をはじめ花きの販

大規模であり︑当農協の重要品目

最後に組合員・利用者の皆様︑

果場が本年 月末には完成し︑

売は厳しい結果でありました︒こ

として生産拡大に応えていきます︒ 当選を果たしました︒国政で我々

ったものの 月・ 月の多雨によ

の新年に期待するところでありま
肉牛では子牛高︑養豚ではPED
の発生と経営を圧迫する状況が続

も努めてまいります︒
柿部会では豊橋産次郎柿生誕
29

経済では株価の上昇︑円安とあ

ご挨拶とさせていただきます︒

様︑心よりご祈念申し上げ新年の

そしてご家族にとりまして︑今年

4

す︒畜産全般では飼料の高止まり︑ また現トマト選果場の有効利用に

3

100周年事業に取り組み 月

11

きたいと思います︒

の意見を大いに発言していただけ

りました︒営農面ではトマトの選

の今後を注視していか

店構想にもとづき杉山支店の大津

お迎えのことと︑心より
お慶び申し上げます︒常
日頃は農協事業に格別な
ご理解とご協力をいただ
き誠にありがとうござい
ます︒心より御礼申し上
げます︒

17

一年が健康で幸多き年であります

昨年は大きな台風の被害はなか

3

しては︑輝かしい新年を

新年あけましておめでとうござ

15

づく考えさせられます︒政権運営

27

営継続と生産基盤維持︑セーフテ

10

支店への業務移管を残すのみとな

白井 良始

います︒組合員の皆様におかれま

代表理事組合長

る様︑今後も十分な支援をして行

12

いていますが︑販売についてはま

3

11

消 費 者 に 喜 ば れる
おいしいイチゴを育て
それを生きがいとする

4

JA愛知中央会

農政をめぐる情勢

豊橋市牟呂公文町

歳︶
さん

日︑

﹁農業大学校を卒業して

歳

で結婚︒農業施設の会社に勤め
年程

ましたが︑直接農業に携わりた
い気持ちもあったので︑

苗方式に変更︒栽培品種につい

今年は部会長として活躍が期

位を維持すると共に︑プラスα

待され︑昨年度得た県下品質

おとめ﹂現在は﹁章姫﹂
﹁紅ほっ

として部会全体で収量アップに

ても﹁女峰﹂から始まり﹁とち
ぺ﹂を栽培しています︒

施設の移転を余儀なくされ︑そ

最後に義行さんに農に生きる

取 り 組 み︑ 名 実 と も に 県 下 №

の際には将来的な省力化を考え

とは？とお尋ねすると﹁消費者

年前には土地の収用関係で

高設栽培を取り入れ現在は土耕

に喜ばれるおいしいイチゴを育

勤めたのちに家業を継ぎまし
農業大学校を卒業したが露地

本柱となっている︒

イチゴ栽培の難しさについて

て︑それを生きがいとし︑仕事

は特に丁寧な作業を心がけたい︒

昨年

月

日〜

日︑米国ワ

的に主食用米や非主食用米も生

自ら需要の動向を把握し︑戦略

の進展があったとされている︒

国有企業と環境の両分野で一定

体の会合では︑難航分野のうち︑

たが︑衆議院選挙の中で政治判

断を必要とする大幅な進展はな

な状況である︒

結に向けた見通しは依然不透明

かったとの見方が強く︑交渉妥

れました︒

として続けること﹂と答えてく

割が決まると思う︒その時期

義行さんは﹁やはり苗づくりで

をめざしている︒

野菜を専攻していたので︑イチ

栽培との

た﹂と話す義行さん︒

1

ゴ栽培の知識は皆無に等しく︑
お父様より基礎の基礎から指導
を受けたそうです︒
就農した数年間はお父様の仕
年

そして100％納得できるイチ

事を真似るだけでしたが︑

後にはそれまでの作手地域によ

年産比
︐
360ト ン︵面 積 換 算

︶ で︑

ゴを栽培したい﹂と話す︒

26︐
620
では

値270ha︶の減となった︒

を内容とする﹁米穀の需給及び

産量を考えようとする機運を高

シントンでTPP首席交渉官全

価格の安定に関する基本指針﹂

月には︑農産物関
10

席交渉官会合と並行して行われ

〜

また︑
が今回始めて付記された︒

めるため︑生産数量目標の設定

愛知県の生産数量目標は

得た︒

を﹁食料・農業・農村政策審議

また︑都道府県段階において︑

．ＴＰＰ交渉をめぐる情勢

る高冷地育苗からナイアガラ育

5

8

2

河合 義行 ︵

月

．水田農業をめぐる情勢

農林水産省は昨年の

26

税をめぐる日米実務者協議が首

／ 年の米の需給見通し

12

ha

にあわせて﹁自主的取組参考値﹂

平成
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年産米の生産数量目標等
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2

1
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平成
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会食糧部会﹂に諮問し︑了承を
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134︐
970トン︵面積換算値
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ふれあい友の会 親睦旅行

楽しく愉快な2日間
高師原支部
金色の湯 横谷温泉と信州甲州の旅
平成26年11月10日～11日

牟呂・前芝支部
名庭園巡り
『那谷寺』
『 養浩館』
と山中温泉
平成26年11月26日～27日

高豊支部
絶景鷲羽山と
『日本三大』庭園稲荷巡り
平成26年11月27日～28日

6

中央支部
便利になった伊豆縦貫道と熱川温泉
平成26年12月1日～2日

大津支部
金色の湯 横谷温泉と信州甲州の旅
平成26年12月2日～3日

福岡支部
絶景鷲羽山と
『日本三大』庭園稲荷巡り
平成26年12月2日～3日

二川・いなみ支部
世界遺産登録『富岡製糸場』
と舌切り雀
のお宿磯部温泉
平成26年12月4日～5日

7

ト ッ ピ ー の ト ピ ッ ク ス

,
14 JA豊橋ふれあいフェスタ

T OPPY'S T OPICS

感謝の気持ち届けます

トッピーちゃんかわいいね!!

新鮮野菜がいっぱい

12月6日・7日の両日豊橋市西幸町のJAあいち経済連東
三河センターにて「ふれあいフェスタ」を開催した。

青年部

百菜鍋

産物の販売などを行い好評であった。また、6日㈯にはＪ
Ａ愛知厚生連による骨密度・体組成などを測るミニ健康診

本年も多くの組合員を始め地域住民の方々が来場した。

断。それぞれ参加者の肌色にあわせたパーソナルカラー診

白井良始組合長は「日頃の感謝を伝えるいい機会です。来

断講座を行った。7日㈰にはふれあい友の会によるチャリ

場者が満足して頂けるよう喜ばれる対応をお願いします」

ティーバザーも実施した。

とあいさつ。
両日とも農機・自動車の展示、花壇苗、畜産品、産直農

2日間で来場者は1万人近くとなり一部の催し物は長蛇
の列となった。

8

ナイスコントロール

これは特賞かな

パーソナルカラー診断講座

新車がいっぱい

ニューモデルの農機がいっぱい

ミカンの詰め放題

9

チャリティーバザーのもよう

T OPPY'S T OPICS
ハウスエンドウ目揃会

品質の高さアピール
JA豊橋ハウスエンドウ部会は12月8日、豊橋野依町の集
出荷場にて部会員ら約120名の出席を得て目揃会を開いた。
JA豊橋のハウスエンドウ部会はキヌサヤエンドウ・スナ
ップエンドウ（JA豊橋はスティックサラダとして出荷）な
ど4品目を出荷している。
目揃会では、サンプルを使い品目ごとに出荷基準を説明
した。

イチゴ目揃会のもよう

彦坂正志部会長は「実が大きくなりやすく、出荷の回転
がいいので、出荷量は前年並みか、それ以上が期待できる。
品質は問題ないので、出荷基準さえ厳守すれば結果は出る
と思います」と話した。

イチゴ目揃会

県下№1の品質維持
JA豊橋いちご部会は12月2日、豊橋市新栄町の高千穂
会館にて部会員ら約80名を集めて統一目揃会を開いた。
同部会は、3地域を部会統一して今年で2年目。品種構
成は章姫を中心に、紅ほっぺ、ゆめのかを栽培している。
目揃会では用意したイチゴを使い、出荷規格、選別基準
を品種ごとにそれぞれ確認した。
河合義行部会長は「最近の天候により、果実はやや小ぶ
り傾向ではあるが食味は良好。今年はイチゴ部会2年目を

ブルームレススナップエンドウの目揃会

迎え、勝負の年。本年も品質県下№1が維持できるよう部
会員全員で努力していきたい」と話した。

豊橋産学校給食の日

お米づくりを勉強
豊橋市学校給食協会は12月5日に、豊橋市牟呂町の豊橋
市立汐田小学校5年生59名に対して「とよはし産学校給食
の日」の実施に伴う講話会を開いた。
今回のテーマ食材は『お米』
。JA豊橋受託協議会の西土昌
孝会長が講師となり、お米づくりの歴史から現代における
栽培方法、お米を食することの大切さを説明した。
西土氏は「子供たちに対してお話できたのは有意義だった。

練習の成果を発表

こういう機会をきっかけにお米をたくさん食べてくれるよ
うになると嬉しい」と感想を語った。

窓口ロープレ研修会

情報収集力のアップを
JA豊橋金融部は11月29日、豊橋市野依町のJA豊橋本店
にて各支店窓口担当者ら約60名が出席し、窓口セールスロ
ールプレイング全体研修会を開いた。
本年は「情報を発信し、情報を収集する」カウンターセ
ールスをテーマに７組が発表。業務終了後に積み重ねた練
習の成果を、基準時間8分間で窓口対応とセールス技術を競
講師の西土昌孝氏

った。
結果、東田・岩田グループがトップとなった。
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芽キャベツ

サラダやあえ物にする際は︑

切り込みを入れましょう︒

包丁の刃元で切り口に十文字の

までしっかり火や味が入るよう︑

除きます︒巻きが固いので︑中

落とし︑傷みや汚れのある葉を

にならないよう葉元を薄く切り

調理する際は︑葉がバラバラ

冷凍もできます︒

て野菜室へ︒硬めにゆでてから︑

見た目もかわいい小さなキャベツ

小さくてコロコロとした形が
かわいらしい芽キャベツ︒見た
目はキャベツに似ていますが︑
キャベツの若芽を収穫した物で
〜 ㎝ くらいに伸びた

はなく︑キャベツとは違う品種
です︒
長く太い茎に︑たくさん実が付
き︑ 株から何十個も収穫でき
ます︒晩秋から春先に旬を迎え︑
特に今の季節は柔らかく︑えぐ
味が減って甘味のある物が出回
ります︒

栄養はビタミンC︑カロテン︑
倍も

食物繊維が多く含まれています︒
ビタミンCはキャベツの

えぐ味があるので沸騰したお湯

の含有量があり︑野菜の中でも
トップクラスに多い食材です︒

分︑中までしっかりゆ

で

鉄の吸収を促進する作用︑活性

場合はそのまま煮てもよいので

でます︒スープや煮物に入れる

〜

ビタミンCには美肌効果の他に︑
酸素の働きを抑えて生活習慣病

すが︑

分ほど下ゆでしてえぐ

を予防する働きなどがあります︒

4

また︑緑色が濃い物がより新鮮

よく締まった物を選びましょう︒

選ぶ際は︑葉が固く巻かれ︑

やかに︒

芽キャベツで︑料理もグッと華

ロコロと見た目がかわいらしい

味を抜いてもよいでしょう︒コ

11

80

です︒保存はポリ袋などに入れ

20分

4

芽キャベツ …………………………………… 150g
水 ……………………………………… 400ml
A
塩 …………………………………… 小さじ1/2
レンコン ……………………………………… 60g
砂糖 ………………………………… 大さじ1/2
B 酢 ……………………………………… 大さじ1
水 ……………………………………… 大さじ1
マヨネーズ ………………………… 大さじ1/2
練りごま ……………………………… 小さじ1
C
酢 ……………………………………… 小さじ1
砂糖 ……………………………………… 少々
調理時間

5

2

芽キャベツとレンコンのサラダ

材料
（2人分）

e
Recip

70

1

作り方
（1人分105kcal）

だ葉は取り除きます。切り口に十字の切り

芽キャベツは葉元を薄く切り落とし、傷ん

込みを入れます。

鍋にAを沸騰させ、芽キャベツを4〜5分ゆ

でます。

レンコンは2〜3㎜厚さの輪切りにして水に

さらします。Bでさっと煮て取り出します。

Cを合わせ、
芽キャベツとレンコンをあえます。

●

み ん な で 学 ぼ う

農業と食べもの

蒔田と摘田
国士舘大学

世紀アジア学部教授●原田信男

うところから︑摘田が低湿地な

は︑ぼた餅を作って食べたり﹁サ

摘 田 は︑ 逆 に 低 湿 地 で 行 わ

どの稲作に重要な役割を果たし

りは︑蒔田として認識されたも

をしましたが︑今回は蒔田︵ま
れるじかまきによる稲作法で

ナブリ﹂と称する耕作儀礼を行

きた︶と摘田︵つみた︶という

ていたことがうかがわれます︒

お天気カレンダー

凧を揚げよう

一般財団法人日本気象協会●檜山靖洋

﹁お正月には凧︵たこ︶揚げて︑こまを

回して遊びましょう﹂

お正月の遊びといえば︑凧揚げにこま

回し︑羽根突きなどがあります︒昔なが

らの遊びも子どもたちにしっかり伝えて

いきたいですね︒さて︑凧揚げを上手に

植田といいます︒これに対して

た苗を田植えして育て︑これを

形も地形に応じて丸や三角など

水の確保が目的ではありません︒

を示す程度のあぜは作りますが︑

たことを忘れてはなりません︒

は︑かなりのじかまき田があっ

植田が一般的になる近代以前に

もありますが︑いずれにしても

凧を空高く揚げて楽しみましょう︒

上がります︒程よく風が吹く日を選んで︑

するためには︑風に向かって凧が斜めに

田植えをせずに︑田んぼにじか

不整形です︒これも堀上田と同

摘田のことも蒔田と呼ぶ場合

に種もみをまいてしまうのが蒔

じく川べり・沼べりなどに直接

田とするもので︑これには境界

田です︒植田や蒔田という名字

に種もみをまくのですが︑

コを揚げておいしくいただきましょう︒

しそうです︒凧を揚げて遊んだ後は︑タ

ですね︒そしてイイダコの天ぷらもおい

いならイイダコのトマトソース煮もいい

イモとイイダコの煮物︑洋食風に食べた

を使った料理はいかがでしょうか︒サト

す︒そんな中︑この時期の旬のイイダコ

餅など︑おいしい料理もたくさんありま

ところで︑お正月にはおせち料理やお

凧を浮かす力がうまく働き︑大空へ舞い

なるように糸を調節します︒そうすれば

や地名として現代に残っていま

このときに種もみに堆

それを適当な間隔で摘み

すが︑それはかつて蒔田が少な

特に蒔田は︑苗代や田植えの

取って苗株の平均化を図

肥や灰などの肥料を混ぜ

水を十分に確保できない水不足

り︑残りを育てるのです︒

くなかったためで︑二つの田ん

の地で行われ︑
﹁マキタテ﹂とも

従って大雨が降って増水

て点播︵ぱ︶します︒そ

呼ばれてきました︒この場合には︑

すれば収穫も期待できず︑

ぼが併存していた証拠ともいえ

同じ水田で裏作に麦やレンゲを

雑草取りなどの重労働を

して苗が密集し過ぎると︑

作りながら︑一年置きに田植え

田に種もみをまいた後に

土地によってはこの摘

伴うことになります︒

そうした田んぼは植田というよ

キタテ﹂を交互に繰り返すのです︒

方式の
﹁ウエタ﹂
とじかまきの
﹁マ

ます︒

普通︑田んぼでは苗代で作っ

す︒かんがい条件の悪い所を水

のと思われます︒
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田んぼの話です︒

と堀上田︵ほりあげでん︶の話

前回︑
天水田︵てんすいでん︶

お米の
歴史学

12

四季の花づくり

B型肝炎の主な

います︒

状がなくウイル

性キャリア︵症

どです︒無症候

渉や母子感染な

は︑低い温度や湿度を好

特徴です︒ロタウイルス

白色の下痢便が続くのが

吐を起こす病気で︑特に

乳幼児に激しい下痢や嘔

ロタウイルス胃腸炎は︑

い込まないように﹁マスクの着用﹂

スを持っている

むため︑日本では毎年冬

感染経路は性交

ウイルスより起こる感染症は︑イ
﹁うがい﹂﹁手洗い﹂が有効です︒

人︶の場合︑将

ウイルス
︵感染症︶から身を守るには

ンフルエンザやノロウイルスによる
ノロウイルスは冬に多く︑強い吐

季に発症し︑特に

まずインフルエンザですが︑特に

ので︑冬の食事は必ず加熱をするこ

をやっつけるには加熱が最も有効な

などを起こす感染症です︒ウイルス

な検査が必要で早期診断が大切です︒

があり︑定期的

が起こる可能性

肝硬変︑肝がん

母乳やミルクはそのまま与え︑また

水分は小まめに少しずつ︑

脱水を予防するために︑

月に流行が見られます︒

佐久総合病院名誉院長●松島松翠

食中毒︑ウイルス性肝炎︑ロタウイ

来︑慢性肝炎や

︑

き 気︑ 嘔 吐︵お う と︶︑ 下 痢︑ 腹 痛

お年寄りは肺炎などを合併して重症

とです︒カキの生食は避けた方が無

ルス胃腸炎などがあります︒

化する危険が多いので︑流行が始ま

病気の予防には︑経口型のワクチン

る前に︑ワクチン接種を受けること

が多かったのですが︑現在は検査体

電解質を補うことも必要です︒この

ウイルス性肝炎で特に注意が必要

C型肝炎は︑以前は輸血による感染

予防のためには︑感染者のせきやく

が用意されています︒

ていますので︑土の表面が乾いたら

制が整備され︑新たな感染は減って

活発に動きだすとともに芽も動きだ

十分に水やりをします︒

なのは︑B型肝炎とC型肝炎です︒

します︒このころ︑元肥を施してや

月から寒い場所に置いて管理し

るのと同時に︑来年の開花のための

移しましょう︒

過ぎたら室内の暖かい所での管理に

ていた水栽培の球根草花は︑立春を

ります︒今年の活動の力を与えてや

良い芽を作る体力養成のためでもあ
花がなじみやすいものになっていま

緩効性肥料を施します︒施す場所は︑

ります︒野菜くずや果物の皮などや

●早川京子

しゃみによって飛沫︵ひまつ︶を吸

難です︒

3

が重要です︒インフルエンザ感染の

2

月の種まき︑植え付け時には︑草

12
もよいでしょう︒こうしておけば︑

本格作業期目前︑土づくりを
月には︑夏〜秋の花壇を飾って
カ月前くら

くれる草花の種まき︑球根の植え付
けが始まります︒その

〜 ㎝ 離れた
寒中に荒起こし︑天地返しをして

や水は新しい根から吸収されるから

所に浅い溝を掘って作ります︒肥料

株際よりも株元から
いない場所は︑スコップなどで深さ

です︒施した後は土で覆っておきま

㎝ ほど掘り返して︑消石灰を

月

球根や養成中の草花は根の活動をし

上旬にやりましょう︒寒中とはいえ︑

早いので植え付け︑植え替えは

宿根草でもサクラソウは︑発根が

しょう︒

平

いから︑花壇の地ごしらえをします︒ す︒
寒中に天地返し︑荒起こしをし︑
消石灰をまいて土の酸性を矯正して
ある場所は︑大きな土の塊を細かく

ょう︒
月初めには地温

と肥料を入れ︑土と混ぜておきまし

砕き︑石や雑草の根を取り除きます︒ 方mに100gまいておき︑有機物
平

杯程度︑油かす

月終わりから

も高まって︑宿根草の根はいっそう

2

この後︑腐葉土など有機物を︑
方m当たりバケツ

と骨粉も入れておきます︒油かす︑
骨粉の代わりに緩効性の化成肥料で
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グリーンアドバイス
家庭菜園に挑戦

畑の準備は︑種まきの半月以上

トモスを薄く

月
前に図のように120㎝ 幅のベッ

掛けます︒

月初旬は平年なら

下旬からの一番寒さの厳しい季節です︒

ドを作り︑全面に完熟堆肥と油か

立春とはいえ
そのため畑の地温は低く︑霜も厳しいの

状に覆い︑上手に管理すれば︑多くの地

ではありませんが︑フィルムをトンネル

列︑溝底が平らになるようくわを

す︒そして︑くわ幅のまき溝を

どの深さによく耕し込んでおきま

を覆い︑裾に

レンフィルム

月下旬から

月

たはポリエチ

留意して灌水︵かんすい︶します︒ けて密閉し︑地温の上昇を図ります︒日が当た

っても発芽するまでは換気する必要はありませ

除いて灌水してください︒

枚になったら︑

発芽して本葉が

1

枚合わせにし

板木技術士事務所●板木利隆

になったら逐次収穫しましょう︒

根の肥大状況を常に観察し︑食べられるよう

なれば昼夜も全開にします︒

を見ながらフィルムを次第に開け︑十分暖かく

暖かくなるにつれて裾開け換気し︑生育の様子

育つにつれて適宜間引き︑灌水︑追肥を行い︑

れてしまうので失敗します︒

を開けると両裾に寒風が入り︑また風で飛ばさ

ておき︑頂部を開いて換気してもよいです︒裾

たくないなら︑狭幅フィルムを

温度の過上昇を防ぎます︒フィルムに穴を開け

穴を開けて換気し︑

図のように頂部に小

〜

1

回ぐらいフィルムを

種まき後すぐにフィルムを密閉し

〜 ㎝ ぐらいの薄ま

上手なトンネル保温で春取りニンジンを

えておくことが肝要です︒

にかけて︑色鮮やかで甘くておいしいニ

質 の 良 い﹁ ベーター
312﹂﹁ベビーキャ
ロット﹂
︵サ カ タ の タ
ネ︶
︑﹁いなり五寸﹂﹁平
種まきは

〜 ㎜ ぐらい薄く覆土
し︑その上にもみ殻薫炭か︑ピー

きとし︑

1.5

5

安 三 寸﹂
︵タ キ イ 種 苗︶︑﹁ス イート キャ
ロット﹂
︵ト キ タ 種 苗︶ や︑JAの お 薦
め品種から選びましょう︒

1

3

2

2

品 種 は 低 温 下 で 根 の 太 り が 良 く︑ 品

ん︒土が乾き過ぎたら週

す︒取り組めば陽春の

3

てしまうので︑ここで十分水を与

5

ンジンを食卓に載せることができます︒

4

はビニールま

域︵関東南部以西の平たん地︑北関東以

前後に動かして丁寧に作り︑ジョ

北では

〜 旬遅れ︶では一足早い春の

20

は十分土を掛

トンネルに

す︑化成肥料をばらまき︑ ㎝ ほ

1

で露地裏畑ではとても種まきできる時期

2

ウロで溝の外にはみ出さないよう

3

訪れ︑春取りニンジンの種のまきどきで

2
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プリムラ ジュリアン
今月の彩色絢美は
「プリムラ ジュリアン」冬から春の花が少ない時期に、
赤、ピンク、紫、黄色などの色とりどりの花を咲かせます。浅く切れ込み
の入った花びらは
「さくら」
のように可愛らしいです。

置き場所

水やり

花言葉
運命をひらく︑可憐︑美の秘密︑
永続する愛情

花 が ら や 枯 れ た 葉 は 付 け た ま ま に せ ず︑ こ ま

めに取り除きましょう︒

日当たりを好みます︒特に開花期間中は充分

土の表面が乾いたらたっぷり与えましょう︒

に日光に当たる場所に置きましょう︒

日頃の
手入れ

彩
色
絢
美

撮影協力 グリーンセンター磯辺

食彩村コーナー
毎週月曜日

は

8日㈬
2倍 2月17日㈫1た
め連休

ポイント

2月の定休日
4日・11日・17日・18日・25日

社員研修の
です。

みんなのみなみの日
開催日
㈰
2月1日㈰

「JA愛知みなみ」の活気のある出荷者の方によるふれあい販売実施
●「芋煮会」開催（先着200名様）
●ヤーコン茶の試飲販売 ●「磯田園」お茶つめ放題

とことん豊橋の日
開催日
2月15日㈰

福をつかもう

《節分の日》イベント
イベント
ベント
開催日

2月3日㈫

《幸せを呼ぶ福豆》のすくいどり♪

1,500円以上お買上げのお客様に1回チャレンジ!!

ハッピーバレンタイン
開催日

㈯
2月14日㈯

「おたま」を使って「チョコ」をGETしよう♪
1,500円以上お買上げのお客様に1回チャレンジ!!

さいころチャンス
開催日

2月22日㈰

サイコロを振ってお楽しみプレゼントもらっちゃおう
食彩村にて1,500円以上お買上げのお客様に1回チャンス!!
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「JA豊橋」の元気印の出荷者の方によるふれあい販売実施
●「味噌煮込みうどん」の振舞い（先着200名様）
●産直卵計り売り

ᅶầỼἋἋἳẴỦʻஉỉՠԼᴿᴿ

᩷ௐਃ࢘

イチゴには血を作るビタミンといわれる「葉
酸」も豊富に含まれているので貧血予防にも
効果的です。また、血糖値の上昇やコレステ
ロールの吸収を抑制する食物繊維のペクチ
ンも含まれているので、是非ご賞味下さい!

●毎月29日は「にくの日」お肉大奉仕価格にて販売
●毎週日曜日「コメ米コーナー」全品10%OFF

JAあぐりパーク食彩村
営業時間／9：30〜18：00

http://www.syokusaimura.com

☎0532-21-3901
定休日／毎週水曜日

e-mail info@syokusaimura.com

女性部だより

212号
27年1月

JA豊橋女性部
問合せ・お申込み

☎25-9225

あけましておめでとうございます
謹んで新春のお喜びを申し上げます。
皆様には健やかに新しい年をお迎えのことと存じます。
ＪＡ豊橋女性部会は、会員の皆様のご理解、ご協力により、多くの行事が
楽しく開催できましたことを心より感謝申し上げます。
本年度も昨年以上に、楽しく多くの会員の皆様が参加していただけるよう、
女性部活動の輪を広げてまいりたいと思っています。
会員の皆様にとって幸多い年になりますこと心よりお祈りし、年頭の挨拶とさせて
いただきます。
ＪＡ豊橋女性部会
会長 木田 きよゑ
ＪＡ豊橋総務部 組合員課（生活指導）職員一同

食農教育（料理教室）報告

沢山食べてくれました。お米作
りからお世話になった方たちを

大清水小学校の５年生の子供達が、田植え〜収

招待して、自分たちが作った料

穫を経験したお米を使って料理をしました。
五平餅・

理でおもてなしをしました。食

きなこのおはぎ・焼きおにぎりを作りました。そし

農教育のお米作りは大清水小学

て私たち（木田会長・生活指導）と一緒にとよはし

校は初めてです。
来年も楽しみにしています、と笑顔で話していました。

百菜鍋も作りました。美味しいとおかわりもして、

しめ縄教室報告

健康料理教室報告

11月25日 構 造 改 善 セ

12月4日〜12日本店料理教室、福

ンタ−と本店料理教室に

岡支店、構造改善センタ−において

てしめ縄教室を開催いた

健康料理教室を開催いたしました。

しました。講師を植田支部の女性部員の方たちが行

テ−マは「減塩多彩の食事作り」で、☆さけとブロッコ

い、参加者は慣れない手つきで悪戦苦闘しながらも

リ−のシチュ−☆長ネギとエリンギの七味炒め☆にんじんと

自分のしめ縄とリ−スを完成させ、新年の準備をす

ツナのサラダ☆ビスケットのりんごとさつま芋のせ☆ご飯を

る事ができました。

作りました。

参加者募集
豊橋男女共生フェスティバル

あります。
☆女性部は 「ふれあい食堂」 で参加いたします。多くの
方のご来店をお待ちしております。
開催日：平成２７年１月２５日㈰

☆今回の講演会は映画字幕翻訳者の戸田奈津子さんです。 場
（講演会終了後、花の苗を配布します。）

時

所：ライフポ−トとよはし（豊橋市神野ふ頭町）
間：ふれあい食堂 １１時〜１３時３０分

他には、落語家の微笑亭さん太さんの＜落語でわかる！

講演会 １３時４５分〜１５時３０分

男女共同参画＞、尾崎公枝さんによる＜災害時の炊き

「字幕の中に人生 〜女 （ひと） と男 （ひと）、
ともに豊かに生きる〜」

出しと応急救護、河合妙子さんによる＜いいことがい
っぱい！家族みんなのハッピ−家事講座＞で河合妙子さ
ん手作りバザ−、キッズ＆クラフトとフリーマーケットも

※出欠席はとっておりませんので、そのまま会場にお越
し下さい。

３月にきもの友の会「東京（銀座）歌舞伎座にて歌舞伎鑑賞」を予定しています
☆内容がまだ決定されていないので、内容、開催日、コ−ス、金額等決まりましたら、「活動のお知らせ」 等でお知ら
せしていきたいと思います。皆様の参加をお待ちしています。
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女性部だより

JA豊橋女性部会

私たちJA豊橋助け合いの会は、津田、大清水、
天伯原、植田支部で年間4回高齢者の方を対象
とした地域交流会を開催しています。
地域交流会では健康に関する講話、簡単な手
芸、ゲームなどをしながら楽しく活動をしていま
す。ここでは、これまでの活動を報告致します。

津田
交流会
津田の交流会では、厚生連から講師
をお招きし、
「ボケないための話」
をし
て頂きました。他にもゲームやリース
作り、体操などを行い楽しく交流を深
めました。

大清水
交流会

大清水の交流会では、女性部の方が
愛情こめて作ったお弁当を振舞いま
す。体操やリース作り、ゲームも行い
参加された方にも喜んで頂く事がで
きました。

天伯原
交流会

天伯原の交流会でも、女性部の方が
愛情をこめて作ったお弁当を振舞い
ます。リース作りやゲーム、
「山田の案
山子♪」
のリズムに合わせて簡単な体
操も行いました。

植田
交流会

植田の交流会では、厚生連から講
師をお招きし、
「これから介護する
ための心がまえ」
をテーマに講話や
車椅子、シーツ交換の体験を行い
ました。

協力会員
募集中
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私たちと一緒にあなたもＪＡ豊橋女性部会助け合いの会に参加してみませんか？
女性部員の方ならどなたでも協力会員になることができます。
お問合せ◎JA豊橋女性部会事務局

JA豊橋 組合員課
（生活指導）TEL：0532‑25-9225

έΠ

ΣνȜΑ
お絵柿プロジェクト

12月1日

東日本大震災被災地宮城県石巻市の復興次郎柿を届けました。

ふれあいフェスタ百菜鍋・女性部バザーの売上金等を善意銀行に寄付しました。

青年部・女性部

12月19日

ふれあいフェスタチャリティバザー売上金を善意銀行に寄付しました。

ふれあい友の会

12月19日

食彩村 冬祭り

12月20日・21日

東果大阪
（青果市場）
より感謝状

12月12日

大清水小 米コメの会

12月15日

食彩村にて冬祭りを行い、
よさこい踊りなどが行われた。

学校給食コンテスト

12月13日

学校給食アイデア料理コンテストにて東陽中2年の水口航君が
JA豊橋組合長賞を受賞した。

東果大阪より安全・安心・新鮮な農産物を安定供給したことにより感謝状の贈呈があった。

米の収穫体験にご協力した地域の方やJA職員を招いて収穫イベ
ント
「米こめの会」
を行いました。
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エンジョイ

カーライフ

1月の

JA豊橋 自動車課

知っ●
得 情報

天下の奇祭

「豊橋鬼祭」

みなさん、明けましておめでとうございます！ お車の調子はいか
がですか？本年も皆様のカーライフのお役に立つような情報を発信
していきますのでよろしくお願いします。

この豊橋に春を告げる

ハイブリッドカーのオイル交換サイクルは・
・
・

お祭りといえば〜天下の奇

トヨタのプリウスが登場したのは約２０年前。あの頃を思い出して
みると、ガソリン車が当たり前で、ディーゼル車も真っ黒い煙を出し
て走っていましたよね。しかし今は、環境に優しいハイブリッドカーや
エコカーと呼ばれる車が主流になってきています。
トヨタのプリウスやアクアなどは、走行状況に応じてエンジンを停
止し、モーターの力だけで走行している時間があります。そのため
お客様から
『エンジンが止まっている時間があるなら、今まで３０００
㌔毎に交換していたエンジンオイルを５０００㌔毎の交換にしても大
丈夫だよね？』
といった相談を受けることがあります。確かに間違いで
はありませんが、短時間のうちにエンジンの始動・停止を繰り返すの
で、必要以上にエンジン本体とエンジンオイルに負担をかけている
のです。そのため自動車課では、今までどおり３０００㌔毎の交換を
おすすめしています。

えられ、祭りは神領地の農民により、その年の五穀

ハイブリッドカーやエコカーに最適なエンジンオイル！

のからかい」。暴れる赤鬼を天狗が退治する無言劇

◆低粘度エンジンオイル
（税込）
（０Ｗ‑２０）⇒￥１，
０８０/１ℓ

※車種によって推奨オイルが異なる場合がありますので、下記まで
お気軽にお問い合わせください。

ＪＡ豊橋 自動車課 自動車整備工場(本店敷地内)
TEL(0532）25‑3557 担当：安藤

祭「豊橋鬼祭」。豊橋市役所より徒歩１０分、安久美
神戸神明社の例祭としてとり行われます。
安久美神戸神明社は平安末期に創建されたと伝
豊穣と神領の繁栄を祈ることを目的に行われるように
なった。
見どころとしては、神楽・田楽・歩射等、多くの神事
が行われるが、祭りのクライマックスは
「赤鬼と天狗
は天狗の勝利となる。負けた赤鬼は若衆らと共に、白
い粉とタンキリ飴をまき散らし境内の外に逃げていく。
この粉をあび、飴を食べると厄除けとなり夏病みしな
いと言われ、名物となっている。
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★１１０番は緊急通報のための専用電話です。

〜警察の相談ダイヤル＃９１１０〜

事件・事故 緊急事案は１１０番

豊橋警察署だより
事件解決のキーワードは、
「素早い通報」にあります。次のような
ときは、迷わず、落ち着いて、すぐに１１０番して下さい。
○強盗やひったくりなどの被害にあった！または目撃した！
○ドロボウに入られた！
ドロボウが逃げるのを目撃した！
○指名手配犯人によく似た人を見かけた！
○ひき逃げ事故に遭った！または目撃した！ など

★１１０番通報のポイント

１１０番にかけると、警察本部の通信指令室につ
ながります。係員が、次の事項をお聞きしますの
で、慌てず、焦らず、簡潔明瞭にお話下さい。

携帯電話で
通報する際のお願い

①何があったのか ②いつあったのか
③場所はどこか ④犯人はどうしたか
⑤被害状況 ⑥あなたの住所、氏名 など

通報中、通報後は移動せず、その場で警察官の到着を待って下さい。
市町村名や目標物を確認して下さい。
車で走行中は、安全な場所に停車してから通報して下さい。

★緊急性のない相談・問い合わせなどは、
「♯９１１０」へ

現在愛知県下では、
１日に平均で約１８５０件、およそ４７秒に１件の割合で１１０番通報されています。しかし、
そのうちの約３割が相談や問合せなどの緊急性のない通報であり、警察官が一刻も早く駆けつけなければな
らない事件や事故への対応の遅れなど、大きな影響を及ぼす状況となっています。
●警察署や他官庁、店舗の電話番号が知りたかった…
●落し物の問い合わせ、遺失届けを受けてほしい…
●運転免許の試験や更新について教えてほしい…
●地理案内してほしい…

最寄りの警察署
または ＃９１１０へ

すみ

田中 加純（22歳）さん

か
なか
た

ではないですが﹃シルク ドゥ
ソレイユ﹄のオーヴォを楽しん

言や自分の性格とを照らし合わ

わる仕事がしたくて︑周りの助

﹁大学進学の際︑子供にかか

なアドバイスにより頑張ること

あるそうですが︑諸先輩の適切

も多く︑時には落ち込むことも

職場ではまだまだ未熟な部分

ードしてくれる人﹂と答えてく

すると﹁誠実で優しくて私をリ

最後に理想の男性像をお尋ね

できたそうです︒

せて保育士になることを決めま

れました︒

◉飯村南⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝女性

ＫＳ

生柿は次郎柿しか食べたことがあ

ＮＴ

りません︒他にはどんな種類がある

のか知りたいです︒

◉石巻町⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝女性

その時期に合った野菜の栽培方法

ＹＨ

などを載せてもらえると良いです︒

◉多米西町⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 男性

ＫＫ

旬の味︑ユリ根の食べ方がいつも同じなので︑と

ても勉強になりました︒

◉大岩町⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 女性

いつも︑ものすごく楽しみにしています︒今回の

ＯＴ

和食は世界一おいしい長寿食︑私も実感です︒

◉嵩山町⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 女性

初めて投稿します︒毎回孫と知恵比べをしますが︑

今回も③の目が分からなくて負けました︒ためにな

る情報や頑張っている人を見ると元気が出ます︒

をお聞きすると﹁子供たちと笑

が出来るそうです︒今後の目標
年目︒

顔で楽しく過ごし︑園児の成長

◉東田中郷町⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 男性

昨年度は年中さん︑今年度は

を支えられる先生になりたい﹂

て楽しいです︒

﹁みのり﹂を見て︒いつもいつも笑顔︑読んでい

ＨＳ

歳児を受け持っています︒乳児

と話してくれました︒
そんな加純さんのプライベー
劇団四季や先日はミュージカル

すが︑ハイハイや立ったりお話
疲れも吹き飛ぶそうです︒

トの楽しみはミュージカル鑑賞︒

の対応は気を使うことが多いで

2

ができるようになると︑日頃の

0

保育士として勤めて

した﹂と話す加純さん︒

﹁園児の成長を支える保育士に﹂

豊橋市忠興
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オリジナルの

ス﹄の物語は︑

リとキリギリ

ろ読んだ﹃ア

子どものこ

混乱が生じているようです︒

あります︒このように翻訳の段階でも

リギリスがセミと訳されていることも

れるまでを上手に描写した曲です︒キ

たりした後︑キリギリスがバタッと倒

ロシア︵旧ソ連︶のショスタコーヴィ

イロフの寓話集を基にした声楽曲です︒

イソップ寓話

や﹃アリとセンチコガネ﹄なのだそう
でも鳴くはずのないトンボが歌って夏

チの
﹃トンボとアリ﹄はラ・フォンテー

です︒イソップ寓話を底本にしたフラ
を過ごしたという物語は変ですよね︒

︵ぐうわ︶
では

ンスの詩人ラ・フォンテーヌの寓話は

木村崇氏の﹁ロシア語のトンボと言

ヌの寓話に題材を借りたロシアのクル

オリジナル通りの﹃アリとセミ﹄です

う単語はキリギリスやコオロギも表し

﹃アリとセミ﹄

が︑国によっては﹃アリとキリギリス

が題材でもアリの相手の昆虫がセミ︑

に同じ寓話

このよう

文を読んで納得がいきました︒

︵コ オ ロ ギ︶
﹄ に 作 り 替 え ら れ ま し た︒ ていた可能性が高い﹂という内容の論
セミがヨーロッパでは地中海沿岸の暖

かい地方に
セミとキリギリスとトンボと
昆虫のためだといわれます︒日本には

キリギリス︑トンボとなる物語と音楽

しかいない
セ ミ も キ リ ギ リ ス も い ま す が︑
﹃ア リ

ができてしまったのです︒

昆虫芸術研究家●柏田雄三

とキリギリス﹄として知られるように
なりました︒
この寓話は音楽にも取り上げられま
分もかか

した︒フランス人マスネのバレエ音楽
﹃セミ﹄は物語に合わせた

る大曲です︒プーランクのバレエ音楽
曲があります︒

﹃典型的動物﹄の全曲版には﹃アリと
キリギリス︵セミ︶
﹄の

指揮者として1980年代まで活躍
したハンガリーのドラティは作曲家で
もありました︒彼のオーボエとピアノ
のための﹃アリとキリギリス﹄はアリ

ちちちちが
がががががい
いいいいいいさ
ささが
ががががし
ししし
まち

●右のイラストには左のイラストと違う
部 分が5か所 あります︒間 違っている
部 分を下の枠内の数 字で探しましょう︒

（違っている部分）

5…サツマイモが減っている

7…親指のやけどがない

豊橋 組合員課広報係 行

豊橋市野依町
字西川5番地

4…絵が違う

❶ こたえ

ご意見・ご要望

❷ ＪＡ・みのりに対する

❸ 住所・氏名・年齢・電話番号

※発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

！
JASMINE-T（パソコン版）からもご応募できます！

9…羽根の向きが変わっている

正解者の中から抽選で
3名の方にプレゼント!!

５２ ４４１８１２４

JA

8…トングの形が違う

※応募ハガキに記入されました住所・氏名などは、賞品の発送以外の目的に使用することは
ありません。また、
ご本人様の承諾なしに第三者へ提供することはありません。

イメージ写真

■官製ハガキに下記の要領で送ってください。
（2月8日必着）

『食彩村 旬の農産物』

40

とキリギリスが歩き回ったりしゃべっ
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1

応募方法

今月の賞品

虫の音楽
よもやま話

イチジク部会からのお知らせ
イチジク栽培に興味のある方、ちょっとのぞいて
みませんか。
（栽培説明会を開催します）
開 催 日

平成27年2月16日㈪

開催時間

午後1時30分より

開催場所

第六事業所 会議室

問 合 先

営農指導課

組合員課より
平成26年度分確定申告受付について(案内）
本年度も組合員対象の確定申告受付を東海税理士会豊
橋支部のご協力により開催致しますが、下記の確認事項
をご理解の上、お間違えのないようご留意下さい。
■確認事項

森田

TEL 25‑3814

①地域別に受付日を設定しました。(下記の表に明記）
②申告会場経費負担金として申告書１件に付き1,000円

豊橋市役所より

当日申告完了時に徴収致します。

２月１日㈰〜２月７日㈯は農地一斉耕起週間です！
豊橋市は増加する耕作放棄地の発生防止及び解消に

③総収入金額−必要経費=（所得金額）が800万超の方
は当会場での受付は出来ません。
④消費税及び地方消費税を申告される方は旧制度
（5％）

向けての取り組みを進めています。

新制度（8％）の収入・経費を必ず区分し集計してき
て下さい。区分集計が出来ていない方は受付出来ま

荒廃農地は病害虫の発生など近隣耕作地へ悪影響

せん。 尚、消費税の簡易制度を選択されている方は、

を及ぼしたり、不法投棄の場となる恐れがありま
す。また、一度放棄された農地は、耕作できる状態
に戻すのに多大な費用と労力を必要とします。そこで、
地域一斉の取り組み期間として2月1日㈰〜2月7日㈯
を農地一斉耕起週間に定めました。

◎農地の草刈・耕起を行いましょう
作付け予定が無い土地でも荒廃化を防ぐために草
刈・耕起作業を行いましょう。

◎耕作放棄地を解消しましょう
荒廃が進めば進むほど、農地への復元には費用と
労力がかかってしまいます。早急な解消に努めまし
ょう。

収入の区分集計だけで構いません。
☆本年度より税理士会の意向により譲渡・株・贈与の申告
受付が当会場では出来なくなりました。
受

付

日

2月27日㈮
3月 2日㈪

3月 6日㈮
3月 9日㈪

耕作放棄地を活用して景観作物の作付けなどを行
い、地域の景観保全に努めましょう。

◎農地銀行に相談しましょう
高齢化等の理由で耕作が難しくなり農地を貸した
い方は、耕作放棄地になる前に農地銀行にご相談下
さい。ご相談は、お近くの農協支店や地元農業委員
までお願いします。

3月11日㈬
3月12日㈭

名

会

場

中央支店2階
(午前8：30開場）

第二・第三
事業所管内

中央支店2階
(午前8：30開場）

3月 4日㈬
3月 5日㈭

域

第一事業所管内

3月 3日㈫

3月10日㈫

◎景観保全に努めましょう

地

第六事業所管内 第六事業所

２階

第五事業所管内

中央支店2階
(午前8：30開場）

第四事業所管内

中央支店2階
(午前8：30開場）

中央支店敷地内の駐車場は支店来客用ですので東側の臨時駐車場をご
利用下さい。
受付時間：全日程共通午前9時から午後4時まで(昼12時〜1時を除く）
※全会場共受付が集中した場合には受付制限させて頂く場合もありま
すので予めご了承下さい。

■その他注意事項
収支内訳書・青色申告決算書は必ずボールペンで記入の

◎ご自分で草刈・耕起できない方へ
地元農業委員または農業支援課までご相談ください。

うえご持参下さい。
（特に減価償却費については受付会
場での計算はしません）
生命・地震保険料等の控除を受ける場合は各払込証明書
が必要ですのでご用意下さい。

問い合わせ先
豊橋市農業委員会

TEL 51‑2950

豊橋市役所農業支援課

生産支援グループ
TEL 51‑2475・2474

国民年金・国民年金基金保険料の控除を受ける場合は、
支払証明書又は領収書を必ずご持参下さい。

問い合わせ先 総務部 組合員課 TEL 25‑7055
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I n f o r m a t i o n
【

お

知

ら

せ

】

理 事会だより
平成26年12月25日㈭午後1時30分より本店3階第
一研修室で開かれた。
議 決 承 認 事 項

JA住宅ローン相談会開催
ローンのことならお気軽にご相談ください
開催日時

2月7日㈯
9：00〜15：00
会
場 西支店
問 合 先 ☎31 9168

詳細については本・支店窓口へ

1 ）信用の供与等の最高限度額の一部改正について
2 ）投資信託受益権振替決済口座管理規程の改正
について

審議について
4 ）理事に対する利益相反取引について
5 ）水稲育苗施設の更新について
■依願退職

年金相談会開催
年金のことならお気軽にご相談ください
開催日時

3 ）大口信用供与先債務引受承認及び借入申込者

退職者

大

岩

正

2月4日㈬
10：00〜16：00
会
場 北支店
問 合 先 ☎８８‑０１０４
開催日時
会
場

キャッシュカード、ローンカード、通帳、証書、
印章を喪失（紛失・盗難）したときは

0120‑089‑286

自動車事故・365日安心サービス
36
65日
日安心
心サービス
平日8：30〜17：30

本店査定課

☎0532‑29‑3881

夜間・土曜日・日曜日・祝祭日
（365日24時間受付）

ＪＡ共済事故受付センター
0120‑258‑931

クミアイプロパン緊急連絡先
クミアイプロパ
パン緊
緊急連絡先
生活燃料課（24時間受付）☎0532‑25‑3556

参加者においしい農産物プレゼント
豊橋は全国屈指の
農業生産を誇り、そ
の多くの農産物はこ
の秋冬期に収穫され
ます。そこで広く市
民の皆様に豊橋産農
産物の魅力について
お話しする食育講座『地産地消を学ぼう』を開催しま
すので、多数のご参加をお待ちしております。
日

時 ２月１３日㈮午前１０時スタート

会

場 ＪＡ豊橋高師原支店〜あぐりパーク食彩村
（農産物品評会々場）

募集人員

0120‑793‑314

25名（参加費 無料・応募多数の場合抽選）

講義内容 ＪＡ豊橋高師原支店２階会議室にて、産直農
産物を指導するＪＡ産直指導係より１時間程
度の講演を開催。その後、参加者各自にてあ
ぐりパーク食彩村へ移動。当日は農産物品評
会の展示が行われ、一同に揃った豊橋産農
産物を見学します。尚、参加者には品評会出
品物（農産物）
をプレゼント。
応募方法

返信先明記の往復ハガキに参加者全員の氏
名・住所・電話番号を記入のうえ応募。
〒４４１‑８１２４ 豊橋市野依町字西川５
ＪＡ豊橋 組合員課 食育講座係

締

切

2月1日㈰消印有効

問合せ先

JA豊橋 組合員課

葬儀施行のお申込み
葬儀施行のお申
申込み
み
JA葬祭（24時間受付）

10：00〜16：00
問 合 先 ☎64‑2131

食育講座「地産地消」を学ぼう

幸（人事課付）

２４時間・３６５日受付
日受
受付

ＪＡ安心コール

2月21日㈯
東田支店

2月14日㈯
10：00〜16：00
石巻支店
☎８８‑１２１１

希望者は、事前に各支店にご連絡ください。

（平成26年12月31日付）
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2月21日㈯
9：00〜15：00
岩田支店
☎61 5178

TEL 25‑7055

2

★

モナ・カサンドラ

牡羊座 3/21〜4/19
【全体運】趣味や習い事を通じて人脈が広がりそう。オ
フ会などの誘いには気軽に応じてみて。メール交
換にも発見あり

牡牛座 4/20〜5/20
【全体運】慎重になり過ぎる傾向がちらり。失敗を恐れ
ず、開き直りの気持ちを大切に。持ち物の整理を
すると開運効果大

トッピー

散歩
歩
あずま
あずま だ
だ

おお
おお ぐ
ぐち
ち

こう
こう

季節を訪ねて

えん
えん

東田 大口公園

双子座 5/21〜6/21
【全体運】自分から積極的に動いた方がチャンスをつ
かめます。やりたいことには思い切って挑戦を。遠
出の旅行もグッド

蟹

座 6/22〜7/22

【全体運】何かとおっくうになり、腰が重くなる暗示。約
束をドタキャンしないように。気力アップには植物
を飾って

獅子座 7/23〜8/22
【全体運】気まぐれになりがち。
「やる！」と決めたら、最
後まで貫く意志の強さに磨きをかけて。苦手克服
に励むのも◎

【全体運】プライベートタイムを充実させる好機。得意
な作業に打ち込めば、手応えを感じられそう。勉強
に励むのも吉

青陵中

水瓶座 1/20〜2/18

大口公園

【全体運】強運に恵まれている期間。自信を持って自己
アピールしましょう。温めていたプランを実行に移
すのもお勧め

座 2/19〜3/20

東田駅
藤ノ花女子高

1

至浜松

【全体運】穏やかな心境で過ごせます。サポート上手に
なり、対人運は上々。近場の温泉で、ほっこりする
のもお勧め

東田球場

東八町駅 前畑駅 東田坂上駅
至豊橋市街

魚

東田小

31

井原駅

運動公園駅

赤岩口駅

運動公園
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日 に﹃大 寒﹄

山羊座 12/22〜1/19

す っ か り 季 節 は 冬︒

を迎え︑これから２月末まで一番寒い

時期となります︒

春を告げる花といえば﹃梅﹄があり

24

ますが︑その前に﹃ロウバイ﹄が咲き

月発行﹄があり︑現在は﹃大口公園﹄

10

ます︒市内でロウバイで有名な場所に

年

【全体運】好奇心旺盛になり、さまざまなことに興味を
感じるはず。体験教室に注目を。ウインドーショッ
ピングも刺激大

として整備されています︒

射手座 11/23〜12/21

例年︑１月中旬より咲き始め２月上

【全体運】おせっかいになりやすい時期。人の行動に口
出しして、
トラブルを招かないように。見守る気持
ちを大切にして

旬には見頃を迎えます︒トッピーちゃ

座 10/24〜11/22

んも大口公園に

出かけて︑独特

蠍

な黄色の花を観

天秤座 9/23〜10/23
【全体運】前向きな気持ちになれる月です。保留になっ
ていた事柄に再トライすれば、スムーズに動き始
める予感

賞しました︒

【 全体運 】周囲の嫌な面ばかりが目に付きやすいか
も。長所を見るように意識すると、運気好転の兆
し。読書も気晴らしに

﹃二 連 木 城 跡＝ト ッ ピ ー 散 歩︵平 成

乙女座 8/23〜9/22

