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新年のご挨拶新年のご挨拶
　２０１６年の新春を迎え組合員の皆様方はもとより地域の皆様方
のご健康とご多幸を心よりお喜び申し上げます。常日頃よりＪＡつ
くば市の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年度を振り返りますと、ＪＡグループに対して、農業の成長産
業化のため、農業所得の増大などに向けた取り組みを強く求めた、
改正農協法が成立（平成２８年４月１日施行）し、それを踏まえ農協改革を基本とした第
２７回ＪＡ全国大会が開催され、ＪＡグループが取組むべき事項として①「農業者の所得
増大」、②「農業生産の拡大」、③「地域の活性化」の３つを基本目標と掲げました。
　ＪＡつくば市では、この中で特に「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」を自己改革
の最重点課題として取り組んでまいります。施策として、営農経済部事業へ経営資源をシ
フトし、担い手経営体のニーズに応える個別対応や消費者ニーズに基づく生産・販売など
に取り組み、事業方針の転換を進めます。
　また、「地域の活性化」への貢献として、３つの「くらしの活動」を行ってまいり
ます。まず初めに「組合員・地域住民の生活に関する幅広い不安や悩みを解決する活
動」、次に「食と農を活かした活動」、そして「組合員や地域との絆を再構築する活
動」を行ってまいります。地域におけるＪＡの取り組みについて理解を深めるために
「１支店・事業所、１役職員」による「１協同活動」を実践し、組合員とともに地域
の活力創出を目指します。
　以上のような自己改革を実現するために必要なことは「人財」の育成と確保であると考
えております。ＪＡつくば市においては「企業は人なり」のごとく、組合員・地域の皆様
の要望に高度なレベルで対応すべき、平成２５年度より人事制度改革を通し、専門知識の
習得や各種資格の取得等、職員育成に取り組んでいるところです。
　昨年度は、現場力の強化として「営農経済渉外職員」を増員し、「農業経営診断士・
営農技術指導士」といった営農指導の資格を有する職員を２２名配置いたしました。さ
らに、税務、ローン、年金、資産運用相談などの多様化する組合員のライフプランをバッ
クアップできる体制として、ファイナンシャルプランナー資格を有する職員２８名が、組
合員からの要望に対応出来るよう日々活動しております。
　地域コミュニティーの拠点となる支店においては、「支店美粧化活動」としての親しみ
やすい店舗づくりが定着し、今年は更なる広がりとして「支店まつり」や「支店便り」、
「子育て支援活動」などの地域に必要とされる支店づくりを目指してまいります。
　今後とも組合員・地域の皆様の負託に応えるＪＡとして、健全経営を目指すとともに、
事業推進に邁進していく所存でありますので、ご支援とご協力をお願い申し上げますと同
時に、組合員・地域の皆様方のご健勝をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただき
ます。

平成28年　元旦
つくば市農業協同組合　　　　
代表理事組合長　岡本秀男

　牡牛座（おうしざ）　4/20～5/20
【全体運】柔軟性が高まり、みんなと上手に付き合える時期。周囲のサポー
トも期待できそう。海外に関する事柄に福あり
【健康運】気付かず、疲労をためがち。休息も大事
【幸運を呼ぶ食べ物】キャベツ

　牡羊座（おひつじざ）　3/21～4/19
【全体運】プレッシャーに弱く、ストレスを感じやすいかも。できる人と
比較せず、自分は自分と開き直って。神社参拝吉
【健康運】冷えは万病のもと。万全な対策を忘れずに
【幸運を呼ぶ食べ物】甘エビ

今月のあなたの運勢1月今月のあなたの運勢1月 【プロフィール】モナ・カサンドラ   ルネ・ヴァン・ダール研究所 http://www.rene-v.com/
占いを学術的に解析する「ルネ・ヴァン・ダール研究所」の研究生となり、占星学のロジックを徹底的に解読・探究。
コンピューターによるホロスコープ作成の道を開いた。現在は執筆活動をはじめ、さらなる占星の研究を重ねている。

　蟹座（かにざ）　6/22～7/22
【全体運】あれこれ不安が生じやすい傾向。迷ったときは一人で悩まず、
信頼できる人に相談を。開運にはイメチェンが◎
【健康運】適度に体を動かせば調子が上向くはず
【幸運を呼ぶ食べ物】小松菜

　双子座（ふたござ）　5/21～6/21
【全体運】ネガティブな発想をしやすい月。失敗にクヨクヨせず、意識し
てプラス思考を。自然の中で過ごすと気晴らしに
【健康運】胃腸系をいたわることで体調に好影響大
【幸運を呼ぶ食べ物】セロリ

　乙女座（おとめざ）　8/23～9/22
【全体運】ウキウキとした楽しい気持ちになれる期間です。新年会などを
主催して、大いに楽しむとグッド。旅行も大賛成
【健康運】話題の健康法に挑戦するとうれしい変化が
【幸運を呼ぶ食べ物】小豆

　獅子座（ししざ）　7/23～8/22
【全体運】物事を深刻に受け止めやすくなる気配。持ち前の明るさを発揮
して。ユーモアたっぷりの映画を見て気分転換を
【健康運】ちょっとしたけがに注意。行動は慎重に
【幸運を呼ぶ食べ物】ミカン

　蠍座（さそりざ）　10/24～11/22
【全体運】コミュニケーション運が良好。苦手意識を感じていた相手と簡
単に分かり合えそう。話題のスポットにも注目を
【健康運】不調を感じたら、十分な睡眠を心掛けて
【幸運を呼ぶ食べ物】豆腐

　天秤座（てんびんざ）　9/23～10/23
【全体運】ささいなことでカリカリしがち。いつも笑顔を心掛け、ソフト
なイメージづくりを。玄関掃除も運気回復に効果的
【健康運】食べることでストレス解消は×。運動を
【幸運を呼ぶ食べ物】コハダ

　山羊座（やぎざ）　12/22～1/19
【全体運】新しいことをスタートさせるのに最適。温めているプランがあ
るなら、ぜひ実行に移して。積極性が幸運の鍵に
【健康運】ストレッチなどの運動が好調の呼び水に
【幸運を呼ぶ食べ物】フグ

　射手座（いてざ）　11/23～12/21
【全体運】仕事を早めに済ませ、落ち着いたひとときを過ごすのに向いて
います。好きなことに、じっくり打ち込んでみて
【健康運】生活のリズムが乱れやすいので、ご用心
【幸運を呼ぶ食べ物】ユリ根

　魚座（うおざ）　2/19～3/20
【全体運】周りから良い影響を受けられそう。一目置いている人のやり方
や考えを参考にして。習い事に励むのも正解
【健康運】体力アップの好機。スポーツを満喫して
【幸運を呼ぶ食べ物】カキ

　水瓶座（みずがめざ）　1/20～2/18
【全体運】サービス精神を示すことで、身近な人との仲が、より好転。円
満な人間関係を築けます。温泉も幸運の呼び水に
【健康運】小まめに動いた方が心身とも開放感あり
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴボウ
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キルギス視察研修
　12月7日（月）ネギの栽培が盛んな茎崎地区のネ
ギ農家に、国際協力機構（JICA）を通じてキルギス
共和国より現地農家の研修員10名の視察研修を受け
入れました。
　一行はネギ部会員の中山和哉さん宅の作業場にて
ネギ部会の活動状況や、ネギの出荷までの流れ、農
機具の詳細などメモや写真を取りながら熱心に説明
を聞いていました。ネギの育苗器をみた研修員は、
「キルギスでは、種を直播きで行う場合がほとんど
で発芽率が悪い。安定した収穫量を得るためには、
苗を育ててから定植する栽培方法はぜひ取り入れた
いです。」と通訳を通して話しました。
　現地プロジェクト専門家の大里登さんは「キルギ
スはもともと牧畜が中心で野菜の栽培はあまり盛ん
ではなかったため栽培方法の確立や規格の統一等が
まだまだ進んでいない状況です。日本の農家を見て
良い刺激を受けてくれたらと思います。」と話しま
した。

　11月22日（日）第35回つくばマラソン大
会が行われました。
　JAつくば市では、地産地消の普及活動の一
環として産直課、営農販売課による水稲新品種
「姫ごのみ」やいちじくジャムの試食販売、筑
波北条米や新鮮な野菜、つくばマラソン完走記
念シールを貼った“乾燥いも”、JAつくば市
産のネギやキャベツを使ったゆきむら亭の焼き
餃子などの販売を行いました。
　県外から来場している方が多く、お米や乾燥
いもをおみやげや完走の記念にちょうどいいと
購入していくお客様が多く見られました。
　JAつくば市から参加したランナー8名は組合
員の声援を受け、全力を尽くし走りました。
　JAつくば市は今後も地元つくば市のイベン
トに積極的に参加し、地域にも貢献してまい
ります。

つくばマラソン

News and Topics from.JA Vol.70　ニュース＆トピックス
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News and Topics

しいたけ生産者白石悟さん

健康体感館

　11月30日（月）の「つくば市民の日」を記念して、つくば市経済部
農業課が主催する食農教育活動に当JA学校給食部会より出張授業およ
び給食交流に参加しました。これは地産地消事業に関する小学生を対象
として行ったもので、当JAからは、市内の小学校3校に訪問しました。
　そのうちの一校である田井小学校にはしいたけ生産者の白石　悟さ
んが訪問し、栽培している菌床しいたけが成長する様子を児童に写真
を交え説明しました。また、児童と一緒に実際にしいたけの栽培を体
験するため、菌床を配り水洗いや簡易ビニールハウスの準備を行いま
した。授業を聞いた児童からは、原木しいたけと菌床しいたけの違い
について「木から生えるきのこしか知らなかったから驚いた。」「菌
床の作り方が大変そうだった。」などの感想を話していました。

「つくば市民の日」を記念して食農教育

　11月26日（木）よりJAつくば市、筑波
西支店敷地内特設会場にて、「健康体感
館」がオープンしました。
　「健康体感館」は家庭用の電位医療器
を無料で体感できる施設で、続けて通っ
ていただくことで、頭痛、肩こり、不眠
症、慢性便秘、血行不良、疲労、筋肉の
こり、筋肉痛、神経痛等に効果がありま
す。

お問い合わせ　
北部営農経済センター　029-867-0345

　11月18日（水）筑波東急ゴルフクラブにて「メンバーシ
ップつくばゴルフ友の会」第8回ゴルフ大会を開催致しまし
た。ゴルフ友の会は会員制の定期積金の契約者によって組
織されており、大会は協賛いただいた企業や団体の皆様に
支えられております。大会は新ペリア方式で行われ、8回目
となった今回は112名の方々に参加いただきました。

「メンバーシップつくばゴルフ友の会」第８回ゴルフ大会

メンバーシップつくば
ゴルフ友の会

対 象 者
期　　間
掛込金額

個人のお客様
３年以上５年以内
毎月１万円以上普通貯金口座より自動振替もできます

会　員　制
定 期 積 金

男子の部
１位　大塚　豊さん
２位　中川　正夫さん
３位　酒寄　仁志さん

女子の部
１位　吉沼　浩美さん
２位　冨田　ひろみさん
３位　広瀬　千鶴子さん
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【幸運を呼ぶ食べ物】小松菜

　双子座（ふたござ）　5/21～6/21
【全体運】ネガティブな発想をしやすい月。失敗にクヨクヨせず、意識し
てプラス思考を。自然の中で過ごすと気晴らしに
【健康運】胃腸系をいたわることで体調に好影響大
【幸運を呼ぶ食べ物】セロリ

　乙女座（おとめざ）　8/23～9/22
【全体運】ウキウキとした楽しい気持ちになれる期間です。新年会などを
主催して、大いに楽しむとグッド。旅行も大賛成
【健康運】話題の健康法に挑戦するとうれしい変化が
【幸運を呼ぶ食べ物】小豆

　獅子座（ししざ）　7/23～8/22
【全体運】物事を深刻に受け止めやすくなる気配。持ち前の明るさを発揮
して。ユーモアたっぷりの映画を見て気分転換を
【健康運】ちょっとしたけがに注意。行動は慎重に
【幸運を呼ぶ食べ物】ミカン

　蠍座（さそりざ）　10/24～11/22
【全体運】コミュニケーション運が良好。苦手意識を感じていた相手と簡
単に分かり合えそう。話題のスポットにも注目を
【健康運】不調を感じたら、十分な睡眠を心掛けて
【幸運を呼ぶ食べ物】豆腐

　天秤座（てんびんざ）　9/23～10/23
【全体運】ささいなことでカリカリしがち。いつも笑顔を心掛け、ソフト
なイメージづくりを。玄関掃除も運気回復に効果的
【健康運】食べることでストレス解消は×。運動を
【幸運を呼ぶ食べ物】コハダ

　山羊座（やぎざ）　12/22～1/19
【全体運】新しいことをスタートさせるのに最適。温めているプランがあ
るなら、ぜひ実行に移して。積極性が幸運の鍵に
【健康運】ストレッチなどの運動が好調の呼び水に
【幸運を呼ぶ食べ物】フグ

　射手座（いてざ）　11/23～12/21
【全体運】仕事を早めに済ませ、落ち着いたひとときを過ごすのに向いて
います。好きなことに、じっくり打ち込んでみて
【健康運】生活のリズムが乱れやすいので、ご用心
【幸運を呼ぶ食べ物】ユリ根

　魚座（うおざ）　2/19～3/20
【全体運】周りから良い影響を受けられそう。一目置いている人のやり方
や考えを参考にして。習い事に励むのも正解
【健康運】体力アップの好機。スポーツを満喫して
【幸運を呼ぶ食べ物】カキ

　水瓶座（みずがめざ）　1/20～2/18
【全体運】サービス精神を示すことで、身近な人との仲が、より好転。円
満な人間関係を築けます。温泉も幸運の呼び水に
【健康運】小まめに動いた方が心身とも開放感あり
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴボウ
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特集　農業祭

一等おめでとうございます バルーンアートをどうぞ！ 祭りの定番焼きそば 天ぷらの販売

「姫ごのみ」ぜひご賞味ください JA コーナーも大盛況 好評大抽選会！ 三味線演奏 手打ちそば実演中！

一等おめでとうございます 歌謡ショーで盛り上げます 鰹節削り体験 迫力の和太鼓演奏 介助犬　普及推進イベント

冬の一大イベント開催！！ご来場ありがとうございました
　ＪＡつくば市は、地域の皆様の日頃のご愛嬌に感謝をこめて、１２月号で紹介した桜地区を初めとする
管内４地区で毎年恒例の農業祭を開催しました。ステージショーや展示会、屋台、大人気の抽選会などが
行われ、どの地区もたくさんのお客様で賑わっていました。

豊里・大穂地区　１２月５・６日　豊里支店

筑波地区　１２月１２・１３日　筑波直売所

茎崎地区　１２月１９・２０日　茎崎直売所
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作品募集中！
◎短歌、俳句、川柳　◎お孫さんやペットの写真等　◎絵手紙、イラスト　…など何でもオッケーです♪
弊誌に対し、皆様からいただいた個人情報は、掲載および作品確認を行う場合のみに使用し、第三者に使用させることは一切ありま
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宛先　〒305-0027　つくば市東岡335番地　JAつくば市　総務企画課　吉田　info@ja-tukuba.jp

国
会
の

空
論
蟻
は

休
ま
な
い

塩
コ
ショウ

振
ら
れ
男
が

味
を
増
す白牡

丹
さ
ん

生
き
残
る

つ
も
り
セ
ッセ
と

医
者
通
い

新
茶
の
香
り

心
が
和
む

老
二
人

子
の
夢
を

盛
り
立
て
て
ゆ
く

父
母
の
愛

初
沢
覚
四
郎
さ
ん

柚
子
の
香
を

湯
船
に
浮
か
べて

我
が
家
風
呂

血
圧
を

測
り
直
す
も

年
用
意

Ｓ・Ｎ
さ
ん

　家の光協会が主催する「『家の光』創刊90周年記念企画　
家の光ハンドメイド大賞」に組合員の古宇田晶子さんが入賞
致しました。
　「帯で作ったポーチ」という作品で帯の柄を活かした素敵な
作品です。

光の家　ハンドメイド大賞

家の光ハンドメイド大賞入賞　古宇田晶子さん

池島とくさんの作品

来店者の様子①

門松寄贈　池島嘉明さん

来店者の様子②

　12月18日（金）第4回目となる「筑波西支店憩いの場」が
開催されました。
　組合員さんの趣味の作品展や、保健師さんによる健康相
談会が行われ、食生活改善委員の松崎さん、片岡さんからは
「子どもたちに旬の食材で作った健康的なおやつ」をテーマ
にじゃが餅と大根めしのレシピを試食とともに提供しました。
　また組合員の池島嘉明さんからは立派な門松が寄贈さ
れ、支店窓口を彩りました。

筑波西支店憩いの場
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入学金・授業料等、就学されるご子弟の
教育に関する資金に対応 JAつくば市

教育ローンキャンペーン教育ローンキャンペーン
キャンペーン金利 下記条件につき、最大年0.6％引下げ

年

① JAカード契約者（新規加入含）で0.2％引下げ

② 給与振込（農作物販売代金含）取引で0.3％引下げ

③ 定期積金新規契約（毎月掛金1万円以上3年間以上契約）で0.2％引下げ

④ 公共料金口座振替契約（新規契約1件以上税金等も含む）で0.1％引下げ

⑤ 当JAで既に住宅ローンをお借入れの方で0.1％引下げ

⑥ 他行住宅ローン借換シミュレーションをお申し込みで0.1％引下げ

変動金利

基準金利　年4.15％

最大引下適用で 年1.80％
2.40％

平成28年1月31日（日）まで

さらに

1.80
2.40％

教育ローンキャンペーン

自動車購入・車検等の費用はもちろん、
免許取得やカー用品購入にも対応 JAつくば市

キャンペーン金利
下記条件につき、最大年0.8％引下げ

年

① JAカード契約者（新規加入含）で0.2％引下げ

② 給与振込（農作物販売代金含）取引で0.3％引下げ

③ 定期積金新規契約（毎月掛金1万円以上3年間以上契約）で0.2％引下げ

④ JA自動車共済加入（車両入替含）で0.2％引下げ

⑤ JAから対象物件購入で0.2％引下げ

⑥ 公共料金口座振替契約（新規契約1年以上税金等も含む）で0.1％引下げ

⑦ 他行マイカーローンからお借り換えで0.2％引下げ

⑧ 当JAで既に住宅ローンをお借入れの方で0.1％引下げ

⑨ 他行住宅ローン借換シミュレーションをお申し込みで0.1％引下げ

変動金利

基準金利　年4.65％

最大引下適用で 年1.60％
2.40％

平成28年1月31日（日）まで

さらに

1.60
2.40％

マイカーローンキャンペーンマイカーローンキャンペーンマイカーローンキャンペーン
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詳しくは、農住課までお問い合わせ下さい。担当：苅谷（029-857-3114）

JA つくば市農住課では、約 700 戸のアパート・マンションを管理しています。
賃貸物件をお探しの方は JAつくば市のホームページから、アパート・マンション賃貸情報
へアクセスして下さい。

 http://www.ja-tukuba-chintai.jp

資産管理塾組合員のための

AAマイナンバーの「通知カード」は、市区町村から、住民票の住所に簡易書留で送られてきます。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意が必要です。
「通知カード」には、マイナンバー（個人番号）と氏名、住所、生年月日、性別が記載されてい
ます。住民票を有する全ての方に、一人ひとつの番号（12桁）が通知されます。
「通知カード」が届いたら、最初に氏名、住所等の記載事項に間違いがないか、確認をし
ます。もし、間違いがあったら、「通知カード」に記載されている「通知カードに関する問合せ先」に
間違いの連絡をしてください。
このマイナンバー（個人番号）は、一生涯使うものです。基本的には、第三者に見せるものではありません。マイ
ナンバーが漏洩して不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、是非、マイナ
ンバーを大切に保管して下さい。

マイナンバー（個人番号）の利用について
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの分野で法律に定めされた行政手続きにマイナン
バーの記載を求められることになります。

　　①社会保障…年金・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の手続、
　　　　　　　　生活保護・児童手当その他福祉の給付など
　　②　税　…税務署に提出する確定申告書・届出書・調書等に記載など
　　③災害対策…被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

実際には、税の分野で、税に関する届出書、償却資産の申告書等へ個人番号の記載が平成28年1月から
必要となります。平成28年分の所得税確定申告書は、平成29年3月の提出分からになります。社会保
障の分野では、雇用保険関係の届出で、個人番号の記載が平成28年1月から必要となります。また、健
康保険・厚生年金保険関係の届出で、個人番号の記載が平成29年1月から必要となります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを
行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマ
イナンバーの提出を求められることもあります。マイナンバーを提出してよいかどうか迷われるとき
は、税理士等に確認のうえ、ご判断下さい。

(JAまちづくり資産管理情報　vol.248引用）

　　　　マイナンバーについて
マイナンバーの「通知カード」の発送が始まったと聞きますが、この「通
知カード」はどのように取り扱ったらよいでしょうか。

JAつくば市では、組合員の皆様へのサービスの一環として、資産管理に関する相談をお受けしています。相続税の
試算もいたします。固定資産税評価証明書を御持参ください。

平成 28年 1月 24日（日）
                  10：00～16：00
会場：本店　つくば市東岡 335
問合せ先：農住課　029-857-3114

資産管理事業に関する相談会資産管理事業に関する相談会

1.相続・贈与にかかる税務相談

2.土地活用・資産管理事業全般に関する相談

【
相
談
内
容
】

但し、相談内容の難易度、労力、検討時間の
多寡等により相談料を頂く場合があります。無  料

【
相
談
料
】

● 高度な相談には顧問弁護士、顧問税理士
　 が後日お答えします。

　牡牛座（おうしざ）　4/20～5/20
【全体運】柔軟性が高まり、みんなと上手に付き合える時期。周囲のサポー
トも期待できそう。海外に関する事柄に福あり
【健康運】気付かず、疲労をためがち。休息も大事
【幸運を呼ぶ食べ物】キャベツ

　牡羊座（おひつじざ）　3/21～4/19
【全体運】プレッシャーに弱く、ストレスを感じやすいかも。できる人と
比較せず、自分は自分と開き直って。神社参拝吉
【健康運】冷えは万病のもと。万全な対策を忘れずに
【幸運を呼ぶ食べ物】甘エビ

今月のあなたの運勢1月今月のあなたの運勢1月 【プロフィール】モナ・カサンドラ   ルネ・ヴァン・ダール研究所 http://www.rene-v.com/
占いを学術的に解析する「ルネ・ヴァン・ダール研究所」の研究生となり、占星学のロジックを徹底的に解読・探究。
コンピューターによるホロスコープ作成の道を開いた。現在は執筆活動をはじめ、さらなる占星の研究を重ねている。

　蟹座（かにざ）　6/22～7/22
【全体運】あれこれ不安が生じやすい傾向。迷ったときは一人で悩まず、
信頼できる人に相談を。開運にはイメチェンが◎
【健康運】適度に体を動かせば調子が上向くはず
【幸運を呼ぶ食べ物】小松菜

　双子座（ふたござ）　5/21～6/21
【全体運】ネガティブな発想をしやすい月。失敗にクヨクヨせず、意識し
てプラス思考を。自然の中で過ごすと気晴らしに
【健康運】胃腸系をいたわることで体調に好影響大
【幸運を呼ぶ食べ物】セロリ

　乙女座（おとめざ）　8/23～9/22
【全体運】ウキウキとした楽しい気持ちになれる期間です。新年会などを
主催して、大いに楽しむとグッド。旅行も大賛成
【健康運】話題の健康法に挑戦するとうれしい変化が
【幸運を呼ぶ食べ物】小豆

　獅子座（ししざ）　7/23～8/22
【全体運】物事を深刻に受け止めやすくなる気配。持ち前の明るさを発揮
して。ユーモアたっぷりの映画を見て気分転換を
【健康運】ちょっとしたけがに注意。行動は慎重に
【幸運を呼ぶ食べ物】ミカン

　蠍座（さそりざ）　10/24～11/22
【全体運】コミュニケーション運が良好。苦手意識を感じていた相手と簡
単に分かり合えそう。話題のスポットにも注目を
【健康運】不調を感じたら、十分な睡眠を心掛けて
【幸運を呼ぶ食べ物】豆腐

　天秤座（てんびんざ）　9/23～10/23
【全体運】ささいなことでカリカリしがち。いつも笑顔を心掛け、ソフト
なイメージづくりを。玄関掃除も運気回復に効果的
【健康運】食べることでストレス解消は×。運動を
【幸運を呼ぶ食べ物】コハダ

　山羊座（やぎざ）　12/22～1/19
【全体運】新しいことをスタートさせるのに最適。温めているプランがあ
るなら、ぜひ実行に移して。積極性が幸運の鍵に
【健康運】ストレッチなどの運動が好調の呼び水に
【幸運を呼ぶ食べ物】フグ

　射手座（いてざ）　11/23～12/21
【全体運】仕事を早めに済ませ、落ち着いたひとときを過ごすのに向いて
います。好きなことに、じっくり打ち込んでみて
【健康運】生活のリズムが乱れやすいので、ご用心
【幸運を呼ぶ食べ物】ユリ根

　魚座（うおざ）　2/19～3/20
【全体運】周りから良い影響を受けられそう。一目置いている人のやり方
や考えを参考にして。習い事に励むのも正解
【健康運】体力アップの好機。スポーツを満喫して
【幸運を呼ぶ食べ物】カキ

　水瓶座（みずがめざ）　1/20～2/18
【全体運】サービス精神を示すことで、身近な人との仲が、より好転。円
満な人間関係を築けます。温泉も幸運の呼び水に
【健康運】小まめに動いた方が心身とも開放感あり
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴボウ
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１月より
入組いたしました。
どうぞ、よろしく
お願い致します。

１月より
入組いたしました。
どうぞ、よろしく
お願い致します。

産　直　課

小岩　勇太

第９回　理事会だより新採職員紹介

女性部活動報告

お問い合わせ　　営農経済部　
経済課　担当：津田　029-857-3114

お問い合わせ
営農企画課　029-857-3114

味噌加工の様子

平成27年12月24日開催
報告事項
　１）１１月末実績について
　２）ＪＡ住宅ローン・ＪＡアパート・マ

ンションローン（金利選択型）
　　　およびＪＡ住宅ローン（長期固定金

利型）の金利設定について
　３）共同住宅のガス供給設備及び室内エ

アコン購入について

協議事項
　第１号議案　ＭＩＣＳ提携拡大に伴う　

「貯金関係手数料料率表」
の改正について（案）

　第２号議案　桜支店、南部営農経済セン
ター新築に伴う付属設備の
購入について

　第３号議案　ＪＡつくば市農機センター
改修工事、外構工事につい
て

　11月27日（金）桜味噌加工所にて手作
り味噌の作成を行いました。
　作られた味噌は直売所やイベント等で
販売しておりますので、ぜひお買い求め
下さい。
　JAつくば市女性部では、随時部員を募集
しております。少しでも気になった方は、
お気軽にお問い合わせ下さい。

生産部会連絡協議会・U-４０講習会
　11月11日（水）にJAつくば市の各生産
部会の部会長、副部会長や管内の40歳以下
の農業者を対象として、短期暴露評価など
農産物の安全対策に関する講習会と会計記
帳代行・労災・マイナンバー制度・農業者
年金などの農業経営に関する講習会を開催
しました。
　JAつくば市では組合員の税務申告を支援
しています。現在、平成28年からの会計記
帳代行利用者を募集しておりますので、気
になる方は下記の連絡先までお気軽にお問
合わせ下さい。

Twitter やっています！
　活動報告や直売所のお得な情報を随時配
信中！
　皆様ぜひ御覧ください。

 @JAtukuba
 https://twitter.com/JAtukuba

　牡牛座（おうしざ）　4/20～5/20
【全体運】柔軟性が高まり、みんなと上手に付き合える時期。周囲のサポー
トも期待できそう。海外に関する事柄に福あり
【健康運】気付かず、疲労をためがち。休息も大事
【幸運を呼ぶ食べ物】キャベツ

　牡羊座（おひつじざ）　3/21～4/19
【全体運】プレッシャーに弱く、ストレスを感じやすいかも。できる人と
比較せず、自分は自分と開き直って。神社参拝吉
【健康運】冷えは万病のもと。万全な対策を忘れずに
【幸運を呼ぶ食べ物】甘エビ

今月のあなたの運勢1月今月のあなたの運勢1月 【プロフィール】モナ・カサンドラ   ルネ・ヴァン・ダール研究所 http://www.rene-v.com/
占いを学術的に解析する「ルネ・ヴァン・ダール研究所」の研究生となり、占星学のロジックを徹底的に解読・探究。
コンピューターによるホロスコープ作成の道を開いた。現在は執筆活動をはじめ、さらなる占星の研究を重ねている。

　蟹座（かにざ）　6/22～7/22
【全体運】あれこれ不安が生じやすい傾向。迷ったときは一人で悩まず、
信頼できる人に相談を。開運にはイメチェンが◎
【健康運】適度に体を動かせば調子が上向くはず
【幸運を呼ぶ食べ物】小松菜

　双子座（ふたござ）　5/21～6/21
【全体運】ネガティブな発想をしやすい月。失敗にクヨクヨせず、意識し
てプラス思考を。自然の中で過ごすと気晴らしに
【健康運】胃腸系をいたわることで体調に好影響大
【幸運を呼ぶ食べ物】セロリ

　乙女座（おとめざ）　8/23～9/22
【全体運】ウキウキとした楽しい気持ちになれる期間です。新年会などを
主催して、大いに楽しむとグッド。旅行も大賛成
【健康運】話題の健康法に挑戦するとうれしい変化が
【幸運を呼ぶ食べ物】小豆

　獅子座（ししざ）　7/23～8/22
【全体運】物事を深刻に受け止めやすくなる気配。持ち前の明るさを発揮
して。ユーモアたっぷりの映画を見て気分転換を
【健康運】ちょっとしたけがに注意。行動は慎重に
【幸運を呼ぶ食べ物】ミカン

　蠍座（さそりざ）　10/24～11/22
【全体運】コミュニケーション運が良好。苦手意識を感じていた相手と簡
単に分かり合えそう。話題のスポットにも注目を
【健康運】不調を感じたら、十分な睡眠を心掛けて
【幸運を呼ぶ食べ物】豆腐

　天秤座（てんびんざ）　9/23～10/23
【全体運】ささいなことでカリカリしがち。いつも笑顔を心掛け、ソフト
なイメージづくりを。玄関掃除も運気回復に効果的
【健康運】食べることでストレス解消は×。運動を
【幸運を呼ぶ食べ物】コハダ

　山羊座（やぎざ）　12/22～1/19
【全体運】新しいことをスタートさせるのに最適。温めているプランがあ
るなら、ぜひ実行に移して。積極性が幸運の鍵に
【健康運】ストレッチなどの運動が好調の呼び水に
【幸運を呼ぶ食べ物】フグ

　射手座（いてざ）　11/23～12/21
【全体運】仕事を早めに済ませ、落ち着いたひとときを過ごすのに向いて
います。好きなことに、じっくり打ち込んでみて
【健康運】生活のリズムが乱れやすいので、ご用心
【幸運を呼ぶ食べ物】ユリ根

　魚座（うおざ）　2/19～3/20
【全体運】周りから良い影響を受けられそう。一目置いている人のやり方
や考えを参考にして。習い事に励むのも正解
【健康運】体力アップの好機。スポーツを満喫して
【幸運を呼ぶ食べ物】カキ

　水瓶座（みずがめざ）　1/20～2/18
【全体運】サービス精神を示すことで、身近な人との仲が、より好転。円
満な人間関係を築けます。温泉も幸運の呼び水に
【健康運】小まめに動いた方が心身とも開放感あり
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴボウ
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セレモニーセンターセレモニーセンター
24 時間・365日対応24時間・365日対応TEL.029-863-5000

http://www.ja-tukuba.jp/ceremony/
（詳しいコース内容はホームページでご確認ください。）

主な内容
●納棺師（メイクドレッサー）
●柩・納棺用品
●収骨セット
●葬具一式　　　
●施主花
●受付事務用品一式
●後飾り祭壇　など

（コースの一例）

・葬祭セットコースにはご葬儀の際、セレモニースタッフが司会進行とご会葬者への気配り等をさ
せていただきます。
・家族葬、自宅葬、寺葬のプランやご要望に応じた葬儀もご用意いたします。
・セットコース料金の他、霊柩車、送迎バス、お写真、ドライアイス等、別途料金にて承ります。
・24時間、病院・施設ホーム等からのご遺体搬送をお手伝い致します。
アフターサービスの一環として、各種法事ギフト品をはじめ、ご位牌、仏壇、墓石の取扱い、ご相談を承っております。

きくコースきくコース

お客様に合わせた様々なプランをご用意しております。

事前相談承っております事前相談承っております

　ご意見は支店窓口、直売所及び広報誌、ホームページに掲
載させていただく場合がございます。

ご協力ありがとうございました。

　JA つくば市が行っている事業や職員の対応等に対する率直

なご意見やふれあい広場の作品（イラストや川柳など）をご自

由にお書き下さい。

JAつくば市

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

桜支店店舗移転のご案内
　平素よりご愛願頂きまして誠にありがと
うございます。
　このたび桜支店を下記の住所へ移転す
る運びとなりましたのでご案内申し上げ
ます。
　今後共一層のお引き立てを賜りますよう
お願い申し上げます。

【新住所】
　〒305-0021
　つくば市古来1630番地

【営業開始日】
　平成28年3月14日　予定
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スーパー定期貯金
ウインターキャンペーン２０１５
キャンペーン期間
平成２８年１月２９日（金）まで
※スーパー定期貯金（新規お預入に限らせて頂きます）

● 商品　スーパー定期貯金
●対象者　個人の方（新規のみ）
●預入金額　金額１０万以上１,０００万円未満
●預入期間　期間１年（自動継続のみ）
●期間中ご契約いただきました方に粗品プレゼント

※数に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。
※キャンペーン金利は初回満期日までとし、自動継続後の金利は、継続時の店頭金利
を適用します。

　なお、中途解約利率は所定の解約利率となります。
※法人の方のお預入は対象外とさせていただきます。
※ＡＴＭでのお預入は対象外とさせていただきます。
※税率は、復興特別所得税が課され、２０．３１５％（国税１５．３１５　地方税５％）
となります。

茎崎支店

筑波西支店

本店金融課

大穂支店

豊里支店

つくば市小茎 287   029-876-0052
つくば市作谷1102-1  029-869-0303

つくば市東岡335　    029-857-3112

つくば市篠崎 555-1  029-864-1151
つくば市今鹿島 4165-1 029-847-3121

桜　支　店 筑波東支店つくば市東岡 335  029-857-3110 つくば市北条 5215  029-867-0612

組合員
期間１年　年利率

0.30％
（税引後0.239％）

組合員外

0.25％
（税引後0.199％）

（
平
成
27
年
11
月
30
日
）

■ 正 組 合 員 数
■ 正 組 合 員 戸 数
■ 准 組 合 員 数
■ 准 組 合 員 戸 数
■ 出　　資　　金
■ 貯　　金　　額
■ 貸　　出　　金
■ 長期共済保有高
■ 購 買 品 供 給 高

■ 販 売 品 販 売 高

7,327 人
6,260 戸
3,335 人
2,199 戸

14 億 6 千万円
618 億 9 千万円
136 億 2 千万円

2,722 億 2 千万円
10 億 3 千万円

12 億 6 千万円
H27.2.1 〜 H27.11.30

H27.2.1 〜 H27.11.30
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　新年あけましておめでとうございます。本年も
お付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
　各地区の農業祭も無事に終わり、たくさんのご
来場者に恵まれ誠にありがとうございました。全
ての地区を見て回りましたが、それぞれの地区の
特色を肌で感じる良い機会となりました。
　今年も JA つくば市をよろしくお願い致します。

< 担当 : 吉田 >
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