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青年部冬季研修

ガーデンテラス七日町 チェロ＆アンサンブル
座談会・わかばの会総会開催日程のご案内
理事会だより

青年部冬季研修旅行

受入体制への関心高く

新・農業人フェア

東京

１月 日
︵土︶
東京の池袋サンシャインシティにおいて︑﹁新・農業人フェア﹂
が開催

様々な分野の農業を視察
日
︵水︶
〜 日
︵木︶
︑当農協青年部の冬季研修が 名の参加で開催され

ました︒今回は︑埼玉・東京・栃木を訪れ︑様々な農業分野を視察してきました︒

１月
10

初日は早朝に山形を出発し︑埼玉県にある胡蝶蘭を生産・販売している黒臼洋
蘭 園を視 察 ︒国 内 最 大 級の胡 蝶 蘭の栽 培 技
術や販売方法を学び︑規模の大きさに感銘を
受けました︒その後 ︑東 京 都 新 宿 区にあるア

されました︒このフェアは︑新規就農者を増やす事を目的としており︑農業法人・自

治体・就農支援機関等が︑農業に興味のある来場者に対し情報発信・相談活動を

行う就 農 相 談 会です︒昨 年の３月に設 立された山 形 市 新 規 就 農 者 受 入 協 議 会

︵会長 櫻井浩山形市農林部長︶
が出 展しており︑当 日は全 国 各 地から２５７の

ブースが設置され︑
９７０名の来場者がありました︒

山形県内各地より出展したブースには︑若者を中

咲子 主事

グリメディアを訪れ︑﹁ 都 市と農 業をつなぐ ﹂

後藤

様々な事業内容を学びました︒二日目はオー

担い手育成係

心に大勢の相談者が訪れました︒山形市のブースに

・山形市農林部農政課

プンしたばかりの豊洲市場を見学︒最後に栃

正勝 係長

は 名の相談者が訪れ︑山形市の移住施策の取組み

相田

木県のココファームワイナリーを訪れ︑
こころみ

担い手育成係

や︑当農協のセルリー団地・山形農協のきゅうり団地

・山形市農林部農政課

学園の歴史やワイン作りについて学び︑帰路に

の受 入 体 制について説 明が行われました︒山 形 市の

たかあき

つきました︒

雪の状 況について心 配している方が多く ︑現 状を説

明すると安心した様子でした︒相談者には︑農業体

安孫子誉晃 職員

経済部農業振興課

・当農協

当 農 協 青 年 部では︑次 世 代の農 業を担う

in

験と山形観光を勧め︑出席した職員らが丁寧に対応

参加者

17

ために日頃より研修活動を実施しています︒

26

しました︒

東海林賢一 副主幹

営農経済部営農米穀課

・山形農業協同組合

仁 次長
（兼）
農政課長

吉原

・山形市農林部

15

16

２

１月

平成 年度
ＪＡ営農指導実践山形県大会
﹁山形セルリー生産振興とブランド確立への取り組み
〜若者︑
ばか者︑
よそ者の挑戦〜﹂最優秀賞

年 度Ｊ

日︵ 木 ︶︑ＪＡ協 同の杜

研 修 所において﹁ 平 成
Ａ営農指導実践山形県大会 ﹂が
開 催されました︒営 農 指 導の取
組みや成果を県内３名の営農指
導 員が発 表し︑その中から経 済
部 農 業 振 興 課の 鈴 木 公 俊 課 長

が最優秀賞を受賞しました︒
鈴 木 課 長は﹁ 山 形セルリー生 産 振 興とブラン
ド確立への取り組み〜若者︑
ばか者︑
よそ者の挑

!!

セルリー
団地視察・研修

日︵ 火 ︶︑ＪＡ

による心地よい音色

日
︵火︶︑
ガーデンテラス七日町で入居者

名の参加により﹁チェロ＆アンサンブル﹂
コンサー
トが開催されました︒

出演者は︑富岡楽器店
︵七日町︶
の職員である三

浦 邦 明さんをはじめ山 大 生を含めた４人ユニット

︵オ・セロ︶﹂︒
﹁ 花の街 ﹂や﹁ 早春風 ﹂など
oh!cello

し︑
アンコール２曲を楽しみ終了しました︒

ておりました︒最 後は毎 回 恒 例の﹁ 故 郷 ﹂を 合 唱

さんも︑
リズムの流れに乗りながら各々音楽に浸っ

心地よく聴けるのが特徴だそうです︒入居者の皆

チェロは︑人が話す声と音域が似ており︑長時間

なじみのある曲を演奏していただきました︒

﹁

プロジェクト

１月15日（火）
JA静岡中央会による視察（９名）

１月31日（木）
JA営農指導実践山形県大会
最優秀賞 鈴木公俊 農業振興課長
タイトル
「山形セルリー生産振興とブランド化への取り組み」
〜若者、ばか者、よそ者の挑戦〜
情報通信技術（ICT）活用のための勉強会開催（10名）

ガーデンテラス七日町 チェロ＆アンサンブル

いました︒

農 業のみらいを 話し 合

成が課題となっており︑

地で新たな 担い手の育

来 訪しました︒全 国 各

セルリー団 地の 視 察に

静岡中央会９名が山形

１月

2
１月
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戦〜﹂と題し︑山形セルリー農業みらい基地創生
プロジェクトやセルリー団地の運営︑
ＧＩ
︵地理的
表 示 ︶登 録までの概 要を説 明しました︒それに
より︑担い手の増加やセルリーの単価向上・生産
量と消 費 拡 大に繋がったと成 果を報 告し︑﹁ 生
産者・農協・行政・地域が一体となり共に前を向い
て活動を続ける﹂と決意表明をしました︒
この大 会は﹁ 農 業 者の所 得 増 大 ﹂
﹁ 農業生産
の拡大 ﹂
の実現に向けた﹁ 地域・担い手支援機能
の強化 ﹂を踏まえ︑産地振興や技術普及の取組

月に秋田県で開 催される

を広 く 紹 介することを目 的としています︒尚 ︑
鈴 木 課 長は今 年の

北海道・東北大会へ出場します︒

3
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１月

下条支店
支店長 志田 恭一

支店長 佐藤 啓

日まで組

回山形市農協

第 回山形市農協企業部会総会

上町支店
支店長 川合 忍

体制を含め責任ある相続事務手続で組合員・
利用者のくらしの安定を図ります︒
相 続に関する分 野において十 分な経 験とノ
ウハウを備えた嘱託税理士の専門家や職員の

リフォーム業者との打ち合わせ

分より

繁忙期に向けて結束
日︵ 火 ︶︑午 後４時

相続・事業承継手続トータルサービスの利用

う︑退去後の修繕からクリーニング完

入 居 者 様より満 足していただけるよ

できるよう意思統一を図りました︒

め︑
ハイクオリティな管理業務を提供

を希望される組合員・利用者は︑各支店長まで
てご説明いたします︒

了までの再確認と入居率の向上のた

スムーズな 入 退 去で ︑オーナー様・

開催しております︒

した︒賃貸市場の繁忙期を前に毎年

業 者︵４社 ︶
との打ち合わせを行いま

本 店３階 会 議 室にて提 携リフォーム

１月

致で可決されました︒

し﹁発展的解散﹂をすることが︑満場一

当初の目的は達成された状況を考慮

総 会では第２号 議 案にて︑会 発 足

詳しく説明頂きました︒

増 税に伴う軽 減 税 率について概 要を

り ︑恒 例の記 念 講 演 として ︑消 費 税

税第一部門の佐藤記帳指導推進官よ

総会に先立ち︑山形税務署個人課

ました︒

企業部会総会が本店３階で開催され

日
︵金︶
︑第

発展的解散を決議
１月

39

39

ご相談ください︒受益者負担金や手続きについ

適切なアドバイスと手続をご利用ください︒

25

嘱託税理士へ委嘱状

本越税理士は都合により欠席しました。

税務代理・税務相談
日
︵木︶
︑嘱託税理士である井上常雄税理士︑本
年２月１日から翌年の１月

越満税理士︑齋藤俊英税理士へ委嘱状を交付しました︒
今年も︑平成

美畑支店

小白川支店 支店長 齊野 陽子

北山形支店 支店長 佐藤 誠

金融営業店 店 長 鈴木 純一

でお気軽にご相談ください︒

税金に関するご相談は︑各支店長を通じて行いますの

る為︑大山組合長より委嘱状を手渡しました︒

合員の相続に関する税務申告の相談等についてお願いす

31

︻農業者経営支援 相続・事業承継手続トータルサービス︼
年

現在︑超高齢社会を迎え︑組合員・利用者の
皆さまからの各種相続手続について︑昭和

た︒昨 今ますますこれらの事 務 手 続が複 雑さ
を増しており︑従 来より貯 金や土 地 建 物を始
め各種財産継承手続について総合的な対応を
求められておりました︒
今般︑組合員・利用者の更なる負託に応える
為︑
ＪＡ山形市農業者経営支援事業取扱要領
に基づき︑個 人 情 報の管 理やコンプライアンス

30

31

度より様々な相 続 相 談を支 援してまいりまし

48
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４

ATMで使えるご利用範囲・JAのキャッシュカードと手数料について
山形市農協で口座を開設すると、当農協はもちろんのこと、県内・県外のJA・コンビニ・ゆうちょ銀行・提
【山形市農協ならいつでもどこでも可能！こんな時に便利です】

●大学生を持つご両親の仕送り 山形で入金し、東京で払い戻す場合など…
「一つの口座で仕送りのやりとりをする場合」
●新社会人になる方

「給与受取や公共料金などの自動振替の出金」

ＪＡのキャッシュカードが実質無料でお取扱できるATMの設置先・ご利用内容一覧
入出金取り扱い時間※1

JA入出金無料ATM

JA
山形市

JA
やまがた

平日

土曜

日曜祝日・年末年始

本・支店

8：00〜21：00

9：00〜17：00

市役所ATMコーナー

9：00〜17：00

―

山形市立病院
済生館ATMコーナー
（JAやまがたとの共同設置）

9：00〜18：00

9：00〜17：00

山形県JAビル
ATMコーナー（1F）

9：00〜19：00

―

県内他JA

8：00〜23：00

8：00〜21：00

県外JA

8：00〜21：00

9：00〜17：00
入出金取り扱い時間・手数料※1

平日（稼働時間

入出金可能ATM

8:00〜23：00）

土曜（稼働時間

8：00〜21：00）

日曜祝日・年末年始

時間内

時間外

時間内

時間外

稼働時間

8：45〜18：00

8：00〜8：45／18：00〜23：00

9：00〜14：00

8：00〜9：00／14：00〜21：00

8：00〜21：00

入金

出金

入金

出金

108円

108円

入金

出金

入金

出金

入金

出金

108円

108円

108円

108円

セブン銀行
コンビニ

※１

LANS（ローソン）
インターネットATM
（主にファミリーマート
通称イーネット）

無料

無料

取扱時間は最大を表示してあります。当組合以外のATMについては、県内外ともに金融機関・設置場所によって取扱時間が異なる場合が
ありますので、ご利用する際はお問い合わせいただくか、ホームページ等をご覧ください。

※２ １月３日・５月４日はATMでJAバンクキャッシュカードによるご利用ができません。
平成31年２月13日現在

今後、予告無しで変更となる場合がありますので、JA山形市本・支店、HP等で確認をお願いいまします。

ATMで簡単！ 定期貯金
山形市農協に総合口座をお持ちの方は、当
農協のATMで定期貯金のご契約ができま
す。
【山形市農協ならどこでも可能！
こんな時に便利です】

●生活費と貯めるお金をしっかりと分けたい

●将来のために貯金をしたい

●伝票の記入・押印不要、窓口時間外もご利
用できます

※個人の利用者に限ります。
※キャッシュカードと通帳が必要です。
※ATMでの定期貯金ご利用可能時間は
平日８：00〜21：00です。
※定期貯金の解約は窓口でのみ行っております。
５

学費など支払いや振込︑仕送りの
受け取りや給与振込にとっても便利！

携銀行・三菱UFJ銀行等で、入出金のご利用ができます。詳しくは、下記の表またはHPをご参照ください。

便

アグリセンターよりお知らせ

便

平成31年用年特肥料の配達について

２月中旬から年特肥料の配達をします。注文された方は、
肥料の保管場所の確保にご協力お願いいたします。

便

情報コーナー

組合員資格について

組合員資格に変動があった場合は、当
農協の定款に基づき資格変更の手続きを
行いますので、
３月29日（金）までに本店
または最寄りの支店へお申出ください。

☆山形交響楽団 第274回定期演奏会
■平成31年２月16日（土）
・17日（日）
■山形テルサホール
16日／午後７時開演（午後６時15分開場）
17日／午後３時開演（午後２時15分開場）
指
揮 ロベルト・フォレス・ヴェセス
オーボエ ラモン・オルテガ・ケロ

●雛にちなんだ体験教室
『折り雛体験教室、傘福・つり雛づくり』

☆城下町やまがた雛まつり

山形市の中心市街地で「雛」をテーマにしたイベントを開催！
山形市が所蔵する貴重なお雛様の数々の展示と共に、スタン
プラリーやものづくり体験のワークショップなど、様々な企画を
ご準備して皆様をお待ちしております。是非、この機会に街な
かに足を運んでみませんか？

■２月15日（金）
〜３月17日（日）午前10時〜午後４時
■七日町メイン会場（八文字屋本店２階）
主

身近な情報をお届けします

■時代雛・吊るし飾りの展示
・山形まるごと館紅の蔵
・山形まなび館
・八文字屋本店２階
・山形グランドホテル
・まちの雑貨屋chotto futto ・ひなた蔵（長門屋敷地奥）
・七日町御殿堰
※展示期間や内容については各施設によって異なります。

催：街なか賑わい推進委員会

■お問い合わせ
山形市都市振興公社 023−631−0831
主催：山形市、七日町商店街（振）、街なか賑わい推進委員会
●やまがた街なか雛めぐり
共催：山形市中心商店街街づくり協議会
雛めぐりスタンプラリーを実施します。参加店舗には「傘福」
協力：山形市観光協会、山形市ホテル協会
や「つり雛」を展示し、完走者には抽選にて景品が当たります！
■２月15日（金）
〜３月17日（日）
■山形市の中心市街地

便

WLB（ワーク・ライフ・バランス）の
取組みについて
■３月８日（金）、
４月１０日（水）は17：30完全退室日
となります。
■毎週水・金曜日をノ―残業早帰りデ―とし、午後
6:30まで完全退室を目指します。
【ワーク・ライフ・インテグレーション】
１１月２１日（金）、WLB推進会議において、ワーク・
ライフ・インテグレーションを推進する為、各自
WorkとLifeの目標シートを記入し全職員の笑顔
の写真を集めたポスターを作成しました。
●ワーク・ライフ・
インテグレーションとは？
自らの人生観を軸に、ライフ
（生活）とワーク（仕事）を融
合し、双方の充実を求める
こと。それにより、生産性や
成長拡大を実現するととも
に生活の質を高め、充実感
と幸福感を得るなどの相乗
効果を目指す働き方です。

便

■本・支店およびアグリCの電話は夕方午後５
：
００に留守番電話に切替わりますの
で、電話は午前９
：
００〜午後５
：
００までにお願いします。
（不動産センターは午後
４
：
００まで）
【時間外の連絡先】
●交通事故
自動車共済事故受付センター
0120-258-931（24時間対応）
●葬
儀
やすらぎ山形ホール JA葬祭
0120-567-685（24時間対応）
山形市深町一丁目2-37
やすらぎ嶋ホール JA葬祭
0120-835-527（24時間対応）
山形市嶋北一丁目16-3
●キャッシュカード・通帳等の紛失や盗難
平 日／9:00〜17:00 JA山形市 本・支店の口座開設店舗へ
夜間・土・日・祝日
0120-066-443（24時間対応）
JAバンク・キャッシュカード紛失共同受付センター
■本店への電話について、下記の担当部署へ直接電話をお願いします。
【本店各部署電話番号】 市外局番：全て［023］
金融営業店…… ☎623-0513 不動産部
金融部
不動産センター（1F）…… ☎631-1160（16：00まで）
信用課 …………… ☎623-0593 不動産課（3F）……………… ☎623-0520
共済課 …………… ☎623-0583 総務部・内部監査室 …… ☎623-0526
上記の担当部署へ直接電話をお願い申し上げます。2019年の農協カレンダーにも表示しています。

各支店で正午〜午後１時は窓口業務を休止しております。
平成30年11月5日
（月）
より開始しました。

平成30年6月12日開催の第70回通常総会にて承認されました平成30年度事業方針に基づき、当組合では平成28年の銀行法施行
規則改正と店舗の防犯・働き方改革推進の一環として、本店を除く各支店の窓口業務時間を下記の通り変更する事になりました。
組合員・利用者の皆様には何かとご不便をおかけすることになりますが、安心・安全な店舗づくりを目指した取組ですのでご理解をいた
だきますようお願い申し上げます。
■対象店舗
・北山形支店・小白川支店・下条支店・上町支店・美畑支店（本店を除く各支店）
■平日お昼の正午〜午後１時までの１時間、窓口業務を休止致します。

６

便

JA山形市 座談会の開催日程

便

お知らせ

記念品を用意しております。お誘いあわせの上、皆様の参加をお待ちし
ております。
開催日程

開催時間

開催場所

美畑支店管内

３月１日（金）

午前１０時

美畑支店（２Ｆ）

下条支店管内

３月１日（金）

午後１時３０分

下条支店（２Ｆ）

小白川支店管内

３月４日（月）

午前１０時

小白川支店（２Ｆ）

北山形支店管内

３月４日（月）

午後１時３０分

北山形支店（２Ｆ）

上町支店管内

３月５日（火）

午前１０時

上町・五日町地域集会所

便

わかばの会総会開催日程
開催店舗

２

月の税金

開催店舗

種

類

期別

固定資産税・都市計画税

4期

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

８期

介護保険料（第１号被保険者）

８期

納付期限

２月28日

国民年金保険料・保育所保育料は毎月納期です。
各学校等の PTA諸会費 等の振替もご利用ください。
山形二小・七小・八小・西小・山形一中・二中・三中・市立山形商
高・県内の各県立高校の授業料等、金井幼稚園・金井第二幼
稚園の口座振替も是非ご利用願います。
税金・公共料金等の振替は、JA山形市の
『おいしい口座振替』
をご利用ください。

※市県民税について

開催日程

開催時間

開催場所

下条支店管内

3月15日（金）

午後５時30分

下条支店（２Ｆ）

小白川支店管内

3月19日（火）

午後１時30分

小白川支店（２Ｆ）

上町支店管内

3月20日（水）

午後５時

上町・五日町地域集会所

美畑支店管内

3月15日（金）

午後５時30分

美畑支店（２Ｆ）

北山形支店管内

3月20日（水）

午後６時

北山形支店（２Ｆ）

事業専従者給与を受給されている方の市県民税の特別徴
収が、
６月より開始されています。特別徴収された税金は、原
則として毎月納付をしなければなりませんが、納期の特例申
請をすれば、年２回（６月と12月）の納付で済みます。申請はい
つでもできますので、詳しくは各支店にお尋ねください。

※記帳について

平成26年分申告より、農業、不動産および事業収入のある
全ての方に記帳義務が課せられました。記帳代行を希望する
方は、各支店またはアグリセンター農業振興課までご相談の
上申し込み願います。

※派遣税理士制度を利用される皆さんへ

便

わかばの会行事予定
2月14日（木）
〜 ３月31日（日）
■上町支店

便

2月17日（日）ボウリング大会

農協の商品券取扱い終了のお知らせ
１月15日（火）の商品券払戻し期間
満了を持ちまして、当農協の商品券の
取扱いは終了致しました。長い間のご
利用、誠にありがとうございました。

報

謹んでお悔やみ申し上げます。
◆北山形支店（横宿上）の田中亨司さん（90歳）
１月１日逝去されました。喪主は丈孔さん
◆美畑支店（東鉄）の羽島りよさん（96歳）
１月１日逝去されました。喪主は武志さん
◆下条支店（御組）の齋藤實さん（89歳）
１月６日逝去されました。喪主は昇さん
◆美畑支店（東鉄）の佐藤ヨンさん（102歳）
１月15日逝去されました。喪主は京子さん
◆上町支店（五日町）の高橋一広さん（54歳）
１月25日逝去されました。喪主は知恵子さん

ご自分で記帳され、確定申告書の作成について利用申込み
をなさる方は、各支店まで申し込み願います。

※担い手農業者の皆さんへ

農業者年金のお申し込みやご相談は各支店までお問い合わ
せ願います。

※＃９１１０ 警察相談専用電話（全国共通）

ウソ電話詐欺にご注意を！不審な電話などがあった場合
は、迷わずご相談ください。
電話で「お金の話」それは詐欺かも！
？

便

JAカードでお得なお買い物！
JA-SS・直売所で値引き

JAならではの特典を備えたクレジットカード「ＪＡカード」を
是非ご利用ください。申請につきましては、当農協の本・支
店へお気軽にお問い合わせください。ジャオ上町SS・下条
SSでもご利用いただけます。
●ジャオ上町SS・下条SSの他、県内・県外のJA-SS・ホクレン
SSでJAカードを使えば2円/ℓ割引！ 割引はレギュラー・ハ
イオクガソリン、軽油の給油が対象です。利用代金明細書
には割引前と割引後それぞれの金額が表示されます。
※現金で支払った場合、本キャンペーンは適用されません。

●ＪＡ直売所でのお買い物５％ＯＦＦ
！
対象直売所でのJAカードご利用分について、カードご利用
代金ご請求時に5%割引いたします。
【山形県内でご利用いただける直売所】
・おいしさ直売所

紅の蔵店／南館店／鈴川店（JAやまがた）

・よってけ ポポラ（JAさくらんぼひがしね）
・アグリランドひな産直センター（JAさがえ西村山）

お詫びと
訂正

7

先月号で次の表記に間違いがございました。お詫びの上、
訂正させていただきます。

・アグリランド産直センター（JAさがえ西村山）

5p 新そばそ食べる会 ガーデンテラス七日町
《誤》武田宏樹さん → 《正》武田広樹さん

・もんとあ〜る のぞみ店／白山店／駅前店（JA鶴岡）

・道の駅尾花沢 花笠の里ねまる
（JAみちのく村山）
・おばね産直館はいっと
（JAみちのく村山）
・食彩工房いちご畑（JAそでうら）

私がお薦めのお店紹介♪

『木村ストア』

勘鳥居●
居酒屋磯
●
手打そば
狐峰 ●

代表／木村 利夫
東根市神町東1丁目10-41 ☎0237-47-2612
営業時間／10:00〜19:30 定休日／水曜日
HP／http://hiroshi-gyoza.net/gyouza.html

●菓子工房
ほていや

「ひろしの餃子」を手掛けている木村博専務

焼きたて餃子定食を堪能したい方はこちら！

●神町小学校

プロが焼く餃子は旨さが違う
「ひろしの餃子亭」

営業時間／11:00〜14:00 17:00〜19:30
（L.O.19:00）
定休日／水曜日
（日曜日は休まず営業いたします）
お問い合わせ／☎0237-47-2612

一言メッセージ
昭和４９年創業以来、昔ながらの商店として営業し平成に入りお総菜を作り始め、現在まで時代に合わせた
品を提供してきました。長年愛されてきたメニューの中でも餃子が評判で、販売当時は１日５０個〜１００個の売れ
行きでしたが、現在は１日１０,０００個の販売となり、
「ひろしの餃子」
という名前で木村ストアの看板商品となって
います。餃子の他に、
六田の麸を使ったお総菜など、平日・土・日曜日別にメニューを変えて提供しております。
ひろし
「ひろしの餃子」
は、今回取材を受けていただいた木村 博 専務が木村ストアで何かを特化させたいという想い
と、
自ら調理を手掛けていることから命名されました。
さくらんぼの収穫時期になると、農家がおいしい餃子を食べ
に足を運び、店内は大盛況。市民に愛されるお食事処として活気づいています。
餃子は９種類。
その中でもぷりっぷりの「海老餃子」
と爽やかで味わい深い「山形セルリー餃子」
がイチ推し！
今年の夏のお中元にもお薦めです！
［紹介者 ］総務部 齋藤 萌

便

理事会だより

《主な報告事項》
●役員協議会の開催について

第14回理事会・第12回監事会１月22日
（火）

●第３四半期の収支状況について
●反社会的勢力排除対応管理先対応状況報告について

《協議事項》 10議題
第１号議案

●座談会の日程について

就業規則・時間外勤務手当規則・職務手当支給規則
の一部変更について

●自主検査報告について
●組合員の加入脱退について
●わかばの会等会計の事務委託契約について

第２号議案

職員給与規程の一部変更について

第３号議案

マネロンおよび反社会的勢力への対応に関する

●農中信託銀行遺言信託代理店12月末契約件数について

規程類の改正等について

●農協別貯金・貸出金残高について

第４号議案

課税所得の見積額設定について

●余裕金運用状況について

第５号議案

共済規程の変更について

第６号議案

不良債権の処理方針・処理状況について

第７号議案

大型農機格納整備・保管事業取扱要領の変更について

第８号議案

棚卸資産の評価方法の変更について

第９号議案

保管事業規定に係る保管料徴収方法の追記について

第10号議案

貸付金について

●土地賃借等について

●貸出金延滞状況について
●県内農協の長期共済保有契約高について
●平成30年産出荷契約米精算
（追加払い）
について
●山形セルリ−プロジェクトについて
●ＪＡ山形市農業振興協議会平成31年産米の生産の目安及び配分について
●不動産センター物件管理状況について
●ＪＡ全国監査機構山形県監査部による期中監査Ⅲの実施について
●平成30年度9月末資産査定監査報告について

●来月の一斉外務訪問日は ３月13日
（水）となります。

話

表紙の裏

【２月表紙】

鈴木 美羽（みう）さん

（11歳・小学５年生）
下条支店（城西）
鈴木孝さん家族
☆家族構成
父……基弘
（もとひろ）
さん
母……淳子
（じゅんこ）
さん
兄……凌斗
（りょうと）
くん
祖父…孝
（たかし）
さん
祖母…芳美
（よしみ）
さん

●発
●発
●編

☆ひと言☆
「愛鳥週間用ポスター原画コンクール

総裁賞」

「2019年度愛鳥週間ポスター原画コンクール」
で美羽さんの作品が全
国55,659点の応募作品の中から最も優秀な作品として
「総裁賞」に選
ばれました。このコンクールは、全国の小・中・高校の児童・生徒を対象
に、制作過程を通じて野性鳥類についての保護思想を高めるとともに、
愛鳥週間
（毎年5月10日〜16日）
の普及啓発に努めることが目的です。
美羽さんは、
一番身近にいる
「スズメ」
をモチーフに、
「寄り添いながらお
話をしているようなイメージで描きました」
と笑顔で話してくれました。
このコ
ンクールのために、図鑑を見ながら合計７時間もかけた力作です。絵を描
くのが大好きで、
自宅でも学校でも絵を描くのに専念しており、最近はハ
ムスターや女の子の絵をたくさん描いているそうです。学校ではクラブ活
動で合唱に取り組んでおり、
１０月に発表会を終え、現在は卒業式で来賓
の方に披露するハンドベルを練習しています。将来の夢は画家などの絵
を描く仕事に就くことです。

行 人／佐藤安裕
行 日／平成31年２月13日（毎月13日発行）
集／総務部 TEL：023-623-0526 〒990-0038 山形市幸町18-20

