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上川地区農協酪農畜産対策委員会
（ＪＡ上川ビル　専務）

ＪＡ専務協議会総会・ＪＡ専務会議
（ＪＡ上川ビル　専務）

当麻神社例大祭（当麻神社　専務） 

新任監事研修（15日迄　ＪＡカレッジ　山村監事） 
第21回理事会
監査代替的調査　期中Ⅱ（30日迄）

組合のあゆみ
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次の事項が審議され提案通り承認されました。理事会報告
第21回理事会
●議案第１号　　未利用口座管理手数料制度の導入に伴う基準残高及び手数料の設定について
●議案第２号　　組合員の異動について
●議案第３号　　ＪＡグループ北海道不祥事ゼロ運動要領について

令和３年7月20日

お盆に向けて菊の出荷ピーク
　３月に定植し、夏用の白菊として評価の高い輪菊の出荷が開始と
なりました。大きな蕾を付けた白輪菊（精の一世）は目視により品質、
選花機により規格別に選花され、道内外の花き市場へと出荷され
ます。７月下旬から８月中旬のお盆に向けて菊の出荷量がピークを
迎え、お盆需要期に45万本、今年度160万本の出荷を予定して
おり、大雪の菊は10月中旬まで出荷が続きます。
　また、沖縄県花卉園芸農協とのリレー出荷を行っている、純白の
スプレー菊「マライカ」の出荷も６月21日から始まり、年間を通
し50万本の出荷を予定しております。

ソリダコの出荷・共選作業
　ソリダコの出荷が５月31日から始まり、「大雪のソリダコ」
ブランドとして、共選作業が行われております。
　お盆時期の出荷量は約10万本を予定しており、７月中旬を
ピークに９月まで出荷が続きます。

大雪の花出荷最盛期へ

牡羊座（3/21 ～ 4/19）　丁寧に積み重ねてきたことが花開きます。運勢は好調。いつもより積極的に行動するのが幸運を招く鍵
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　「花生活宣言」を行っている当麻農協では昨年に引続き、新型コロナウイルス感染症拡大により各種イベント等の延
期や縮小などの影響を受け花きの需要が低下していることから、花き消費促進を目的に６月３０日～９月下旬までの期間
窓口他５カ所に「大雪の花」を使用したアレンジ花を順次飾って参ります。

花きの産地ＪＡとしての取組み

金融部金融共済課窓口 管理部総務課

６月　開明地区 ７月　伊香牛地区

　６月から７月にかけて、女性部各支部による花壇の植え込みを実施致しました。町内の環境美化を目的とし毎年実施しており
道を通る方々の癒しになっていただければと、各部員宅で育てたベコニア、マリーゴールドなどの花を植え込み、色とりどりの花
壇が完成致しました。

ＪＡ女性部では、今後も環境美化に対する意識向上を図るとともに、女性部員の交流と和の広がりをモットーに町やＪＡ活動
に参加し、積極的な啓発活動を実施して参ります。

ＪＡ女性部　環境美化運動

　ＪＡ当麻直営農産物直売所では、旭山ポーク（製造・販売：
㈲イートン　本社：当麻町宇園別１区）の豚肉加工品取り扱い
を開始いたしました。特製のタレに漬け込んだ「トンギスカン」
やハンバーグ、バラ肉など取り揃えております。また大雪の花を
使った仏花やバラの花束、メロンも出荷が始まり農産物も豊富に
ご用意しておりますので、皆様のお越しをお待ちしています。

直売所からのお知らせ

第１回目（６月30日～７月9日）
 ・スターチス
 ・ソリダコ
 ・カーネーション（品種：モモカ・アニー）

第２回目（７月12日～26日）
 ・バラ（品種：マイガール・ボヌール・サムライ）
 ・ソリダコ

牡牛座（4/20 ～ 5/20）　ピンチに助けてくれる人が現れて、事なきを得ます。「まずい」と思ったときは早めに相談をしましょう
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　当JA直営直売所でも人気を誇る夏の味覚の一つであ
ります、当麻町特産の青肉メロン「あづまメロン」が７
月12日から出荷が始まりました。
　今年も肥大時期の昼夜の寒暖差が大きく甘く仕上がり
ました。糖度が高く美味しいと評価を得ており、今年度
は販売金額１千３百万円を目標に約4,000ケースの出荷
を予定しています。８月上旬をピークに8月下旬まで旭川
市場、札幌市場へ出荷されます。

あづまメロン初出荷
７月１２日

　当麻町牧草生産部会では、７月に入り天候に恵まれた
中、牧草の刈り取り・収穫作業が始まり一斉にトラクタ
ーが稼働いたしました。
　今年は22班体制で約450ヘクタールの牧草地をディ
スクモアで刈り倒し、テッタ―で反転させ水分を抜いた
あとロータリーレーキで集草し、ロールベーラーでロー
ル状に梱包し収穫されました。

７月9日

牧草の刈り取り・収穫作業行われる

　当麻町水稲防除連絡協議会では、稲の出穂が始まる７月
19日より無人ヘリによるいもち病や病害虫対策を目的とした、
１回目の水稲病害虫防除を開始いたしました。
　防除初日から天候に恵まれた中、早朝から一斉に各地区で
散布作業が行われ、協議会構成員により安全飛行で適正散
布に取り組んでおります。

７月19日

無人ヘリによる水稲病害虫防除開始

【各部会現地研修会・栽培講習会・出荷規格検討会】
６月29日

キュウリ部会出荷規格検討会
　集荷場１棟目にて、キュウリ部会出荷規格検討会が３部に分かれ
て開催されました。
　川上部会長の挨拶のあと、部会担当者より出荷協定事項、選
果規格の確認が行われ、特に出荷可能なＣ品規格の基準について
現物を見ながら確認を行いました。続いて、市場情勢報告では札
幌みらい中央青果㈱・大果大阪青果㈱よりリモートにて、今年の
市況・販売・各産地の状況などの報告をいただきました。

双子座（5/21 ～ 6/21）　表面的にはうまくいっていても針のむしろといったことがあるかも。人の話は最後まで聞いてきちんと対応を
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７月７日

トマト部会現地研修会・出荷規格検討会

　上田部会長より「今年も最盛期へ向かう時期がや
ってきました。このように研修会を開催する機会が少
なくなっているため、この講習会を有効に利用してい
ただきたい」と挨拶。
　サカタのタネ 池田氏より今後の栽培管理では、圃
場内の乾燥状況を把握し、天候に合わせた水分管理
や適期での追肥で草勢の維持が重要と説明がありま
した。続いて普及センターより、これまでの気象経過
の報告や今後発生に注意すべき病害虫の確認と防除
対策が呼び掛けられました。
　続いて出荷規格検討会では、部会担当者より申し
合わせ事項、出荷協定、出荷規格について説明がな
され、あわせて市場情勢報告も行われました。

７月６日

キュウリ部会現地研修会

　始めに川上部会長より「これから最盛期に入ります
が、病害虫の発生も多くなる時期となりますので今
回の研修会でしっかり勉強していただければ」と挨拶
のあと、㈱埼玉原種育成会 森田氏より今後の栽培管
理として、成り疲れ対策・草勢維持・込み合い調整・
病害虫対策・高温・低温対策と当面の注意点につい
て講習が行われました。続いて普及センターより、こ
れから病害虫の発生しやすい環境になってくるため圃
場を良く観察し、早期防除に努めること、また褐斑病
やべと病等の被害は草勢が衰えた時に発生しやすい
ので、適正な灌水、追肥で草勢維持に努めることも
大切と説明がありました。

場所：集荷場２棟目
講師：イノチオ精興園㈱　和田氏
　　　普及センター

場所：宇園別２区　辻　和博さん宅圃場
講師：㈱埼玉原種育成会　森田氏（リモート）
　　　普及センター

場所：宇園別３区　上田部会長宅圃場
講師：サカタのタネ　池田氏
　　　普及センター

７月２日

当麻町花き生産組合 菊班　出荷規格検討会・栽培講習会

　お盆需要期の出荷最盛期を目前に控え、菊班出荷規格検討会・
栽培講習会が開催され、班担当者より出荷要領、申し合わせ事項、
出荷規格、品質基準の説明のあと販売情勢報告が行われました。
　続いてイノチオ精興園㈱ 和田氏より、今年は８月上旬まで虫の
被害が拡大するため、ガ・ダニ・スリップス・アブラムシ全てに注
意することが呼び掛けられ、効果のある殺菌剤と殺虫剤の講習が
なされました。次に普及センターより、これまでの気象経過やこれ
からの３か月予報を元に、今後特に注意が必要な灰色かび病・白さ
び病・害虫の伝染経路と発生環境について説明がありました。

蟹座（6/22 ～ 7/22）　計画、予定にあまりこだわらず臨機応変に。楽しいことは身近にあります。買い物はリストを作って出掛けて
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５棟目：ミニトマト 育苗ハウス：ミニトマト隔離栽培

７月１６日

当麻町花き生産組合 洋花班　出荷規格検討会
　集荷場２棟目にて、洋花班出荷規格検討会が開催されまし
た。始めに土井班長より「本年も大雪の花ブランドの名に恥
じないような花の出荷をお願いします」と挨拶のあと、班担
当者より出荷要領、申し合わせ事項、出荷規格、品質基準に
ついての説明と現物を見ながら花の切り前について確認し、
秀品率向上のため統一徹底が呼び掛けられました。続いて普
及センターより、気象経過報告のあと今後注意する病害虫と
防除対策について周知がなされました。

７月１４日～16日

でんすけ部会目慣らし会
　ハウス栽培での出荷がピークを迎え、露地
栽培での出荷が開始となることから、出荷規
格統一を目的とした目慣らし会が、集荷場３
棟目にて開催されました。部会担当者より出
荷要領・協定・出荷規格の再確認を行い、
これからの最盛期に向けて出荷に当たっての
注意点が説明されました。

１棟目：きゅうり ３棟目：でんすけすいか

野菜出荷最盛期 【各選果施設の様子】

獅子座（7/23 ～ 8/22）　注目されることが多く大活躍の月。それだけに忙しく大変ですが全力投球で頑張れば周囲からの応援も。充実のとき
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消火器の巡回サービス消火器の巡回サービス消火器の巡回サービス消火器の巡回サービス

資材課よりお知らせ

　ご自宅または農舎などに設置されております消火器につきまして、下記商社
にご協力いただき点検のため巡回実施致します。万一の事故に備え、是非この
機会に万全の態勢を整えていただきたくよろしくお願い致します。
　なお、消火器はどのメーカーのものでも点検致します。

【資材店舗】
8月14日（土）休業
8月15日（日）休業
8月16日（月）平常通り営業

【給油所】
　♢市街スタンド
8月15日（日）平常通り営業
8月16日（月）平常通り営業

　♢宇園別スタンド
8月15日（日）休業
8月16日（月）平常通り営業

　尚、巡回の際にはＪＡ発行の巡回許可証を携帯しお伺い致します。
　不明な点がございましたら、ＪＡ当麻資材課までご連絡下さい。

ＪＡ当麻　営農部　資材課　ＴＥＬ：８４－２６００

― お盆休みについて ―

　資材課では下記の通り資材課店舗の営業時間を変更致します。
　ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

営農資材センターの８月営業時間について

巡　回　期　間　： 令和３年８月中旬～９月上旬迄
協　力　商　社　： 丸興商事株式会社　旭川支店

8月
日 月 火 水 木 金 土

休　　業

休　　業

休　　業

休　　業

休　　業

通常営業 午前営業
8：30～17：00 8：30～12：00

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

午前営業 休　　業
8：30～12：00

通常営業
8：30～17：00

通常営業 午前営業
8：30～17：00 8：30～12：00

通常営業 午前営業
8：30～17：00 8：30～12：00

午前営業 中間棚卸の為
（午前）臨時休業8：30～12：00

中間棚卸の為
（午後）臨時休業

午後営業
13：00～17：00

乙女座（８/23～９/22）　どんなときにも誠意を忘れずに。あなたの真心は相手に届きます。けんか腰の態度は争いを招くだけなので自重して
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葉面散布資材のご紹介　⇒　栽培中期～後期にかけての使用がお奨めです！！
着果（着花）促進、着色促進、糖度向上、窒素過多抑制等に効果が期待できる資材の一部をご紹介致します。

資材課よりお知らせ

三要素の供給と併せて
微量要素を供給！！

「クロロゲン（黄色）」
散布倍率　　　：

参考価格（税込）：

500～1,000倍

2,150円/1ℓ
17,930円/10ℓ

フルボ酸配合により
リン酸の利用効率向上！！

「ライフイン」
散布倍率　　　：

参考価格（税込）：

200～400倍

4,400円/5ℓ

亜リン酸カリ液肥
発根・肥大促進！！

「ホストップ」
散布倍率　　　：

参考価格（税込）：

500～1,000倍

2,849円/1ℓ

亜リン酸苦土液肥
代謝、光合成促進！！

「ホスマグ」
散布倍率　　　：

参考価格（税込）：

500～1,000倍

2,772円/1ℓ

☆亜リン酸とは、通常のリン酸より分子量が小さく吸収・体内移行が早い特徴があります。
　また、土中での通常のリン酸より固定されにくい傾向にあります。

窒　素 リン酸 加　里 苦　土 マンガン ホウ素
1％ 3％ 4.5％ 2％

鉄 銅 亜　鉛 モリブデン
0.10％ 0.05％ 0.05％ 0.20％

窒　素 リン酸 加　里 カルシウム
1％ 10％ 6％ 7％

窒　素 リン酸 加　里
0％ 25％ 20％

窒　素 リン酸 加　里 苦　土
1％ 7％ 0％ 5％

1％ 0.20％

※リン酸は 100％亜リン酸

※リン酸は 100％亜リン酸

天秤座（９/23～ 10/23）　心配のし過ぎは禁物です。運勢は良好。始めてみれば意外になんとかなることが多いはず。協力者を募りましょう
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　今年の水稲生育状況として、田植え時期以降は曇天が続いた
ものの、その後天候が回復し、生育が順調に推移しており、草丈・
葉数・茎数は平年よりやや多い生育であるとのことであります。
　生育に合わせた栽培管理を行い、良質米生産に努めましょう。
登熟期間前半の管理
　稲が出穂して成熟期になるまでの期間を登熟期間といい、開
花受精した玄米が生長する時期です。
　登熟期間に土壌水分が不足すると、登熟不良による収量低下
や品質の低下（形質・充実度不足、乳白・腹白粒）を招きやすいので、
登熟期間の水管理は、圃場内の土壌水分を観察しながら週間予報を参考にしてきめ細かく行う必要があり
ます。

①出穂確認後は浅水管理または間断灌漑を行いましょう。この時期はしっかり土壌水分を保持すること
が重要となります。排水良好田は、少なくとも出穂後25日前後まで、間断灌漑を励行しましょう。

②出穂期後も田面が柔らかく乾きにくい圃場は、出穂期に落水して根の活力を維持させましょう。ただ
しひび割れが入る前には隔日に走水管理を行いましょう。

③登熟に好適な気温は日中20～25℃、夜間は14～16℃です。適温内で温度が高いほど登熟は進みますが、
日中29℃以上、夜温23℃以上が5日以上続くと、乳白粒や腹白粒の発生を招き、玄米品質の低下が
懸念される為、週間予報で高温が続く場合は、土壌水分の保持に加え、灌漑水のかけ流しを行いましょ
う。

登熟期間後半の管理（落水期・走水管理について）
　水稲は穂ぞろい性が均一でなく、籾の着生位置によって登熟進度が異なるので、成熟期直前まで土壌か
らの水分が必要です。また収穫に向け地耐力向上を目的とした水管理に移行しますが、落水時期が早すぎ
ると収量に大きく影響します。収量・品質を損なわない土壌水分の保持が重要です。

①落水は玄米形成がほぼ完了する「穂かがみ期」（出穂後25日前後）以降に行いましょう。
②排水不良田の落水は出穂期に行いますが、土壌の乾かし過ぎには十分注意し、大きなひび割れが入る

前に走水管理を行いましょう。
③土壌表面が乾燥し大きなひび割れが入ると、根が切れて水稲の給水力が低下し、登熟が悪くなるだけ

でなく、心白粒・腹白粒・乳白粒の発生が助長され、収量・品質が低下される為、収穫10日前後ま
では大きなひび割れが入らない様、走水管理を行いましょう。

［きゅうり］ 栽培管理

～成り疲れ対策～
　尻太果　原因～

・株として働きが弱い。（草勢不足）
・曇天が続き、ある程度湿度があって果実肥大が早い時期に発生しやすい。（日照不足）
・栄養不足、肥切れ　　・ミツバチによる受精

　対策～
・草勢に応じた摘葉　・栄養補給（追肥）

液肥対応……窒素成分で１㎏以下/10a　※少量多回数
収量500 ～ 600㎏/10a毎に対応
液肥に発根剤を加えて対応　また、窒素量が多くなり過ぎないよう注意

葉面散布……根が弱っている時や日照不足対応
アミノ酸、核酸等が含まれているものを使用

～斑点細菌病対策～
・お盆過ぎ頃の夜温の低下による昼夜の寒暖差や多湿になると発生しやすくなります。葉が混んでくると

葉の蒸散によって湿度が高くなることから通路潅水については葉の湿り具合を見た中で対応しましょう。
昨年、一昨年と発生した圃場については、早めの防除をしましょう。

防除例　キノンドーフロアブル　1,200 ～ 1,500倍
　　　　カスミンボルドー　　　1,000倍+バイカルティ　混用　1,000倍

　　　　（バイカルティについては銅剤による薬害軽減 の為）

水 稲 編

施設園芸編

蠍座（10/24 ～ 11/22）　困難な状況がありますが、それを超えるきっかけも得られるとき。問題に向き合って。運勢は下旬から回復へ
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［トマト・ミニトマト］栽培管理について
８月に入り、裂果が増えてくる時期になりましたの
で今後の管理は以下の点に注意して行って下さい。
裂果予防として・・・
・着色が進み収穫が遅れると裂果の割合が増加しま

すので収穫遅れの無いよう注意しましょう。
・極端な乾燥や多湿を避けるよう、少量多回数潅水

を行って下さい。
・裂果を軽減させる資材（グリーンステムやサカタ

ＧＢ液肥）を潅水または葉面散布で使用するのも
効果的です。

摘芯について・・・
・摘芯する際は、生長点（上位側枝）を数本残し

て下さい。（お盆頃に目安）
　理由として、上部の果実の日焼け防止と生長点

を失うと根の成長も止まってしまう為です。ま
た摘芯の遅れは９月以降の果実肥大に大きく関
わります。

　玉肥大を促すためにも遅れないように注意しま
しょう。

※病害虫の防除は引き続き定期的に行い、最後ま
で製品率向上を目指しましょう。

［葉 菜 豆］ 栽培管理について
葉菜類については、８月も高温の日が多くなるこ
とが懸念されますので、害虫対策と株元のトロケ
に十分注意しましょう。害虫は発芽後、子葉が開
いた頃から既に発生することもあります。早めの
防除を心掛けましょう。
株元のトロケの対策としては、収穫１週間前には
潅水を控えること、収穫後も早めに納屋などの涼
しい場所に移して箱詰めをお願いします。
○病害虫防除
　小松菜、水菜
　・コナガ、ヨトウムシ
　　アファーム乳剤　2,000倍
　チンゲン菜、水菜
　・コナガ、アオムシ
　　アファーム乳剤　2,000倍
　ほうれんそう
　・ハスモンヨトウ
　　アファーム乳剤  2,000倍
　　プレバソンフロアブル５ 2,000倍　
　さやインゲン
　・ハダニ
　　コテツフロアブル　2,000倍
　・アザミウマ類
　　モスピラン水溶剤　4,000倍
　・灰色カビ病
　　セイビアーフロアブル20　1,000 ～1,500倍

菜豆については、スイカ後作のモロッコインゲン
の作付が始まっています。
高温により、ハダニやスリップスの発生も多くなっ
てくる事と思いますので、適宜防除に努めましょ
う。

※上記を参考に農薬ラベルを必ず確認し、栽培作物
に合った薬剤使用をお願い致します。

［南　　瓜］ 栽培管理について
　今後については以下の点に注意して下さい。
【収穫時の目安】
・開花後50日前後。
・収穫時の糖度11度前後（風乾後には更に糖度が

上がります）
・コルクに縦割れが入り、その後横割れが２～３本

入る。
　※収穫に入る前に試し切りを行い、果実の充実具

合を確認してから収穫をお願い致します。
　なお、収穫作業が近づいておりますが、６,７

月がずっと高温であった為、今後も日焼け対策
をしていきましょう。天候には十分注意して作
業にあたって下さい。

【風乾について】
・日射の入らない風通しの良い場所で行う。（扇風

機等で風をまわす事で更に乾きが早まり、腐り
ずらくなります。）

・10～14日程度かけて確実に乾かす。（果梗、へ
たが完全に乾いていない果実は箱詰め後に腐敗
する可能性が高まります）

［輪菊・SP菊］ お盆明け以降の管理について
≪灰色かび病について≫

お盆明け以降は日に日に気温が低下していきます。
精の一世については特に灰色カビ病の発生が懸念
される時期です。
定期的な防除の実施をお願いします。特に摘蕾や
芽かき等の管理作業後は必ず実施して下さい。

【使用薬剤例】
セイビアーフロアブル20 1,000倍　　予
フルピカフロアブル　 2,000～3,000倍　　予
ファンタジスタ顆粒水和剤 3,000倍　　予治

薬斑防止の為、展着剤を加用する。
耐性菌の対策として薬剤のローテーション散布を
行って下さい。
また、シェード期間中期以降(草丈70㎝以上ごろ)
から耕種的防除が最も重要な時期となってきます。
シェード横を30cm程度すかすなどして夜間の施
設内温度を上げない工夫をすることや、圃場内及
び周辺の雑草防除を徹底する等、病害虫が発生し
にくい環境づくりを心掛けましょう。
≪害虫について≫

発雷時期にスリップス・ダニの加害が増えてくる時
期です。
定期的な防除をお願いします。
害虫は、ホリバー等を使用して発生予察を行うこ
とで効率的な防除が実施されます。青色はスリッ
プス予察、黄色はアブラムシ予察。
≪マライカについて≫

葉焼け防止として少量多回数の潅水、定期的にカ
ルシウム資材の葉面散布を行う。
シェード、消灯開始までに十分な草丈確保の為、
ジベレリン（25ppm）の散布も検討する。

病害虫の防除を徹底し、最後の一本まで出荷をお
願いします。

射手座（11/23 ～ 12/21）　良い結果が出る一方で、問題も持ち上がりそう。忙しく動き回っていればなんとかなります。前向きに捉えて
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タテのカギ ヨコのカギ
鉱石を高温でドロドロにする装
置。高炉とも呼ばれます
川や池の土手のこと
信号機で「止まれ」を示す色
家屋を壊して新しく造り直すこと
墨も料理に利用する魚介
大きな魚はこの形でパック詰め
されていることが多い
令和３年のーー日は８月８日。国民
の祝日です
ねぶた祭で知られる県
「五七五七七」などの形式で作ら
れます
飛行機で人や荷物を運ぶこと
井戸端会議中に楽しむもの

2

5
7
8
10
12

14

16
18

20
21

1
2

3
4
6
9

11
13
15
17
19

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？

頭の体操

7月号の答えは…

サ ン ダ ル

カ
ス
ミ

ゲ
コ
ウ

サ
イ

ネ
ン
ダ
イ

カ
イ
コ

マ
ン

ヨ

タ
メ
シ

ク

ウ
ミ

イ
ツ
サ

カ
ン
ザ
シ

ザ
ル

イ
ト
コ

チ
エ
ス

1

2

3

4

8

9

10

11

5

6

7

14

15

16

17

12

13

21

18

19

20

C

A

B

E

D

最低気温が25度以上の夜のこと
寺子屋では字のーーやそろばんを
教えました
地球の中心部にあります
長良川で有名な伝統漁法
親戚のーーを頼って仕事に就いた
高速道路のサービスーーで一休み
した
親潮は千島ーーとも呼ばれます
帰る客を玄関までーーに行った
力士が腰に締めます
割、分、厘の次
虫が入ってこないように布団の周
りにつるします

1

2

3

4

5

8

9

10

6

7

14

15

16

17

11

12

13

22

23

18

19

20

21

B

C

A

D

A B C D

山羊座（12/22 ～ 1/19）　あまりやきもきせずに様子を見ていましょう。自然と良い流れが生まれてきます。計画の準備は入念に。買い物が吉
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このような事故が保障されます。
　☆事故修理に併せて事故と因果関係のない消耗部品の交換等を行う場合、事故修理にか

かる費用のみが保障の対象となります。
　☆車両保障において、※分損となる場合には、修理費のうち１万円を自己負担（免責）し

ていただきます。（※分損：修理費の額が契約申込時の評価額（共済価額）未満となる場合）
＜お支払いする主な損害＞
□　コンバイン運行中の事故により他人を死傷させてしまった。（対人賠償責任条項）

□　コンバイン運行中の事故により他人の車や物を壊してしまった。（対物賠償責任条項）

□　コンバイン運行中の事故によりご自身やご家族が死傷してしまった。

　　 （人身傷害保障条項、傷害定額給付条項）

□　偶然な事故によりコンバインに損害が生じてしまった。（車両条項）

【車両条項において保障の対象となる事故の例】
　＊衝突・接触・墜落・転覆・物の飛来・物の落下等の偶然な事故により生じた損害。

　＊火災・爆発・台風・洪水・高潮等の偶然な事故により生じた損害。

このような事故は保障されません。
＜お支払いできない主な損害＞
□　ご契約者、被共済者またはこれらの方の法定代理人が故意に損害または傷害を生じさせた。

□　地震もしくは噴火またはこれらによる津波により損害または傷害が生じた。

□　ご家族を死傷させてしまった。（対人賠償責任条項）※人身傷害保障条項において保障

□　ご自身やご家族の財物に損害を与えてしまった。（対物賠償責任条項）

□　ご契約者が法令に定められた運転資格を持たずに運転、または、酒気帯び運転している間に

損害が生じた。（車両条項、人身傷害保障条項、傷害定額給付条項）

【車両条項において保障の対象とならない事例】
　＊車両に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗。

　＊故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない車両の電気的または機械的損害）。

※共済金のお支払をした場合、翌年のご契約、または同一車種の新規ご契約の際に適用される割増・割引等
級が、事故件数１件につき３等級下がります。事故の内容によっては、お支払する共済金の額を掛金の上
昇額が上回るケースもありますので、事故に遭われた際にご相談ください。（一部事故を除きます。）

事故が発生した場合は、その場でＪＡもしくはフリーダイヤル安心サービス
０１２０－２５８－９３１（　　　　）までご通知ください。２４時間

３６５日
ジ コ は ク ミアイ

当チラシは、主な保障内容をご紹介したものです。事故にかかるお支払の可否は、実際

の事故状況等を調査のうえ判断いたします。

※『コンバイン共済』はこのプランの愛称です。ご契約い
ただく仕組みは自動車共済です。
※この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっ
ては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧下さい。
　また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情
報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧下さい。

お問い合わせは

当麻農業協同組合
金融共済課共済係

℡ ０１６６－８４－２１２４
21011125043使用期限：令和４年３月31日まで

コンバイン共済
コンバインの使用を前に、車両の整備はお済みでしょうか？

万一の事故のために自動車共済に加入しましょう！

このような事故が保障されます。
圃場への昇降路で横転、

下敷きになってしまっ

た。

圃場へ牽引中、コンバイ

ンが横転、大破してしま

った。

コンバインに巻き込ま

れてケガをしてしまっ

た。

後方の補助作業者（他人）

をひいてしまった。

このような事故は保障されません。

無事故を継続すると最大20等級までの無事故割引等級が適用され、共済掛金が最高63％まで割り引かれます！

《ご契約例》
契約から１か月後、コンバインの使用期間が終わったため保障内容を変更した場合・・・

すり減る、さび等通常の

使用過程で生じた損害。

故障により損害が生じ

た。

コンバインの欠陥によ

り生じた損害。

ご契約者が故意に損害、

傷害を生じさせた。

コンバインにより自分の

所有物を壊してしまっ

た。

無免許、酒気帯び運転中

にコンバインに損害が生

じた。

※ 右頁を参照ください。

※ 右頁を参照ください。

（令和3年7月現在）

※ 車両保障は、コンバインの現在の価値（時価）にあわせて設定させていただきます。

円70,040
契約時掛金
（一時払）

等級　　：6D等級
対人賠償：無制限
対物賠償：無制限（免責0万円）
　　　　　対物超過修理費用保障特約：有
車両保障：200万円（免責1万円）
事故有点数適用期間：0年

人身傷害保障：無制限
　　　　　　　被共済者限定：無
傷害定額給付：死亡共済金額 1,000万円※

　　　　　　　※契約車両搭乗中以外は300万円
　　　　　　　治療共済金：倍額型
　　　　　　　被共済者限定：無

＜ご契約例の保障内容＞　農耕作業用小型特殊自動車（共済期間12か月の新規契約）

※１コンバインの使用後は対人賠償・対物賠償のみ付帯

円59,861
払戻金 ※1

円10,179
実質支払掛金

共済掛金（一時払）

水瓶座（1/20 ～ 2/18）　大きな動きのあるとき。慌てそうになったら深呼吸を。落ち着いて対処すればピンチがチャンスに変わります
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コンバイン共済
コンバインの使用を前に、車両の整備はお済みでしょうか？

万一の事故のために自動車共済に加入しましょう！

このような事故が保障されます。
圃場への昇降路で横転、

下敷きになってしまっ

た。

圃場へ牽引中、コンバイ

ンが横転、大破してしま

った。

コンバインに巻き込ま

れてケガをしてしまっ

た。

後方の補助作業者（他人）

をひいてしまった。

このような事故は保障されません。

無事故を継続すると最大20等級までの無事故割引等級が適用され、共済掛金が最高63％まで割り引かれます！

《ご契約例》
契約から１か月後、コンバインの使用期間が終わったため保障内容を変更した場合・・・

すり減る、さび等通常の

使用過程で生じた損害。

故障により損害が生じ

た。

コンバインの欠陥によ

り生じた損害。

ご契約者が故意に損害、

傷害を生じさせた。

コンバインにより自分の

所有物を壊してしまっ

た。

無免許、酒気帯び運転中

にコンバインに損害が生

じた。

※ 右頁を参照ください。

※ 右頁を参照ください。

（令和3年7月現在）

※ 車両保障は、コンバインの現在の価値（時価）にあわせて設定させていただきます。

円70,040
契約時掛金
（一時払）

等級　　：6D等級
対人賠償：無制限
対物賠償：無制限（免責0万円）
　　　　　対物超過修理費用保障特約：有
車両保障：200万円（免責1万円）
事故有点数適用期間：0年

人身傷害保障：無制限
　　　　　　　被共済者限定：無
傷害定額給付：死亡共済金額 1,000万円※

　　　　　　　※契約車両搭乗中以外は300万円
　　　　　　　治療共済金：倍額型
　　　　　　　被共済者限定：無

＜ご契約例の保障内容＞　農耕作業用小型特殊自動車（共済期間12か月の新規契約）

※１コンバインの使用後は対人賠償・対物賠償のみ付帯

円59,861
払戻金 ※1

円10,179
実質支払掛金

共済掛金（一時払）

魚座（2/19 ～ 3/20）　飛び込みでいろいろ頼られそう。効率のいいやり方を提案すると喜ばれます。グループ内ではサポートに徹して
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令和3年度 JA当麻　野菜集荷場 受入カレンダー

の印は受け入れ休みとなりますので、ご協力をお願い致します。
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◆オリンピックはご覧になりましたか？自国開催
のため日中各局で様々な競技を見ることができ
ましたよね。今年の開催にあたっては賛否あっ
た大会でしたが、開会したのなら応援しようと
思いました。
◆ちょうどこの８月号を作成している時期です。
たまたま見たテレビ局が柔道を放送していて1回戦から見たのが阿部兄妹選
手の試合でした。あまり詳しくはなかったのですが「兄妹での同日金メダル」
と騒がれていたので、２人とも決勝で戦っている際はドキドキしながら見て
いました。開会式の入場曲・ドローンの演出、日本の選手がメダルを獲った
瞬間など久しぶりに感動して、見ることができてよかったです。

（井上）

お盆に伴う休業・執務時間の変更について
【事務所関係】
　８月15日（日）……休業
【現金自動預払機（ATM）】
　８月15日（日）……休業
【米　穀　係】
　８月15日（日）……休業

８月16日（月）……平常通り営業

８月16日（月）……平常通り営業

８月16日（月）……平常通り営業

ピクトグラム演出も面白かったです
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