
いきいきの秘訣
！

教えてください！

　JAふくしま未来　安達地区バレーボール部は、旧JAみ
ちのく安達バレーボール部が合併により、名称が変わりまし
た。JAみちのく安達以前にも、それぞれが活動をしていて、
合併するたびに名称が変わり、今に至ります。
　活動の目的は、バレーボールを通して職員同士のコミュ
ニケーションを図ることです。和気あいあいと楽しく活動しな
がら、大会で結果を残すことを頭の片隅に入れて活動をし
ています。一番の優先事項は、楽しむことです！！！
　バレーボール部の活動は、JA職員連盟大会前の約1か
月前から、週1，2回、近くの体育館を借りて練習をしていま
す。練習時間は仕事終わりの19時から21時までなのです
が、業務や家庭の都合があ
り、なかなか人数が揃って練
習することができないので、男
子部員の力も借りながら、密

度の濃い練習をするよう心がけています。
　メンバーは、安達地区所属の職員とそうま地区所属
の職員（1名）です。選手層は、10代から40代と幅広く、
世代の垣根を超えたバランスのいいチームです。現役
引退された先輩方に、監督・コーチをお願いしています。
　活動していて良かったと思うことは、バレーボールが
きっかけで他部署の職員との交流ができ、輪が広がっ
たことです。また、4年前に岩手県で開催された東北三
県大会では、みんなで温泉に泊まり、参加した大会でも
優勝できたことが、とても思い出に残っています。

　来年のJA職員連盟大会連覇と、東北三県大会での
優勝を目標に掲げ、今後もケガすることなく、活動してい
きたいです。また、JAふくしま未来の名を背負っていると
いう自覚を持ちながら、バレーボールを通してJAのPRに
も努めていきたいと思っています。

今回は、

ふくしま未来農業協同組合
女子バレーボール部
にお伺いしました。

　JAふくしま未来　安達地区バレーボール部は、監督1
名・コーチ1名・マネージャー1名・プレーヤー10名で活動し
ています。
　新入部員を大募集しておりますので、是非ともお願いいた
します！！

第50回 JA福島県職員連盟女子バレーボール大会 優勝

第18回 東北三県職員連盟女子バレーボール大会 準優勝

お問い合わせ先は JAふくしま未来 二本松支店  渡辺
TEL： 0243－23－2815

主な内容
○共助会からのお願い
　・医療給付金の請求について他
○共助会からのお知らせ
　・PET検診助成給付金について
○共助会 会員マイページをご活用ください！！
○令和3年度事業実施報告
○出産おめでとう！！
　（㈱JAライフクリエイト福島、㈱JA会津よつば総合サービス）
○クイズコーナー

共助会たより✚プラス
○令和4年度 JA福島県職員連盟各種大会結果のご報告
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　病院支払分は請求金額から一部負担額（1,000円）を差し引
いて給付しております。給付対象となるのは保険適用分のみの金額で1,000円を超

えているものとなります。容器代や文書料等の保険適用外の金額は給付対象外となりますので、領収金額に保
険適用外の金額が含まれている場合は、差し引いて請求してください。調剤薬局への支払分には一部負担があ
りませんので、保険適用分の金額を請求してください。

本

　人

扶
養
者

❶ 病院分の場合 （総合病院・病院・医院・クリニック・歯科・接骨院など）

1月 2月

3月 4月

病院別 診療月別 入院・外来別 医科・歯科別患者別

だけ別

１請求
注意：一部負担額

（1,000円）以下
の医療費は請求
できません。

請求方法請求方法 ※下記に従って領収書を分けていただき、1請求ごとに医療給付金請求書を作成してください。

1ヵ月分（1日～末日）※診療科毎に分けない

1月 2月 3月 4月A薬局
福島店

A薬局
郡山店

B薬局
会津店

C薬局
白河店

1ヵ月（1日～末日）分をまとめる

請求方法請求方法 ※下記に従って領収書を分けていただき、1請求ごとに医療給付金請求書を作成してください。

❷ 薬局分の場合 （院外処方の薬局分のみ） ※院内処方でのお薬代は病院分として請求してください。・・・・

調剤薬局別 診療月別患者別

１請求
注意：調剤薬局分は一

部負担額の差し
引きはありませ
ん。金額に関係な
く請求できます。※支払日ではなく、調剤日で分ける　　

処方箋発行医療機関に関係なく
同薬局分（支店別）に分ける

医療給付金の請求について

1枚にまとめて正しく請求した場合 バラバラで請求した場合

一部負担額

1,000円
差し引き

一部負担額

1,000円
差し引き

請求書
共子さん

いいざか病院

10/25受診分

一部負担額

1,000円
差し引き

請求書
共子さん

いいざか病院

10/22受診分

請求書

共子さん
いいざか病院

10/22･25
受診分

一部負担額を多く差し引かれてしまう場合の例

例 福島共子さんがいいざか病院へ10月22日、25日通院

そ
れ
ぞ
れ
に
差
し
引
か
れ
ま
す

一部負担額
1,000円
を差し引いて
給付 領収書

共子さん

いいざか病
院

10/22受
診分

 領収書
共子さん

いいざか病院

10/25受診分

 領収書 共子さん
いいざか病院

10/22受診分

 領収書 共子さん
いいざか病院

10/25受診分

薬局分の請求方法

領収書のまとめ方について、もう一度ご確認ください

病院分の請求方法

　薬局分の請求は、同患者・同調剤月・同薬局分を１枚の請求書にまとめて作成してください。
　複数の病院で発行された処方箋でも、同じ薬局からお薬が処方された場合は、病院や病名ごとに分けない
でください。
　ただし、同じ薬局で
も支店が違う場合は、
支店ごとに分けて請求
してください。

A病院

C病院

Bクリニック

処
方
箋

処
方
箋

処
方
箋

D薬局
医　療
給付金
請求書

D薬局の請求は処方箋発行元の病院ごとに
分ける必要はありません（※病名ごとにも分けない）

一部負担額
2,000円
を差し引いて
給付

1,000円
損してしまい

ます!

共助会からのお願
い

請求方法にご注意ください

対 象 者

助成金額

対象受診期間

申請期日

共助会会員本人のみ

30,000円を限度に給付します。

令和4年4月1日～令和5年3月31日の1年間に受診したもの

令和5年4月5日（水）まで共助会必着
※期日以降の申請は受付できませんので期日厳守でお願いします。

　今年度も白河厚生総合病院でＰＥＴ検診を受けられた会員を対象に助成をしております。
　令和4年度の助成対象者は、初めて助成給付金の申請をされる方、令和元年度以前に助
成を受けた方となります。（令和2年度～令和3年度に助成を受けた方は助成対象外で
す。）
　なお、受診の申し込みについては、白河厚生総合病院 PET画像診断センターへ直接お
問い合わせください。

･ ･

ＰＥＴ検診助成給付金について

検診料を支払い
領収書を受け取る。

様式第9号 ＰＥＴ検診助成給付金申請書を作成し、領収書を添付して団体の共助会担当者を通して共助会へ申請する。
※検診料を振込みした場合は、共助会申請用としてPET画像診断センターへ領収書の発行を依頼する。

毎月5日申請締切り25日給付となる。
※令和5年3月31日までに受けた検診料の申請が令和5年4月5日の締切りを過ぎると給付となりませんのでご注意ください。

検診受診・助成給付金申請の流れ

❶ 検診申込み

❹ 助成金給付

❸ ＰＥＴ検診助成給付金申請

❷ 検診日当日

会員のみなさんの健康な毎日を応援します。

受付
ＰＥＴセンターで行います。

検査前4時間以上は絶食して来院する。
（水はかまいません）

注射
検査薬を

静脈注射する。

安静室
検査薬が全身に

集まるまで約60～ 90分
安静にする。

ＰＥＴ－ＣＴ検査
専用のカメラで写真を撮る。

約30分間です。

回復ラウンジ
検査後、回復ラウンジで休憩する。

　※結果は後日郵送で
ご自宅へお届けします。

共助会からのお知
らせ

会員本人または団体の共助会担当者から白河厚生総合病院 PET画像診断センター（TEL：0248-22-2282）へ申込みの電話をし、予約申込書
をPET画像診断センターへFAXする。後日、直接会員へ検診日の確認の電話がくる。

インフルエンザ予防接種代の
給付について

今年度もインフルエンザ予防接種代を給付いたします

お住まいの（住民登録されている）市町村から、インフ
ルエンザ予防接種代の助成がある場合は、当会へ請
求する前に申請手続きを済ませ、助成金額を差し引い
て請求してください。（※重複した給付はできません。）

※市町村の助成内容は共助会HPに随時掲載いたします。
　詳しくは各市町村へお問合せください。
　フルミスト（経鼻インフルエンザ生ワクチン）は給付対象
となりませんのでご注意ください。

❶

請求書用紙を作成する際は、必ず必要事項全てに記入して
ください。特に必須項目には必ずチェックを入れてください。

❷

4 12

23 佐 藤 太 郎

花 子長女

福 島 3

8,0003

○○○農業協同組合

11 21
2

佐
藤 

5 28 5 19

○○○
農業協
同組合

今年度接種回数にチェックを入
れてください。
（例）令和4年11月 2 日➡1回目
　   令和4年11月21日➡2回目

医療機関の窓口で支払っ
た予防接種代の合計金額
を記入してください。

令和

令和

（令和元年10月）

接種者の続柄は、子
供の場合「子」ではな
く「長男」や「長女」と
記入してください。

※1　予防接種代を金額支払後、申請手続きをすることにより助成金額分が返戻されるもの
※2　予防接種代から公費助成金額を差し引かれた金額を支払うもの

請求書記入時の注意点

当会に登録されている
住所と相違がある場合
は返送となります。

重要

例） 4,000円ー 2,000円＝2,000円
予防接種代 公費助成金額 当会給付金額

償還払い※1の場合、領収金額から
公費助成該当金額を差し引いて
給付し、現物給付※2の場合は領収
された金額を給付いたします。公
費助成に該当しない方も含め、全
員チェックを入れてください。
チェックがない場合は返送とな
ります。

白河厚生総合病院よりお知らせ
　PET－CT検診は、がんの早期発見、治療に有効な画像診断ができる検査で、がん病巣そのものを発見します。大きさが1cm程度の早期がんも検出
でき、症状が出現する前に早期がんが発見され、命を救われた方もいます。
　1回目のPET検診時点では見つからなかったがんが、数年後に大きくなって発見されることもありますので、可能な限り定期的（1～2年ごと）に
PET検診を受けることをお勧めします。
　過去に受診された方限定でリピーター割引を実施しております。ご自身とご家族のためにも、今年度、検診を受けてみませんか。

検査内容 ・PET-CT検査のみ ……………………………… 45,000円（税込）
  ➡リピーターの方 ………………………………………42,750円（税込）
・PET-CT検査＋ピロリ菌検査（便検査）……… 49,000円（税込）
  ➡リピーターの方 ………………………………………46,750円（税込）
・脳ドック（オプション）………………………… 13,200円（税込）

実施期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日まで ※受付は、定員になり次第終了いたします。

【JA福島コースリピーター割引】
2回目以降の申込みの方は

5％割引で検査が受けられます。

令和4年度 JA福島コース

最新型デジタルＰＥＴ-CT装置による検診が受けられます（画質の向上で、より小さいがんの発見が期待されます）

【お申込み・お問い合わせ】　白河厚生総合病院　ＰＥＴ画像診断センター　電話：0248－22－2282　ＦＡＸ：0248－22－2289
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対 象 者

助成金額

対象受診期間

申請期日

共助会会員本人のみ

30,000円を限度に給付します。

令和4年4月1日～令和5年3月31日の1年間に受診したもの

令和5年4月5日（水）まで共助会必着
※期日以降の申請は受付できませんので期日厳守でお願いします。

　今年度も白河厚生総合病院でＰＥＴ検診を受けられた会員を対象に助成をしております。
　令和4年度の助成対象者は、初めて助成給付金の申請をされる方、令和元年度以前に助
成を受けた方となります。（令和2年度～令和3年度に助成を受けた方は助成対象外で
す。）
　なお、受診の申し込みについては、白河厚生総合病院 PET画像診断センターへ直接お
問い合わせください。

･ ･

ＰＥＴ検診助成給付金について

検診料を支払い
領収書を受け取る。

様式第9号 ＰＥＴ検診助成給付金申請書を作成し、領収書を添付して団体の共助会担当者を通して共助会へ申請する。
※検診料を振込みした場合は、共助会申請用としてPET画像診断センターへ領収書の発行を依頼する。

毎月5日申請締切り25日給付となる。
※令和5年3月31日までに受けた検診料の申請が令和5年4月5日の締切りを過ぎると給付となりませんのでご注意ください。

検診受診・助成給付金申請の流れ

❶ 検診申込み

❹ 助成金給付

❸ ＰＥＴ検診助成給付金申請

❷ 検診日当日

会員のみなさんの健康な毎日を応援します。

受付
ＰＥＴセンターで行います。

検査前4時間以上は絶食して来院する。
（水はかまいません）

注射
検査薬を

静脈注射する。

安静室
検査薬が全身に

集まるまで約60～ 90分
安静にする。

ＰＥＴ－ＣＴ検査
専用のカメラで写真を撮る。

約30分間です。

回復ラウンジ
検査後、回復ラウンジで休憩する。

　※結果は後日郵送で
ご自宅へお届けします。

共助会からのお知
らせ

会員本人または団体の共助会担当者から白河厚生総合病院 PET画像診断センター（TEL：0248-22-2282）へ申込みの電話をし、予約申込書
をPET画像診断センターへFAXする。後日、直接会員へ検診日の確認の電話がくる。

インフルエンザ予防接種代の
給付について

今年度もインフルエンザ予防接種代を給付いたします

お住まいの（住民登録されている）市町村から、インフ
ルエンザ予防接種代の助成がある場合は、当会へ請
求する前に申請手続きを済ませ、助成金額を差し引い
て請求してください。（※重複した給付はできません。）

※市町村の助成内容は共助会HPに随時掲載いたします。
　詳しくは各市町村へお問合せください。
　フルミスト（経鼻インフルエンザ生ワクチン）は給付対象
となりませんのでご注意ください。

❶

請求書用紙を作成する際は、必ず必要事項全てに記入して
ください。特に必須項目には必ずチェックを入れてください。

❷

4 12

23 佐 藤 太 郎

花 子長女

福 島 3

8,0003

○○○農業協同組合

11 21
2

佐
藤 

5 28 5 19

○○○
農業協
同組合

今年度接種回数にチェックを入
れてください。
（例）令和4年11月 2 日➡1回目
　   令和4年11月21日➡2回目

医療機関の窓口で支払っ
た予防接種代の合計金額
を記入してください。

令和

令和

（令和元年10月）

接種者の続柄は、子
供の場合「子」ではな
く「長男」や「長女」と
記入してください。

※1　予防接種代を金額支払後、申請手続きをすることにより助成金額分が返戻されるもの
※2　予防接種代から公費助成金額を差し引かれた金額を支払うもの

請求書記入時の注意点

当会に登録されている
住所と相違がある場合
は返送となります。

重要

例） 4,000円ー 2,000円＝2,000円
予防接種代 公費助成金額 当会給付金額

償還払い※1の場合、領収金額から
公費助成該当金額を差し引いて
給付し、現物給付※2の場合は領収
された金額を給付いたします。公
費助成に該当しない方も含め、全
員チェックを入れてください。
チェックがない場合は返送とな
ります。

白河厚生総合病院よりお知らせ
　PET－CT検診は、がんの早期発見、治療に有効な画像診断ができる検査で、がん病巣そのものを発見します。大きさが1cm程度の早期がんも検出
でき、症状が出現する前に早期がんが発見され、命を救われた方もいます。
　1回目のPET検診時点では見つからなかったがんが、数年後に大きくなって発見されることもありますので、可能な限り定期的（1～2年ごと）に
PET検診を受けることをお勧めします。
　過去に受診された方限定でリピーター割引を実施しております。ご自身とご家族のためにも、今年度、検診を受けてみませんか。

検査内容 ・PET-CT検査のみ ……………………………… 45,000円（税込）
  ➡リピーターの方 ………………………………………42,750円（税込）
・PET-CT検査＋ピロリ菌検査（便検査）……… 49,000円（税込）
  ➡リピーターの方 ………………………………………46,750円（税込）
・脳ドック（オプション）………………………… 13,200円（税込）

実施期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日まで ※受付は、定員になり次第終了いたします。

【JA福島コースリピーター割引】
2回目以降の申込みの方は

5％割引で検査が受けられます。

令和4年度 JA福島コース

最新型デジタルＰＥＴ-CT装置による検診が受けられます（画質の向上で、より小さいがんの発見が期待されます）

【お申込み・お問い合わせ】　白河厚生総合病院　ＰＥＴ画像診断センター　電話：0248－22－2282　ＦＡＸ：0248－22－2289
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共助会 会員マイページをご活用ください！！

2,537人

2,096人

 計 4,633人

退職互助医療保険契約者会員数退職互助医療保険実績

円101,709,291 円給付額合計 給付額合計 288,816,647 円

共助会総合保険実績
医療給付金
67,557件 241,252,381円

脱退給付金
5件 1,344,266円

結婚給付金
98件 1,960,000円

出産給付金
188件 3,800,000円

療養給付金
56件 560,000円

死亡給付金
13件 530,000円

健康管理活動助成
6,729名 35,140,000円

ＰＥＴ検診給付金
141件 4,230,000円

医療給付金 26,303件 100,916,797円
解約返戻金 3件 392,494円

香典 40件 400,000円

令和3年度の決算が承認されましたので、概要をお知らせします。
令和3年度事業報告および決算の詳細はホームページをご覧ください。令和3年度事業実施報告（令和4年3月31日）

共助会総合保険　会員数・被扶養者数
加入団体55団体 契約者会員6,852人 被扶養者4,787人

退職互助医療保険　積立会員数

加入団体53団体 3,750人現職会員
積立者 427人現職会員

積立満了者 1,067人現職会員
積立待機者

現職総会員数  計 5,244人

本人 

配偶者

契約者会員数

そんなお悩みをすぐに解決してくれるのが、「会員マイページ」です！！

　会員マイページとは、ID（会員コード）・パスワードでログインし、ご自身で給付状況や会員情報をご確認いただ
けるインターネットサービスです。事前にご登録手続きをしていただくことで無料でご利用できますので、この機
会にぜひご登録ください。

こんなことを確認できます！！

● 医療給付金給付状況の
　 照会

● 会員情報の照会

Q 何月分まで請求したのかな？
Q ○○病院の○月分はいくら給付になったのかな？
Q 先日提出した請求書は受付されたのかな？
Q 今の会員台帳はどのように登録されているのかな？
　（住所・振込口座・加入健康保険など）
Q 今まで受けた給付金の累計額は？

共助会を
ご利用の皆さま、
こんなお悩み
ありませんか？

【医療給付金の明細照会】
さまざまな条件で給付明細を
照会することができます！！

スマートフォンや
タブレットでも
見やすい画面に

リニューアルしました！！

スマートフォンや
タブレットでも
見やすい画面に

リニューアルしました！！

● 医療給付金の明細照会

○○○○診療所

【99999999999】

○○　○○（本人）
○○○○診療所：外来

【99999999999】

○○　○○（本人）
○○○○薬局：外来

●●おめでとう！！出 産
出産給付金を給付させていただきました会員の方のお子様をご紹介いたします。

㈱JA会津よつば総合サービス
　　　　清野　　淳 様

● お子様の名前の由来を教えてください。
8月15日（お盆）に産まれたので、夏と風鈴の涼や
かなイメージが思いうかび、鈴のような音色の声
で、周りを心地好くしてくれる子になってほしいと思
い名付けました。

● お子様に一言お願いします。
1カ月早く産まれたけど、元気に大きく成長してくれ
てありがとう。

● お子様の名前の由来を教えてください。
「壮大」「太い綱」の意味がある「紘」に、
ずっと「輝」いてほしいという願いを込めて
名付けました。

● お子様に一言お願いします。
生まれてきてくれてありがとう。
お兄ちゃんと元
気に楽しくいっ
ぱい遊ぼうね！

こうき

8月に、めでたく長女 夏鈴ちゃんが
誕生されました。

かりん

8月に、めでたく二男 紘輝くんが
誕生されました。

㈱JAライフクリエイト福島
　　　　物江　洋太朗 様
　　　　物江　愛　美 様

お兄ちゃんと遊ぶの楽しみ
！！

紘輝くん
こうき

夏鈴ちゃん
かりん

みんなを和ませるよ♡
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● お子様の名前の由来を教えてください。
8月15日（お盆）に産まれたので、夏と風鈴の涼や
かなイメージが思いうかび、鈴のような音色の声
で、周りを心地好くしてくれる子になってほしいと思
い名付けました。

● お子様に一言お願いします。
1カ月早く産まれたけど、元気に大きく成長してくれ
てありがとう。

● お子様の名前の由来を教えてください。
「壮大」「太い綱」の意味がある「紘」に、
ずっと「輝」いてほしいという願いを込めて
名付けました。

● お子様に一言お願いします。
生まれてきてくれてありがとう。
お兄ちゃんと元
気に楽しくいっ
ぱい遊ぼうね！

こうき

8月に、めでたく長女 夏鈴ちゃんが
誕生されました。

かりん

8月に、めでたく二男 紘輝くんが
誕生されました。

㈱JAライフクリエイト福島
　　　　物江　洋太朗 様
　　　　物江　愛　美 様

お兄ちゃんと遊ぶの楽しみ
！！
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こうき

夏鈴ちゃん
かりん

みんなを和ませるよ♡
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ＪＡ福島県職員連盟
各種大会結果のご報告
ＪＡ福島県職員連盟
各種大会結果のご報告

令和
4年度

　今年度も当連盟の大会へ多くの盟友にご参加いただきありがとうございました。
　毎回、「職連にゅーす」にて大会結果をご報告しておりますが、今年度最後の大会結果をまとめてご報告いたします。
　令和5年度も多くのご参加をお待ちしております！！
※令和5年度の各種大会日程等が決まりましたら、共助会ＨＰに掲載いたします。

① 開催日
② 開催場所
③ 参加者数
　  （チーム）
④ 大会成績

【第39回】男子
【第51回】女子 バレーボール大会

④＜男子の部＞
優　勝／ＪＡ福島中央会・全農福島合同　
準優勝／ＪＡ夢みなみＢ

最優秀選手賞 ――――――――――
湯田　健成（ＪＡ福島中央会・全農福島合同）

敢闘賞 ―――――――――――――
佐久間 泰則（ＪＡ夢みなみＢ）

①6月18日（土）　②田村市総合体育館（田村市）　③男子4チーム・女子4チーム
<女子の部>
優　勝／ＪＡふくしま未来
準優勝／ＪＡ福島さくら

最優秀選手賞 ――――――――――
青栁　由美（ＪＡふくしま未来）

敢闘賞 ―――――――――――――
荒木　七海（ＪＡ福島さくら）

①7月2日(土)
②十六沼公園体育館（福島市）
③27名（5団体）
④＜男子シングルス戦の部＞
優　勝／原　　　亨（ＪＡふくしま未来）
準優勝／宮　　佑介（ＪＡふくしま未来）

＜男子シングルス戦の部(30歳以上)＞
優　勝／佐藤　大介（ＪＡ会津よつば）
準優勝／中塚　大樹（ＪＡ全農福島）

＜男子シングルス戦の部(40歳以上)＞
優　勝／三浦　　崇（ＪＡ会津よつば）
準優勝／佐々木　忍（ＪＡふくしま未来）

【第46回】 卓球大会

＜男子シングルス戦の部(50歳以上)＞
優　勝／志賀　弘紀（ＪＡふくしま未来）
準優勝／渡部　俊男（ＪＡ全農福島）

<女子シングルス戦の部>
優　勝／水野 あかね（ＪＡ夢みなみ）
準優勝／安部　幸枝（ＪＡ会津よつば）

＜壮年女子シングルス戦の部＞
優　勝／詍耕　直美（ＪＡ会津よつば）
準優勝／村松　光子（ＪＡふくしま未来）

＜混合ダブルス戦の部＞
優　勝／宮　　佑介・今福　真希（ＪＡふくしま未来）
準優勝／佐藤　大介・安部　幸枝（ＪＡ会津よつば）

④団体戦 ――――――――――
優　勝／ＪＡふくしま未来Ｈ
準優勝／ＪＡ会津よつばＡ
3　位／ＪＡ共済連

【第22回】 ゴルフ大会

①7月30日（土）　②白河ゴルフ俱楽部（白河市）　③76名（8団体）
個人賞 ―――――――――――――
優　勝／大堀　浩志（ＪＡ会津よつばＡ）
準優勝／相良　幸信（ＪＡふくしま未来Ｈ）
3　位／萩原　正之（ＪＡふくしま未来Ｈ）

ベスグロ（コース別）
天倉　　健（ＪＡ夢みなみＡ）
大堀　浩志（ＪＡ会津よつばＡ）
萩原　正之（ＪＡふくしま未来Ｈ）

正解者のうち抽選で30名様に
記念品を贈呈いたします！！

応募の際の、会員コードや氏名等に相違がありますと、クイズに正解
していた場合でも落選となってしまいますので、ご注意ください！

応募方法

共助会たより第21号（令和3年12月）の答え
①× ②○ ③× ④× ⑤× ⑥× ⑦○ ⑧○ ⑨× ⑩×
正解者の方へ記念品をお贈りさせていただきました。

◀ＱＲコード スマートフォンや携帯電話の機種によっては
ご利用いただけない場合があります。

クイズの答え・団体名・会員コード・会員氏名・共助会への一言を
添えてハガキまたは、共助会ホームページからご応募ください。
※共助会ホームページからのご応募は「共助会クイズ」のバナー
からお進みください。

会共助
コーナー

1

2

3

4

5

6

応募締切

応募先 〒960－0231  福島市飯坂町平野字三枚長1－1　
JA福島共助会「共助会クイズ」係

令和5年1月31日（火）
※当選者は、記念品の発送をもって代えさせてい
ただきます。

今月号は○×クイズに挑戦してください！
　 ～　 まですべての問題に○×でお答えください。1 6

まが玉は古墳時代になってから作られた？

縄文人は１週間に１度位は風呂に入っていた？

縄文時代にはマンモスがいた？

縄文人も釣りをしていた？

縄文人にとって、最も貴重な石はダイヤモンドだった？

地面を掘って屋根をかけた住居を「横穴住居」という？

投稿大募集！！
　　　　　　　「共助会たよりいきいき」では、会員
のみなさまからの情報を広く募集しています。
　自分・家族の特技や趣味に関すること、地域のこ
と、旅行の体験記など、何でもかまいません。たくさ
んのご応募お待ちしております。
　採用者には謝礼をお送りいたします。

事務局よりひとこと

　令和4年もあと残りわずかとなりました。皆さんにとって、
今年一年はどんな年となったのでしょうか。今年もコロナ禍の
一年となりましたが、それでも昨年にはできなかった職員連盟
の東北三県の大会が開催され、徐々にいつもの日常が戻りつつ
あるように感じます。バレーボール大会は福島県で開催され、
三年ぶりの大会に大いに盛り上がったように思えます。
　来年こそは、マスク無しの日常に戻ることを願っています。

令和4年12月（6）第22号 共 助 会 た よ り
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していた場合でも落選となってしまいますので、ご注意ください！

応募方法

共助会たより第21号（令和3年12月）の答え
①× ②○ ③× ④× ⑤× ⑥× ⑦○ ⑧○ ⑨× ⑩×
正解者の方へ記念品をお贈りさせていただきました。

◀ＱＲコード スマートフォンや携帯電話の機種によっては
ご利用いただけない場合があります。

クイズの答え・団体名・会員コード・会員氏名・共助会への一言を
添えてハガキまたは、共助会ホームページからご応募ください。
※共助会ホームページからのご応募は「共助会クイズ」のバナー
からお進みください。

会共助
コーナー

1

2

3

4

5

6

応募締切

応募先 〒960－0231  福島市飯坂町平野字三枚長1－1　
JA福島共助会「共助会クイズ」係

令和5年1月31日（火）
※当選者は、記念品の発送をもって代えさせてい
ただきます。

今月号は○×クイズに挑戦してください！
　 ～　 まですべての問題に○×でお答えください。1 6

まが玉は古墳時代になってから作られた？

縄文人は１週間に１度位は風呂に入っていた？

縄文時代にはマンモスがいた？

縄文人も釣りをしていた？

縄文人にとって、最も貴重な石はダイヤモンドだった？

地面を掘って屋根をかけた住居を「横穴住居」という？

共助会たより　 プラス



①9月3日（土）～9月4日（日）
②安達運動場・郭内公園グランド（二本松市）
③11チーム
④優　勝／ＪＡふくしま未来Ａ
準優勝／ＪＡ全農福島
第3位／ＪＡふくしま未来Ｂ　第3位／ＪＡ福島さくら

最優秀選手賞 ―――――――
佐藤  隆平（ＪＡふくしま未来Ａ）

【第51回】 野球大会

新型コロナウイルス感染症の影響により中止岩手県・福島県卓球交流大会

敢闘賞 ――――――――――
吉田  洋平（ＪＡ全農福島）

【第20回】 サッカー大会

①10月15日（土）
②福島空港公園多目的広場（須賀川市）
③8チーム
④優　勝／ＪＡふくしま未来Ａ
準優勝／ＪＡふくしま未来Ｂ

最優秀選手賞 ―――――
佐藤　　昂（ＪＡふくしま未来Ａ）

【第15回】 東北三県野球大会

①10月14日（金）
②高田松原運動公園野球場（岩手県陸前高田市）
③本県参加チーム　ＪＡふくしま未来
④優　勝／ＪＡ仙台（宮城県）
準優勝／ＪＡふくしま未来（福島県）
第3位／ＪＡ全農いわて（岩手県）

最優秀選手賞 ―――――
遠藤　武彦（ＪＡ仙台）

敢闘賞 ――――――――
丸山　行徳（ＪＡふくしま未来Ｂ） 優秀選手賞 ――――――

佐藤　　昂（ＪＡふくしま未来）

【第18回】 東北三県バレーボール大会

①11月4日（金）
②福島トヨタクラウンアリーナ（福島県福島市）
③本県参加チーム
　男子 ： ＪＡ福島中央会・全農福島合同、ＪＡ夢みなみ
　女子 ： ＪＡふくしま未来、ＪＡ福島さくら
<男子の部>　　　　　　　　　　
優　勝／ＪＡいわて中央（岩手県）
準優勝／ＪＡ新みやぎ（宮城県）
第3位／ＪＡみやぎ亘理（宮城県）

最優秀選手賞 ――――――
藤原　健一（ＪＡいわて中央）
優秀選手賞 ―――――――
伊藤　賢仁（ＪＡ新みやぎ）

<女子の部>
優　勝／ＪＡいわて中央（岩手県）
準優勝／ＪＡふくしま未来（福島県）
第3位／ＪＡ新いわて（岩手県）

最優秀選手賞 ――――――
鈴木　聡美（ＪＡいわて中央）
優秀選手賞 ―――――――
渡邊　美咲（ＪＡふくしま未来）

共助会たより　 プラス
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