ＪＡ各支店では、
１０月２１日
（土）
を皮切りに１１月１1日
（土）
までの間、
毎年恒例の支店まつりを開催します。
本年も多くの皆さまのご来場をお待ちしております。
小国支店

ＪＡおぐに秋まつり
１１月３日
（金・祝）
９
：
００〜

★開催場所／小国カントリーエレベーター及び小国会館前広場
★内
容／ 白菜、長ネギ、里芋、長芋、ゴボウ、銀杏、
豆類等の地元農産物や生活資材の販売、
農機具、除雪機、生活機器の展示販売

ＪＡ柏崎各支店のまつりで
！
秋を見つけに出かけよう！

旬の味覚
満載

北部西中通支店

南部高田支店

中央柏崎支店

北部ふれあいまつり

ＪＡ柏崎南部高田支店まつり

秋の大収穫祭

★開催場所／北部西中通支店 駐車場
★内
容／ 焼きそば、フランクフルト、おはぎ、

★開催場所／南部高田支店
★内
容／ 高田保育園園児の絵の展示、炊き込みご飯、焼

１０月２８日
（土）
９
：
００〜１２
：
００

漬物、さつまいも、地元産の新鮮野菜
販売

「おぐに秋まつり」
「おぐにコミセン
まつり」と同時に開催される盛大な
イベントです。今 年も小 国カント
リーエレベーター会場では「豚汁・お
にぎり・100食サービス」を行いま
す。小国会館前広場では地元農産
物販売と、つきたてのお餅をふるま
います。小国コミセン「だんだん」で
はＪＡ女性部の皆さまの手芸作品が
展示されます。ＪＡコーナーは毎年
大盛況です。支店職員全員で皆さ
まのご来場をお待ちしております。

１０月２１日
（土）
１０
：
００〜

きそば、フランクフルト、から揚げ、地元のとれ
たて野菜、柿、梨、乳製品、金物、おもちゃ販売

皆さまお待ちかねの「北部ふ
れあいまつり」今年はお子様
向けに
「お菓子」
つかみ取り大
会を開 催！
！地 産 地 消にこだ
わった地元産の食品の販売に
加えて、10：30より特製豚汁
無料サービスを実施します。
ご家族、お友達お誘いあわせ
て、ぜひ、ご来場ください。

地域の皆さまへ今年も感謝の
気持ちを込めて、喜ばれ、笑顔
になっていただける催しを計
画しています！ちびっこ向けの
イベントから、ご好評をいただ
いている豚汁やお餅のサービ
スなど楽しくてお腹いっぱい
になれるおまつりです。職員
一丸となりおもてなしの心で
一生懸命盛り上げますので、
ぜひお気軽に足をお運びくだ
さい。お待ちしております。

目玉企画

目玉企画

目玉企画

小国カントリーエレベーターでは
「豚汁・おにぎり・100
食サービス」、小国会館前広場での
「もちつき」、おぐに
コミセン
「だんだん」
でのＪＡ女性部の手芸作品展示

ＪA特製豚汁無料サービス！
お子さま
「お菓子」
つかみ取り大会開催！

サービス企画：職員の手づくり豚汁、南部農業研究会
のつきたて餅、毎年恒例お楽しみじゃんけん大会
イベント企画：ストラックアウトコーナー

西山支店

刈羽支店

ＪＡまつり・にしやまふるさと祭と食の陣

刈羽村文化祭・ＪＡ刈羽支店農協まつり

１１月５日
（日）
１０
：
００〜

★開催場所／西山ふるさと公苑
★内
容／ 白菜、大根、柿、など

１１月１1日
（土）
９
：
３０〜

★開催場所／刈羽村生涯学習センター
「ラピカ」
★内
容／ 焼きそば、おにぎり、長ネギ、長芋、人
参、ゴボウなど野菜販売、もちつき大会

西山ふるさと公苑で文化祭・
芸能祭・食の陣・ＪＡまつりを
合同で開催いたします。ふる
まい餅や豚汁サービス、牛乳
の 無 料 配 布を計 画していま
す。また、食の陣としていろい
ろな屋台や文化祭の展示、芸
能発表会も同時開催ですの
で皆さま親子そろってお越し
ください。

目玉企画
牛乳無料配布
（２００ケ）
子どものうまい棒つかみ取り大会
ふるまい餅
豚汁サービス
（２００食）

新米おにぎりサービス、母ちゃんの味市、もちつき
大会

★開催場所／愛菜館
★内
容／ 焼きいも、焼そば、フランクフルト、モツ煮

愛菜館との合同により収穫祭を盛り上げます。ご来店いただいたお客
様から喜んでいただけるような、職員の気持ちを込めた温かい食べ物
の提供と昨年好評だったホクホクの焼きいも販売をいたします。大勢の
皆さまのご来場をお待ちしております。

目玉企画
ホクホクの焼きいも販売

高柳支店

東部田尻支店

高柳支店 秋の市

第２９回ＪＡ北条農業祭り２０１７

１１月２日
（木）
９
：
００〜、
３日
（金・祝）
９
：
００〜
★開催場所／高柳支店
★内
容／ 黒姫人参、豆類、こんにゃく芋、山芋な
ど地場野菜販売、焼き鳥、焼きいも販
売など花の販売

刈羽村文化祭と共催で刈羽
支店まつりを開催します。毎
年好評の新鮮野菜販売に加
え、今年は刈羽産コシヒカリ
のおにぎりを無料でサービス
します。また、刈羽村文化祭で
は芸能発表や健康展・環境展
など様々なイベントがありま
すので、大勢の皆さまのご来
場をお待ちしております。

目玉企画

１１月３日
（金・祝）
9：
００〜※愛菜館イベントと同時開催

日頃お世話になっている地域の
皆さまに感 謝を込 めて恒 例 の
『秋の市』を11月2日〜3日の2
日間開催いたします。また11月3
日(文化の日)は高柳町産業文化
まつりも開催され、地域の皆さま
が一丸となり岡野町商店街、高
柳小学校、高柳中学校周辺で賑
やかに開催されます。年に1度の
大イベントですので是非お越しく
ださい。大勢の皆さまのご来場
をお待ち申し上げます。

１０月２８日
（土）
９
：
００〜

★開催場所／旧北条支店
★内
容／ 地元新鮮野菜、焼きもち、焼きそば、
焼き鳥、おにぎり、北条汁など

日頃の感謝を込めて！人気の地元新鮮野菜販売やＪＡ北条女性部による名物
の焼きもち、北条有志の会の皆さんによる焼きそば、焼き鳥などの販売、又、
新之助のおにぎり・北条汁のふるまいなど盛りたくさんです。イベントは、
「り
ん」の皆様によるよさこい踊り、ジャンボカボチャの重量当てクイズ、最後に恒
例のビンゴ大会を行います。大勢の皆さま方のご来場をお待ちしています。

目玉企画

目玉企画

１１月２日 金物販売、
くだもの販売
１１月３日 新米おにぎりとごんだ汁
(地場野菜入り)の無料ふるまい

女性部と北条有志の会による出店、新之助のおに
ぎり、北条汁の無料サービス、よさこい踊り、ジャン
ボカボチャ重量当てクイズ、ビンゴ大会

※昨年度に行われた様子の写真を掲載しております。※イベントの企画については変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

10月のあなたの運勢
11

おとめ座

8/23〜9/22

モナ・カサンドラ

【全体運】やるべき作業を真っ先に済ませたら、後は自分の時間を楽しんで。新しい趣味を持つとうれしい発見がありそう
【健康運】疲労が蓄積気味。適度に解消しましょう 【幸運を呼ぶ食べ物】カツオ

1 0 月のあなたの運勢

しし座

7/23〜8/22

モナ・カサンドラ

【全体運】性格の良い面がアピールされ、円満な人間関係が築けそう。初対面の相手にも気さくに話し掛けて。旅行も吉
【健康運】運動不足になりがち。しっかり動くこと 【幸運を呼ぶ食べ物】小豆
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