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ガス住宅課から

JAガスご利用の皆様へ
安全点検実施にご協力のお願い安全点検実施にご協力のお願い
　平素より当社 LP ガスをご利用頂きありがとうございます。
　2020 年～21 年にかけて、LP ガスの法律により 4 年に 1 回
以上の頻度で LP ガス設備の安全点検（点検・調査）のために
訪問させていただきます。点検にお伺いするのはガス住宅課が
委託をしている認定保安機関（通称：保安センター）です。お
客様が安心して LP ガスを使用していただくために行うものです
ので、点検にご協力をお願いします。この法律に基づく安全点検
にかかる点検料は、お客様からいただくことはありません。ただ
しお客様所有の質量売りガスボンベ（2kg・5kg・8kg）に関
しましては、点検料1,100円（点検時には頂くことはありません）、
修理及び改善が必要なものは、別途修理費用が必要となります。

●安全点検は、お客様のLPガス設備の安全を確認するものです。
●安全点検に要する時間は、ご使用いただいている器具や規模
によって異なりますが、概ね15分～30分程度です。

次のような点検・調査を行います

定期供給設備点検 定期消費設備調査
ガス漏れの有無など、調整器からガス
メーターの供給設備の点検を行います。

ガス器具、給排気、ホース、配管など
の消費設備の調査を行います。

LP
LP

LP
LP

バッチリ

4年に1回以上
行います

4年に1回以上
行います

ご不明な点がございましたら、ガス住宅課 吉村までお問い合わせ下さい Tel 72-3304

ウィル給油所から TEL 73-9626

バッテリーバッテリーは消耗品です！は消耗品です！
このような症状がでたら要注意！

エンジンのかかりが悪くなって来た
アクセルを戻すとライトが暗くなる
クラクションの音が弱々しい
バッテリー液の減りが早い
走行中に何度かバッテリーあがりの
経験がある

バッテリーの消耗は徐々に進むので、あまり実感できません。
ある日突然エンジンがかからない そんなことのないように
バッテリーの点検をオススメします。

２年以上バッテリー
交換していない方

バッテリー交換を
オススメします。

斐川地区本部のページ 斐川地区本部のページ
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当日はセミナー形式ではなく、個別相談形式で行っています。
ご予約をいただきますとご希望の時間帯にて相談をお受けできます。

★私の年金はいつからもらえるの？
★仕事を続けるが、年金はどうなるのか？
★年金額は増やすことができるの？
★加給年金ってなに？　もらえるのはどんなとき？
★障害年金・遺族年金について聞いてみたい　など

□ねんきん定期便
□年金請求書　※日本年金機構から送付された方
□年金手帳（ご本人、配偶者）
□年金証書（ご本人、配偶者）　※すでに受給しておられる方
□雇用保険被保険者証
□印鑑   
□厚生年金基金加入員証　※加入したことがある方

大切な年金です！ これから年金をお受取りの方、すでに年金をお受取りの方是非ともお越し下さい。

ご持参いただきたいもの

年金について

疑問・質問は

ありませんか！ 年金個別相談会のお知らせ年金個別相談会のお知らせ

生活課から TEL 73-9622

年金感謝デーについて

お問い合わせご予約先　金融課 TEL７３-９６０９

　年金受給日に開催を予定していました年金感謝デーにつき
まして、皆様の健康・安全を最優先に、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため、誠に勝手ではございますが、今年度
は開催を中止させていただきます。
　年金受給者の皆様には、事情をご理解いただきますよう何
卒よろしくお願い申し上げます。

令和2年 8月6日（木）日時
場所 斐川地区本部営農総合センター

１3：3０～１9：００

またJAでお取引のない方もぜひお越しください。
当日はささやかなプレゼントをご用意しております。

斐川地区本部のページ 斐川地区本部のページ
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車両本体価格 700,000円  （税込）（諸費用別）

初度登録　平成22年5月
走行キロ　72,100ｋｍ
車 体 色　ホワイト
ミッション　5MT
4ＷＤ  エアコン  パワステ  ラジオ

サンバートラック TBスバル

車検整備付

担当　山根、中浜、青木

グリーンセンターから TEL 73-9070 総務課から TEL 73－9603

我が子自慢・我が子自慢・

いっぱい食べて遊んで
大きくなあれ！

投稿者 荘原地区 石橋真弘 さん
　　まき さん

「我が子自慢・孫自慢」
あなたの撮った写真を掲載してみませんか？

プロ・アマ問いません。 ※写真にはコメント、住所、お名前、連絡先を付けて応募して下さい。

JAしまね斐川地区本部 組織広報課
〒699-0593 出雲市斐川町荘原2172-3番地
☎73-9605  Eメール：kouhou.hik@ja-shimane.gr.jp

応募先大募集！！

孫自慢孫自慢

　　　和佳ちゃん（3歳）
わ　か

石橋　　譲くん　（5歳）
じょう

左

右

出雲市内で野焼きによる火災が多発！
　出雲市では、令和 2 年上半期（６月３０日現在）２７件の火災が発生し、そのうち、刈草、枯草が燃
える火災が１２件ありました。農作業が本格化する季節に伴い、野焼き（くよし）の拡大が原因とみら
れる火災が市内で多発しています。
　野焼きは法律で禁止されています。農業などを営むためにやむを得ない場合は認められていますが、
次のことに注意して行いましょう。

斐川消防署　電話（０８５３）７２－０８００

令和2年 7月22日（水）14：00～令和2年 7月22日（水）14：00～と  き

・出荷者協議会の会員になるためには
・活動内容についての説明
・出荷者協議会の会員になるためには
・活動内容についての説明

※会員資格は男女問いません※会員資格は男女問いません

内  容

JAしまね斐川地区本部 営農総合センターJAしまね斐川地区本部 営農総合センターところ

皆
さ
ん
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
!!

野菜等出荷者協議会新規会員説明会野菜等出荷者協議会新規会員説明会

ご自宅でできた自慢の野菜・花・果物などを、
自分のペースで出したい時に出しながら、仲間と
楽しく元気に活動しています！

◆ 火災にならない空地等で行いましょう。
◆ 直径１ｍ以内、小分けにして数回に分け焼却しましょう。
◆ 消火器、水バケツ等、消火できるものを用意しましょう。
◆ 焼却中にその場を離れない。離れるときは消火しましょう。
◆ 風の強い日は、焼却はやめましょう。
◆ 焼却の前と後には、消防署へ連絡をお願いします。
（消防署への届出は条例で定められています。）

自動車整備工場から TEL 73-9627今月の特選車今月の特選車

今年入組した斐川地区本部配属の新人職員です。
意気込みを色紙に書きました。
組合員の皆様に親しみを持ってもらえるように頑張
ります。よろしくお願いします。

地域と
ともに
歩むJA
地域と
ともに
歩むJA
地域と
ともに
歩むJA

令和2年度

金融課

遠藤　渉遠藤　渉
何事にも挑戦し、地域の皆様の生活の
支えになれるように頑張ります！
何事にも挑戦し、地域の皆様の生活の
支えになれるように頑張ります！

えんどうえん どう わたるわたる

荘原支店

新田　亜美新田　亜美
明日は今日の自分より一歩前に進んで
いることを目標に頑張ります！
明日は今日の自分より一歩前に進んで
いることを目標に頑張ります！

にったにった あ みあ み

新入職員紹介

斐川地区本部のページ 斐川地区本部のページ
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