


　「猛獣館299」の1・2階は北極の生態
系を再現。50mも潜って狩りをするゴマフ
アザラシが、円柱水槽の中を泳ぎ回る姿は
見ているだけで興奮。　木登り上手な習性
を活かしたレッサーパンダの展示場。元気
よく動き回る姿が大人気。　陸地の姿と水
中の姿の両方が楽しめる「ペンギン館」。気
持ちよさそうに泳ぐペンギンの群れを見てい
ると、まるで海の中にいるみたい。　国内最
大級の規模を誇るフライングケージに一歩
入れば、頭上を飛び交う鳥たちの羽音や鳴
き声の間近さにドキドキ。　ヘビ、トカゲ、カ
メ、ワニなどがいる爬虫類館。上下二層に
なっているリクガメの展示室では「カメの回
廊」をゆっくり行き来する姿が見られる。
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　子どもが楽しむ場所というイメージだった動
物園が、大人も楽しめる施設として注目されて
います。静岡市立日本平動物園は、ゆるやかな
斜面がつづく約13ヘクタールの園内に約170
種800頭の動物が飼育される、市立では屈指
の動物園。平成25年春のリニューアル完了後、
動物の生態を見せる展示や、楽しみながら学
べる工夫が人気で、新たにスターになった動物
たちもいっぱい。年齢問わず幅広い世代の方
が訪れています。

　動物たちを展示するだけでなく、動物の保護
活動や、命の大切さを発信していくことも、動物
園の大切な役割です。日本平動物園では、レッ
サーパンダとオオアリクイの国内血統登録を担
当しており、レッサーパンダについては全国的に
も珍しい専用の「レッサーパンダ飼育棟」で繁
殖・飼育を管理。国内の動物園と協力し、希少
動物の繁殖活動に取り組んでいます。絶滅の
恐れがある動物たちと人間が共存するために
何ができるか…自然や環境について考えを深
めるのも大人ならではの見方です。

　そして何といっても最大の魅力は、動物たちの
生き生きとした姿を、すぐ間近に、さまざまな角度
から観察できること。例えば猛獣館のネコ科の動
物たちは行動範囲が広いので、2階と3階で上か
らも下からものぞいてみるのがおすすめです。動
物園に行こうと決めたら、ぜひ朝からお出かけを。
動物たちも起きてすぐや朝食後はよく動くので、
活発な様子が見られる午前中の入園をおすす
めします。広い園内を歩き回るのもよし、お気に入
りの動物を絞って見るのもよし。期待を裏切らな
い動物たちの世界が、あなたを待っています。
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自分の興味のある動物を絞ってから、じっくり観察するのも大人の楽しみ方。
チェックしておきたいポイントをご紹介します。

■取材協力　
静岡市立日本平動物園　 静岡市駿河区池田1767-6
TEL.054-262-3251  http://www.nhdzoo.jp
開園時間　9：00～16：30（入園は16：00まで）
休 園 日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～翌年1/1
入 園 料　一般（個人）610円　小・中学生（個人）150円　
※未就学児は無料　※中学生要年齢証明
※静岡市内の小中学生は証明提示で無料　
※静岡市内在住70歳以上の方は住所・年齢証明提示で無料

猛獣館299
ビジターセンター

ふれあい動物園
ふしぎな森の城

いつ訪れても楽しい動物園で
すが、時間帯や季節によって
見る楽しさもいろいろ。エサの
時間は、動物の食事の様子
を見られるだけでなく、飼育員
から生の情報を聞き出せるこ
とも。夏季は夜の行動が鑑賞
できる「夜の動物園」もおす
すめです。

日本平を中心とする有度山地域は、日本でもまれに見る美しい風景の下に
文化資源が集積する「文化の丘」。ぜひ立ち寄ってみてください。

お話をうかがった人
静岡市立日本平動物園

柿島安博さん

日本平動物園

静岡県舞台芸術公園

日本平ホテル

静岡県立美術館

JR草薙駅

久能山東照宮

JR東海道新幹線

JR東海道本線

東名
高速
道路

日本平ホテル 静岡県舞台芸術公園

久能山東照宮 静岡県立美術館

TEL.054-335-1131   
http://www.ndhl.jp

駿河湾と世界文化遺産・富士山を望む絶好のロケ
ーションが楽しめる。

TEL.054-208-4008   
http://spac.or.jp

日本初の公立文化事業団・静岡県舞台芸術センター
（SPAC）の活動拠点。公演時には作品を鑑賞できる。

TEL.054-237-2438   
http://www.toshogu.or.jp

徳川家康公を祀った最初の神社。本殿・石の間・拝
殿が国宝指定。

TEL.054-263-5755    
http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

静岡ゆかりの作家・作品、近世以降の美術を中心に
所蔵。ロダン館も有名。

ちょっと足を延ばせば、
見どころがいっぱい

ホッキョクグマをはじめネコ科のア
ムールトラ、ライオンなどが見られる
人気スポット。窓側に近い擬岩や
擬木には、夏はエアコンやミスト、
冬はヒーターの仕掛けがあり、動
物には快適に、来園者には見や
すい工夫となっている。

レッサーパンダ館内にある、調査
研究や学習教育など情報発信の
場。動物のはく製や骨格標本の
展示の多くはかつて当園で飼育さ
れていた動物たちのもの。また、園
内の解説パネルを通して人・動物・
自然との深いつながりも学べる。

「子供動物園」がリニューアル。小
動物とのふれあいを通して、動物
の「あたたかさ」や「やわらかさ」を
体感しながら、「命」の大切さを学
べる。子どもたちの、相手をいたわ
り、思いやる心を育むことを目指し
ている。

山頂にある「ふしぎな森の城」に
は、動物園のバックヤードを再現し
た「リトルバックヤード」があり、展
示された飼育員のデスクや日誌を
通して、日々の仕事を垣間見るこ
とができる。下りのオートチェアか
ら一望できる園内の眺めも必見。

★訪れる時間に注目！ ★日本平動物園で
　一番長生きなのは？

★姉妹都市からの贈り物

昭和44年に日本平動物園が
開園した当初から人気者なの
が象の「ダンボ」で、御年50
歳（推定）。アジアゾウの平均
寿命は60年とか?!まだまだ
長生きして
ほしい
ですね。

個性的な水玉の動物オブジ
ェは、タヌキの像「ＫＡＮＥＫＯ・
ＴＡＮＵＫＩ」。静岡市との姉妹
都市提携50周年を記念して
米ネブラスカ州オマハ市から
寄贈された、同市に
在住の芸術家・
金子潤さんの作品。
動物園入り口付近
をぜひ探してみてね！



職

100年もの時を経て、栽培が再開

おいしい食べ物や特産品、
文化や伝 統を守る職人さ
ん…知っているようで知ら
ない地元のいろんな「色」
にフォーカスするシリーズ。

今回は、清水区三保
折戸の在来品種
「折戸なす」をめぐる
歴史や取組みをご紹介します。

大政奉還後も、徳川家へのナスの献上は徳川
慶喜の孫の代まで続いたそうです。しかし終
戦後、農業情勢の変化により、一度、栽培は途
絶えてしまいました。そこで、国の研究機関で
保存されていた種子を譲り受け、2005年に
3戸の農家が試験栽培をスタート。生産者と
関係者による「折戸なす研究会」が結成され、
原種ならではの栽培の難しさの中、試行錯誤
を繰り返しながら、2007年に初出荷を果た
しました。

早だし発祥の地・三保の農家の取り組み

幻の在来品種、折戸なすとは?
折戸なすは丸ナスの一種で、形が丸く艶やか
で、大きさはこぶし大くらい。ヘタに鋭いトゲ
があるため、1個ずつていねいに切り取られ
ています。一般的なナスよりも果肉がきめ細
やかで、コクのある濃厚な味わいが特徴。油と
も相性がいいので、揚げ物はもちろん、煮物、
炒め物などにしてもおいしくいただけます。

JAしみず　清水営農経済センター　
三保営農経済事業所　中野孝哉さん

[作り方]
鍋に水・みりん・しょうゆを入れ火にかけ、煮立ってから鰹節
を入れた後、一呼吸おいて火を消す。2～3分置いてから、
ふきん等で漉してつゆをつくる。
折戸なすをくし形の8等分に切って水にさらし、あく抜きを
する。
油を170度に熱し、約2分焦げ目がつく程度に揚げる。
冷しておいた①の中に、
揚げた折戸なすを入れて、
いりゴマをふってできあがり！

どこで　　えるの?

折戸なすの収穫は5月中旬ごろから。最
盛期は6月から7月で、出荷は12月ごろ
まで続き、年間約12トン前後の出荷が
見込まれています。
地元市場を中心に出荷され、地元の大手
スーパーや直売所などで購入できます。

[材料 4人分]
折戸なす 3個（540g）
水 300cc
みりん・しょうゆ 各100cc
鰹節 15g
いりゴマ・揚げ油 各適量

三保・折戸地区は、温暖で日照時間が長く、
砂地で作物の生長が早いことから、促成栽
培（早だし）の発祥の地といわれています。
雨や風の影響を受けやすいことから、三保
地区はガラス温室栽培が主流ですが、ガラ
スは紫外線を通しにくく、ナスに色がつきに
くいという問題が。そこでガラスからビニー
ル栽培に切替えるなど、様々な工夫と改良
がなされました。
現在、温室栽培
がなかった江戸
時代の栽培法で
もチャレンジして
います。

JA職員時代に研究会の立ち上げに携
わり、退職後、自らが栽培に取り組んで
いる。徳川家に折戸なすを献上してい
た記録が残る柴田家の末裔でもある。

★お話をうかがった人
JAしみず

折戸なす研究会 会長 柴田明生さん

買

※お好みで大根おろしや
　生姜を加えてもおいしい。
　つゆは市販のめんつゆでもOK

折戸なすは、ひと切れを
大きめにした方が、
旨みがしっかり味わえ、
食べごたえも感じて
いただけると思います。

初夢に見ると縁起がいいとされる「一富士、
二鷹、三茄子」は、家康公が好んだ三つとされ
ていますが、このナスが「折戸なす」。江戸時
代、駿府城に「茄子百籠、五百個」を折戸から
献上していた記録も残っています。家康の十
男の頼宜が、駿府から紀州に国替えになった
際、折戸なすを持込み、その後、
京都の上賀茂神社に奉納
されたものが、賀茂
なすとなったという説も
あり。こうした背景から
も清水ブランドとしての
知名度が高まっています。

徳川家ゆかりのナス

①

②

③
④



今回は…『お取り寄せOK!　地元の名物が買える店』をご紹介します。
あなたの街のJA職員がこっそり教えるおすすめSPOT。地元で評判のその理由、その魅力をご紹介！

※掲載データは2016年4月のものです。発行後に変更になる場合がありますので、お出かけの際には電話等で事前に確認されることをおすすめします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

口コミ
情報

WAI
WAI

WAI
WAI

◎次回は、
JA職員お薦めの
『□□□□□□□□□』を
ご紹介します。お楽しみに！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎次回は、
JA職員の
『地元食材を使った
おすすめスイーツ』
をご紹介します。
お楽しみに！

『手延べめん遠州いなさ
の郷』は清らかな水と澄
みわたる空気、田んぼと
山々に囲まれた場所で
良質な素材をもとに手
延べ麺を作っています。
手延べ製法は県内で唯
一です！そば・うどん・そう
めん・ひやむぎが、乾め
ん・半生めんの各2種類
あり、電話でお取り寄せ
することができます。

JAとぴあ浜松 鈴木憲人さんおすすめ
遠州いなさの郷

JAとぴあ浜松 引佐支店 鈴木憲人

浜松市北区引佐町四方浄144-2
TEL.053-544-1331

大見屋さんの生わさび
は、農林水産大臣賞など
数々の賞を受賞してい
ます。すべてのわさび製
品は自園のわさび沢で
収穫した新鮮な材料だ
けを使用している手作り
限定品です。
ぜひ、味・品質共に日本
一のわさびをお試しくだ
さい。

JA伊豆の国 植田貴延さんおすすめ
わさびの大見屋

JA伊豆の国 長岡支店 植田貴延

静岡県伊豆市地蔵堂1242
TEL.0558-83-2900
（営）9：00～17：00　定休日：水曜日
http://www.wasabino-oomiya.com/

冷蔵で送ってもらえ
ます。今まで味わった
事のないような新鮮
な風味をぜひ味わっ
てみてください。

お米の味、香りが感じら
れ、すっきりとした飲み
口が特徴の「御殿場コシ
ヒカリラガー」は、ビール
が好きな方はもちろん、
女性にも飲みやすいと
人気。使用しているお米
は贅沢にも「ごてんばこ
しひかり」の特Ａ米。御殿
場のおいしいお水とお
米が作りあげた「御殿場
コシヒカリラガー」、これ
からの暑い季節にピッタ
リです。

JA御殿場 宇田川優希さんおすすめ
御殿場高原ビール

JA御殿場 神山支店 宇田川優希

御殿場市神山719 
TEL.0550-87-5500
http://gkb.co.jp/

現地の3つのレストラ
ンで味わえます。お取
り寄せは、御殿場高原
ビールオンラインショ
ップでOK！

掛川市東山にそびえ立
つ粟ヶ岳（標高532m）
のふもとにある「東山い
っぷく処」は、地域の茶
農家らが主体となって
運営している店舗です。
地元の茶葉のみを使っ
た『生粋東山茶』を中心
に、地場野菜や総菜も売
られています。ハイキン
グの拠点にもなってい
て、毎日多くの人が訪れ
ています。

JA掛川市 池田恭輔さんおすすめ
茶文字の里 東山いっぷく処

JA掛川市 東山支所 池田恭輔

掛川市東山1173-2
TEL.0537-27-2266
http://www.higashiyamacha.jp/

東山茶は、世界農業
遺産である茶草場農
法でつくられた深蒸
茶です。ホームページ
から購入できます。

国道362号を「川根方
面」へ向かい、ＪＡ静岡市
中藁支店手前の信号を
右折。「水見色方面」へ
車で５分程走った右側に
あります。一押しは、農
家のお母さんが作った
「きらくそば」。地元山菜
の天ぷらを使い、コンニ
ャクが練り込まれていま
す。手作りがんもどき、
コンニャクの唐揚げもオ
ススメ。

JA静岡市 三宅佑美さんおすすめ
水見色きらく市

JA静岡市 中藁支店 三宅佑美

静岡市葵区水見色808-1
TEL.054-279-0766
http://mizumiiro-kirakuichi.com/

茶畑に囲まれ、自然に
恵まれた山間地にあり
ます。手作りコンニャク
や味噌などはお取り寄
せ可能です。電話で相
談してみてください。

ツルツルでもちもち
の麺はたいへん美味
しく、私は夏に冷やし
て食べるのが大好き
です。

※お取り寄せ連絡先　有限会社藤野保



今年度の税制改正で、私たちの家計、生活にかかわりのある
内容について2回にわたってご紹介します。
今回は、所得税の住宅ローン控除や相続・贈与税、
マイナンバー制度などについてです。

（1）適用要件

通勤手当の非課税限度額

住宅特定改修特別税額控除特定増改築の住宅ローン控除

住宅ローン控除

※平成28年4月から平成31年6月までの間に居住の用に供した場合に適用

限度額

控除率

各年の
控除限度額

最大控除額

バリアフリー
省エネ
三世代同居
その他
バリアフリー
省エネ
三世代同居
その他
バリアフリー
省エネ
三世代同居
その他

250万円

750万円

2.0%

1.0%

5万円

7.5万円
62.5万円

限度額

控除率

控除限度額

バリアフリー

省エネ

三世代同居

バリアフリー

省エネ

三世代同居

200万円

250万円

250万円

10%

20万円

25万円

25万円

※平成28年4月から平成31年6月までの間に居住の用に供した場合に適用

※非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築、取得、増改築等をする場合に適用

※平成28年1月1日以後に受ける通勤手当から適用

空家に係る譲渡所得の特別控除 ※平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡について適用

相続人が被相続人から取得した家屋（区分所有建築物を除く）や、その敷地を売却した場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けられます。

昭和56年5月31日以前に建築された家屋およびその敷地で、
相続開始の直前に被相続人の居住用に供されていたこと

（3）居住用財産の買換え特例との重複適用可

非居住者が、非居住者である期間中に、住宅の新築、取得、増改築等をした場合、居住者と同様の要件を満たすときは、
以下の住宅取得等に係る措置が適用できることとされます。

通勤手当の非課税限度額の最高限度額が引き上げられます。

要件を満たすことについて各地方公共団体が
承認したことを証する書類を添付すること

家屋を取り壊さず売却する時は、その家屋が地震に対する
安全性に係る規定またはこれに準ずる基準
（昭和56年6月1日以後の耐震基準）
に適合するよう修繕されたものであること

相続の開始から3年を経過する年の
12月31日までに譲渡すること

相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用、
または居住用に供されていないこと

譲渡対価の額が1億円以下であること
相続開始直前において被相続人に同居者がいないこと

住宅ローン控除
特定増改築の住宅ローン控除
耐震改修控除
特定改修工事の税額控除

認定住宅税額控除
東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除の重複適用に係る特例
東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除の控除額に係る特例
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改定前 月額10万円 改定後 月額15万円

控除の対象に「三世代同居型」が追加されました。 控除の対象に「三世代同居型」が追加されました。

（2）相続税の取得費加算との選択適用

この特例の対象となる譲渡と相続人の自己の居住用財産の譲渡が
同じ年にあった場合、この対象譲渡に3,000万控除を適用しても、
自己の居住用財産について居住用財産の買換え特例を
適用することができる。

この特例と相続税の取得費加算の特例とのいずれの適用要件も
満たすときは、どちらか一方の選択適用となる。



農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

マイナンバー制度に関する諸規定の整備

税理士　柴原 一

）税方地（ 他のそ.4

）税国（ 略省の合場たけ付え備を簿帳.2

3. 農地等の相続税の納税猶予
　 特例農地等に区分地上権が設定されても、
　 耕作を継続していれば納税猶予期限は確定しない。
　 ※平成28年4月1日以後の区分地上権の設定について適用

2. 農地の贈与税の納税猶予の特定貸付けの特例
　 農地中間管理事業のための特定貸付は、受贈者

。いなし用適を件要の間期用適の記左の）者用適予猶（ 　
　 ※平成28年4月1日以後の貸付に適用

2. 農地の贈与税の納税猶予の特定貸付けの特例
　●受贈者（猶予適用者）の要件
　　 特定貸付日に65歳以上の受贈者
　　 贈与税の申告書の提出期限から特定貸付をした日までの
　　 適用期間が10年以上
　　 特定貸付日に65歳未満の受贈者
　　 上記①の適用期間が20年以上

左記添付書類のうち、　居住用不動産の登記事項証明書を
「登記事項証明書その他の居住用不動産を取得したことを
証明する書類」に変更する。

贈与税の配偶者控除を受ける場合は、贈与税の申告書等に
下記書類を添付しなければならない。
　 受贈者の戸籍謄本または抄本および戸籍の附票の写し
　 居住用不動産の登記事項証明書
　 受贈者の住民票の写し

贈与税の配偶者控除 ※平成28年1月1日以後の贈与から適用

適用を受けるための申告書に添付すべき書類の一部が変更されました。

遊休農地の利用を促進する観点、納税猶予制度の利便性を向上する観点から、見直しが行われました。

1. 農地等の贈与税の納税猶予の受贈者の適用要件
　 市町村による農業経営改善計画の認定を受けた
　 認定農業者等に限る。
　 ※平成28年4月1日以後の贈与に適用

1. 農地等の贈与税の納税猶予の受贈者の適用要件
　　 農地等を取得した日の年齢が18歳以上
　　 贈与者の推定相続人の1人
　　

3. 農地等の相続税の納税猶予
　 特例農地等に区分地上権が設定された場合、
　 納税猶予期限の確定事由となる。

事務的な負担を考慮し、一定の書類についてはマイナンバーの記載が不要になりました。

税の分野、社会保障の分野でマイナンバー利用を開始する。

改正前 改正後

改正前 改正後

改正前 改正後

（1） 税の分野では、申告書、支払調書等にマイナンバーを記載する
（2） 社会保障の分野では、雇用保険、労働保険の各種届出書等に
　　マイナンバーを記載する

）税国（ し直見の類書象対の載記ーバンナイマ.1
　マイナンバーを記載しなければならない税務関係書類のうち、下記の書類については、記載を必要としないこととする。
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３年以上農業に従事 速やかに農業経営を開始

税務署長等には提出されない一定の書類
（非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書等）
※平成28年4月1日以後に提出すべき書類について適用

申告等に関連して提出されると考えられる書類
（青色申告承認申請書、消費税簡易課税選択届出書等）
※平成29年1月１日以後に提出すべき書類について適用

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して、一定の申告書を提出する場合において、その支払者が、当該提出者のマイナン
バー及び当該申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養家族等のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿を備えている時は、当
該提出者は、当該申告書にマイナンバーの記載を要しないものとする。※平成29年分以後の所得税について適用

行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号又は法人番号の利用開始に伴い、固定
資産課税台帳の閲覧制度について所要の措置を講ずる。

3.手続きの簡素化
すでに金融機関に対してマイナンバーを告知済みの者が同一金融機関において口座開設を行う際、金融機関等が帳簿によりマイナン
バーを確認できる場合は、マイナンバーの告知等を不要とする。

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成
28年1月以後も、給与所得者に交付する源泉徴収票等にはマイナン
バーの記載は行わないこととされた。ただし、税務署に提出する源泉
徴収票等には、マイナンバーの記載が必要。



■編集後記

〒422-8621　静岡市駿河区曲金三丁目8番1号
TEL.054-286-0099 FAX.054-284-9902
http://www.jabank-shizuoka.gr.jp

発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

2016年6月30日（当日消印有効）
●プレゼント当選者の発表は、
　賞品の発送をもって代えさせて
　いただきます。

〒422-8621
静岡市駿河区曲金三丁目8番1号　
静岡県信連JA企画推進部　
『JAmp』プレゼント係

個人情報の
取り扱いについて　

皆様からお預かりした個人情報につきましては、『ＪＡｍｐ』誌面作成の参考、
プレゼント送付に必要な範囲でのみ利用させていただきます。
法的開示要請以外に、ご本人の同意なく第三者への提供は致しません。

宛　　先

応募締切

2016/5 第21号
今回の特集、「大人も楽しめる動物園」はいかがでしたか。大人になってからはなかなか訪
れることのなかった動物園ですが、建物が新しくなったり動物の見せ方が工夫されていた
りとイメージがずいぶん変わりました。日本平動物園では毎日、動物たちのえさやりやゾウ
のトレーニングなどのイベントが行なわれています。イベント時間をチェックできる「園内
ガイド」はエントランスで手に入るのでぜひご参考になさってください。また、日本平動物
園には散歩に来る方や一人で写真を撮りに来る方もいらっしゃるそうで、楽しみ方は人そ
れぞれ。ぜひご自分の楽しみ方を見つけてくださいね。

官製ハガキに①郵便番号②住所③氏名
④年齢⑤電話番号⑥希望賞品（第１希
望・第２希望）⑦本号の感想や「こんな特
集を読みたい」というご意見を明記の上、
下記宛先までご応募ください。

今回の『JAmp』はいかがでしたか？
あなたのご意見、ご感想をお聞かせください。

アンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で、ご希望の商品をプレゼントします。

●JAバンク静岡ホームページでは、『JAmp』最新号をはじめ、バックナンバーもご紹介しています。トップページよりご覧ください。

見本お米券2kg
…10名様

E

ナシカ OPTICAL 
8×21-MC…1名様
コンパクトで持ち運びに便利。
誰でも手軽に使える双眼鏡です。
動物観察やバードウォッチング、
スポーツ観戦などで大活躍！

A

エプロン
（アイボリー・ベージュ・ピンク）
…3名様
カラフルなサラダ柄のショートエプロン。
綿麻素材だから夏でも涼しい！
※色はお選びいただけません。

B

アニマル茶こし（シロクマ・アザラシ）
&マグカップセット…4名様
シリコン樹脂の茶こし1個と
マグカップ1個のセット。
茶こしは胴体部分に茶葉が入り、
お湯に浸かる姿がとてもキュート！
※茶こし・カップの色はお選びいただけません。

C

日本平動物園オリジナルしおり
（グリーン・ブルー）
&メモセット…2名様
日本平動物園の人気者たちが
かわいい文具に！
4つの絵柄入りのメモと
クリア素材のしおりのセットです。
※しおりの柄はお選びいただけません。

D

2017年

※すでにJAカードをお持ちの方も対象です。※過去に1か年、携帯電話料金のお支払いがなかった方が対象です。
※ギフトカードは、携帯電話（通話）料金のお支払い開始から約3～6か月後にJAバンクよりJAカードのご登録自宅住所へお届けいたします。


