
あけましておめでとうございます。
　広報誌「基金now」2022年１月号をお届けします。
　本号をもちまして広報誌「基金now」は創刊２周年を迎える
ことができました。
　新型コロナウイルスが流行してから現地で皆様にご挨拶する
こともままならぬ中、こうして発刊を継続してこられましたのも、
ひとえに基金にご協力いただいている皆様のお陰と感謝いたしてお
ります。
　本号について申し上げれば年末のお忙しい中、ご寄稿いただきま
した皆様にあらためまして厚く御礼申し上げます。今は、ご寄稿い
ただいた皆様の想いを無事届けることができたことに安堵している
ところです。
　さて、2022年は寅年です。丑年の昨年はプロ野球でバファロー
ズがリーグ優勝しましたから、今年は寅に関係するチームに勢いが
あるかもしれません。
　2022年においても、皆様に楽しんでいただけるよう一生懸命ト
ライして参りますので、引き続きご指導・ご協力宜しくお願い申し
上げます。
　最後に2022年が皆様にとって良い年になりますよう心よりお祈
り申し上げます。

(広報誌編集担当S)

編集後記
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信用基金の動き

農業保険関係業務、漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の
変更について主務大臣が認可。11/30
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