
Information

■個人情報のお取扱いについて：ファインへのお問い合わせ・プレゼント応募・イベント申込などの際にいただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等）は、
 ご返信・プレゼントをお届けするために使用し、他の目的には一切使用しません。また、お客様の個人情報を第三者に提供することはありません。
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人間ドックの受診は
お近くのＪＡへ
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今回は、地域の農業やくらしを支えるＪＡ事業（農業
協同組合）について紹介しました。みなさんの身の回
りにありながら、「今まで知らなかった！」「こんな
ことまでやってるの？」といった発見もあったかもし
れませんね。ＪＡではこれからも“くらしの困った”
を解決するため、農家や組合員の声に耳を傾け、地域
に欠かせない存在になることを目指してまいります。

プレゼントクイズ

●応募方法　　はがきにクイズの答え、ファインへのご意見・ご感想と
　　　　　　　住所・氏名・年齢・職業・電話番号を明記してお送り下さい。
●応募の宛先　〒441-1361 愛知県新城市平井字中田6-1
　　　　　　　ＪＡ愛知東企画管理課「ＮＥＷファイン」編集係
●締　　切　　平成30年6月6日（水）当日消印有効

【問題】○に入る言葉をお答えください。
「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」などの
ＪＡの取り組みを「創造的○○○○」という。
※クイズの正解者の中から抽選で３名様に上記の賞品をプレゼントします。

写真はイメージです。

PART13婚活イベント
ふれあいの集い（いい人見つけよう大会）

☎0536-22-4135お申し込み・お問い合わせ：ＪＡ愛知東　組合員課

※●印は女性部員優先日、●印は生産部会員、青壮年部会員優先日
※健診の受付開始時間は各回ともに8:00です

健診日 会場 会場
 ７月 ４日（水）
 ７月 ５日（木）
 ７月27日（金）
 ８月 ８日（水）
 ８月21日（火）
 ８月31日（金）●
 ９月13日（木）
10月 ９日（火）
11月 ２日（金）

健診日
11月 ５日（月）
11月 ９日（金）
11月12日（月）
12月 ４日（火）●
平成31年
 １月 ８日（火）　
 １月15日（火）
 １月22日（火）

設楽支店
東栄支店

長篠支店

本店
鳳来寺支店
ちさと支店

八名支店
本店

ちさと支店
八名支店

ちさと支店
東郷支店

【
開
催
日
程
】

素敵なパートナーを見つけるチャンス！楽しいランチやフリータイム
で交流を深めませんか？ＪＡではあなたの出会いを応援しています。

●日　時　7月22日（日）10：00～
●場　所　湯谷観光ホテル泉山閣（現地集合・現地解散）
●資　格　男性：ＪＡ愛知東管内の40歳～55歳の独身者
　　　　　女性：地域を問わず35歳～55歳の独身者
●参加費　男性5,000円、女性2,500円
●定　員　男女各10名　※定員になり次第締め切らさせていただきます。

☎0536-22-4135●お申し込み・お問い合わせ：ＪＡ愛知東　組合員課

3名様「ふれあい商品券
　　　3,000円分」

写真はイメージです。

見本

ＪＡ愛知東では、組合員・地域住民の健康管理活動とし
て、管内のＪＡ本・支店で人間ドックを開催しています。
年に一度の受診で自身の健康状態をチェックしましょう！

健診後は結果の説明、個別の相談・指導が受けられます（無料）
組合員・その同居のご家族の方は

受診料9,240円（税込）のうち2,100円（税込）が助成されます

時間 内容
【開催日程】

フレッシュミズスクールさくら
■対象者：ＪＡ愛知東管内在住の女性（20歳～40歳代）
■会　費：年間2,000円（全８講座）※材料費など別途
■定　員：20名

子育て中のママたちも楽しく学べる託児（無料）付きスクールです。

フレミズカレッジＦｒｉｅｎｄｓ
フレンズ

 ６月18日（月）
 ７月13日（金）
 ８月17日（金）
 ９月 ７日（金）
10月12日（金）
11月16日（金）
12月21日（金）

平成31年 ２月22日（金）

10：00～12：00
10：30～12：00
10：00～12：00
10：30～12：00
10：00～12：00
10：30～12：00
10：00～12：00
10：00～15：00

開校式・手作りパン教室
リトミックdeえいご遊び
親子リズム体操
リトミックdeえいご遊び
アレンジフラワー
リトミックdeえいご遊び
寄せ植え教室
修了式・ランチビュッフェ

時間 内容
 ６月16日（土）
 ７月28日（土）
 ８月25日（土）
 ９月15日（土）
10月13日（土）
11月17日（土）

平成31年 １月19日（土）
 ２月23日（土）
 ３月 ２日（土）

9：00～15：00
9：00～15：00
9：00～12：00
9：00～15：00
9：00～12：00
9：00～15：00
9：00～15：00
8：00～15：00
9：00～15：00

開校式・ちくわ作り
ブルーベリー狩り・そば打ち
手作りパン教室
豆腐作り・ランチビュッフェ
寄せ植え教室
陶芸体験
和紙でランプシェード作り
メープルシロップ採取体験
修了式・お食事会

【開催日程】

■対象者：ＪＡ愛知東管内在住の女性（20歳～55歳）
■会　費：年間2,000円（全９講座）※材料費など別途
■定　員：20名

ＪＡ管内の食、技術、文化にふれながら、地域女性の輪を広げましょう！

☎０５３６-２２-４１３５お申し込み・お問い合わせ：ＪＡ愛知東  組合員課

開催日

開催日

■お申し込み・お問い合わせ：JA愛知東　総合企画部　総務人事課　
　〒441-1361 新城市平井字中田６番地の１ ☎0536-22-1225

平成31年度 新規採用職員募集のお知らせ
JA愛知東では、平成31年４月採用予定の職員を募集しています。希望者
は、応募期間内に必要提出書類を総務人事課宛に提出（郵送可）してくだ
さい。書類選考のうえ、あらためて試験のご案内を致します。
●応募期間　５月31日（木）必着
●応募資格　大学・短大・専門学校を平成31年３月に卒業予定の者
●募集人数　８名～10名程度
●１次審査　応募期間終了後「書類選考」
●２次審査　６月８日（金）「一般教養・適性検査」
●３次審査　７月２日（月）「面接試験」
●試験会場　JA愛知東 本店２階 第２会議室
●提出書類　１．履歴書（写真貼付）　２．卒業見込証明書
　　　　　　３．成績証明書　　　　　４．健康診断書

応募書類については、採用以外の目的に使用することはありま
せん。なお、ご提出頂いた書類についてはご返却致しません。

JAバンクで新規に
給与振込・JAカード・マイカーローン
をご契約いただくと

5,000
円券

５月３１日木まで

春の
キャンペーン

ＪＡバンクではじめよう！

わくく
わ

1,000円券
［一体型］

500円券
［単体型・家族カード］

1,000
円券

給与振込 JAカード マイカーローン

松下奈緒JAバンクオリジナル
QUOカードをプレゼント！

詳しくはJA本・支店窓口ならびに渉外担当者まで

組合員の声を

大切にします

わたしたち

は



ＪＡは、地域の人々がつながり、助け合う「相互扶助」の精神のもと、自分たちの農
業や生活を守り、よりよい地域社会を築くことを目的に、組合員自らが運営、利用す
る組織です。
「未来に残そう水と緑」を経営理念に掲げるＪＡ愛知東では、品目別の差別販売を実践
するオンリーワン戦略による「農業者の所得増大」、無料職業紹介所での雇用確保や担
い手育成による「農業生産の拡大」、本・支店を拠点としたイベント開催による「地域
の活性化」など、組織と地域の絆を深めながら“創造的自己改革”に取り組んでいます。

Ａ．組合員は要件によって「正組合員」と「准組合員」に分け
られ、農業を営む人もそうでない人も協同組合活動の参加
者としてＪＡに出資金を納めることで組合員加入すること
ができます。組合に支払われた出資金はＪＡの資本金とし
て、長期・安定的な組合運営のために使われます。

組合員ってなあに？Q．
Ａ．ＪＡは農家以外でも一定の限度内で

ご利用いただくことができますが、
組合員加入することで下記の特典が
受けられるようになります。

准組合員の産直利用や食農教育へ
の参加などが地域農業の振興に繋
がっていますが、政府の掲げる「農
協改革」では、正組合員のサービス
阻害とならないように准組合員の
事業利用を規制することが検討さ
れています。もし准組合員の事業
利用が規制されるとＪＡの総合事
業が解体されてしまい、農家や地
域のくらしを支えるＪＡの役割が果
たせなくなってしまいます。

ジャパン（日本）

アグリカルチュラル（農業の）

コーポラティブス（協同組合）

Japan
Agricultural
Co-operatives

ＪＡマーク説明
大きい三角形は自然・大地、小さい三角
形は人間を表し、左端の円は実り、さら
に人の和を象徴しています。緑色は自然
環境と成長を表しています。豊かさ・実り・人の和 人間

自然

信用（金融）事業では、より身近で、安心・便利な金融機関（ＪＡ
バンク）として、貯金、融資、為替などの銀行業務を行い、休日
相談会の開催や戸別訪問など、丁寧できめ細やかな金融サービス
の提供に努めています。また、共済事業では、「ひと・いえ・く
るま」の総合保障を通じて地域住民の生命と財産を守り、豊かで
安心して暮らすことのできる地域社会づくりに貢献しています。

新鮮で安心・安全な食材をお届けするため、JA直売所では地元
農家が丹精込めて育てた野菜や手作りの加工品を販売し、併設す
るレストランでは、旬を迎えた地元の農畜産物をいつでも味わう
ことができます。また、学校給食や管内の飲食店などにも地元食
材を積極利用してもらうなど「地産地消」の推奨にも取り組み、
買い物弱者を支援するため移動購買車も運行しています。

あなたのくらしに寄り添うＪＡの総合事業
美味しい米や野菜を作るための栽培指導、農業に必要な資材の販
売、新規就農者の受け入れ支援などを行っています。また、農畜
産物を集荷し、生産者に代わって市場や小売店に共同出荷販売を
行うほか、個人では所有できない選果場やライスセンターといっ
た農業に欠かせない施設を農家に利用してもらうなど、農産物の
生産性や品質向上を目指し、総合的に農家経営を支援しています。

次代を担う子どもたちに食と農の大切さを伝える食農教育、料理
や体操など趣味を楽しむ教室活動、地域の伝統や技術などを学ぶ
講座、競技を通じて健康増進につなげるスポーツ大会の開催など、
地域住民の交流の場を企画・提供しています。また、ＪＡが定期
的に発行・更新する広報誌やホームページを通じ、農産物の旬や
ＪＡ事業についての情報を管内外に向けて広く発信しています。

ＬＰガスやガソリンなど生活に不可欠な燃料を販売する燃料事業、
賃貸物件の仲介や不動産税務に関する相談などを行う不動産事
業、ホール葬、自宅葬、出張葬など通夜から葬儀・法要まで一貫し
て対応するやすらぎ事業などを行っています。また、ガス器具や
水まわりのリフォームを中心とした住宅設備機器の販売、自動車
の販売・整備など、地域住民のくらしを幅広く支えています。

高齢者の健康づくり・生きがいづくりを目的に、デイサービスや
訪問介護、介護保険外の方たちを対象とした家事援助やミニデイ
サービス（いきいきサロン）などの介護福祉事業を行っています。
また、管内市町村の支援を受け、ＪＡ愛知東が事務局となって活
動する愛知東結婚相談所では、無料相談会やお見合いイベントを
開催するなどして独身男女の出会いを応援しています。

金融共済事業

店舗事業

営農事業

教育文化活動

生活事業

その他いろいろ

奥三河の水と緑と食資源を生かし守るＪＡを目指します

組合員をはじめ、地域の人々のハート（気持ち）を
第一に考えるＪＡの基本姿勢を表したキャラクター。
ハートの形やＪＡ名である愛知東の「愛」、みんなに
愛されるようにとの願いから『あいちゃん』と名付
けられました。

ＪＡ愛知東イメージキャラクター
「あいちゃん」

ＪＡの組合員になりませんか？
組合員加入のメリット

地域の出来事やキャンペーンの案内など、お
得な情報を掲載したＪＡだより「JANBO
（ジャンボ）」を毎月配付いたします。

組合員相互の親睦を深めるため、ＪＡが主催
するスポーツ、旅行、料理といった様々な
サークル活動などに参加することができます。

当ＪＡで行われる人間ドック受診の際、受診
料の助成が受けられます。

総代会終了後、組合員加入時に出資いただい
た金額に応じて出資配当金をお受け取りいた
だけます。

※加入手続きは最寄りのＪＡ窓口で行うことができます。

准組合員の利用規制って？

農家でなくても
JAの組合員になれるの？Q．

てっＪＡ どんなところ？
ＪＡとは、日本の農業協同組合という意味の「Japan Agricultural Co-operatives」の頭文字をとったもので、
これまで「農協」の呼び名で親しまれてきましたが、1992年からは “みなさんと一緒に地域のくらしづくりをしていこう” と、
新たなロゴマークとともに「ＪＡ」の愛称が使われるようになりました。
シンボルマークは、緑のアルファベットのＪとＡを組み合わせたデザインで、
「どっしりとした大地」と「人と人のきずな」のイメージを表しています。

1 2
3 4

准組合員は地域農業の応援団！

地域の営農とくらしを
守るためにはみなさんの声が

必要です


