
－特集－

ＪＡが素敵な出会いを
お手伝いします

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
今回は、ＪＡを事務局とする「愛知東結婚相談
所」について紹介しました。ある調査によると、
50歳になるまで一度も結婚をせずに独身のまま
でいる人の割合は上昇を続け、現在は男性の４人
に１人、女性は７人に１人が生涯未婚なのだそう
です。しかし、焦らず、本人の意思で「婚活」を
続ければ、きっと運命の人と巡り会えるはずです。
ＪＡはみなさんの素敵な出会いを応援しています。

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　　令和元年９月４日（水）当日消印有効

【問題】○に入る言葉をお答えください。
ＪＡ愛知東が主催する婚活イベントは
　　　　　　　　　「○○○○○○○○大会」と「ふれあいの集い」。
※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。

☎0536-22-4135お申し込み・お問い合わせ：ＪＡ愛知東　組合員課

健診日 会場 会場
 ９月13日（金）
10月 ８日（火）　
10月25日（金）　
11月 ７日（木）　
11月 ８日（金）　
11月11日（月）　

健診日
12月 ３日（火）●
2020年
 １月 ７日（火）
 １月14日（火）
 １月21日（火）

鳳来寺支店
ちさと支店
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
】

3名様『ふれあい商品券
　　　3,000円分』

写真はイメージです。

ＪＡ愛知東では、組合員・地域住民みなさまの健康管理活動とし
て、管内のＪＡ本店・支店で人間ドックを開催しています。年に一
度の受診でご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）
※事後説明会にご参加いただいた方には「健康グッズ」を進呈します
組合員・その同居のご家族の方は2,100円（税込）助成されます

見本

お問い合わせはJA愛知東の本店・支店窓口ならびに渉外担当者まで お問い合わせはJA愛知東の本店・支店窓口まで
【19234725219】

【キャンペーン期間】
2020年４月30日木まで

・請求忘れがないか
・ご家族にお変わりがないか
・加入内容の確認の必要性

ご案内していること

さらに今だと、
「あんしんいっぱいキャンペーン」

実施中

全国各地の
農畜産物・名産品を
産地直送！A

賞
JAタウン厳選
産地直送品

4,000名様総
計

JAタウン賞

お問い合わせ・ご依頼は　JA愛知東　ホームエネルギー課　☎0536-23-3291

ＪＡのお掃除・家事応援隊 お家のお掃除や家事のお手伝いまで、
さまざまな困りごとをプロが解決いたします！！

※施工時に、電気・水道・駐車場を使用させていただきます。※料金は、大きさ・汚れの程度により変わります。お見積り無料です。お気軽にご相談ください。

エアコン（掃除機能なし）
洗浄、ほこり・汚れ除去

10,000円（税抜き）～
浴室
基本清掃、カビ・水垢・石鹸カス除去

レンジフード
〈分解洗浄〉洗浄、油汚れ除去

15,000円（税抜き）～ 15,000円（税抜き）～
まとめてお得プラン実施中！！
ハウスクリーニング下記のメニュー（６つ）
の中から、２つ以上まとめてご注文の場合…
エアコン 浴室 レンジフード
キッチン トイレ 洗面所

10％OFF合計金額（税抜き）から

※10月１日以降の健診は、消費税率変更に伴い健診料金10％税込金額を予定しています
※●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午前8:00です

愛知東農協
　　　　　　　　　　 が

ＪＡバンクあいちで

JA共済では、組合員・利用者の皆様へ
安心と満足をお届けするために

を実施しています。サンキュー活動

美しい、ヘルシー、お手入れ簡単B
賞

プリンセス
Table Grille Pure
400名様総

計

マットとしても、収納ボックスとしても使えて便利C
賞

JA共済オリジナル
アンパンマンおかたづけマット
4,000名様総

計

抽選で総計8,400名様にすてきな賞品をプレゼント！
2020年３月31日（火）まで応募期間



ＪＡが素敵な出会いを
お手伝いします

ＪＡ愛知東を事務局とする「愛知東結婚相談所」は、新城市・設楽町・東栄町・豊根村の支援を受け、
結婚相談員17名を委嘱して活動しています。

人生経験豊富な相談員が、管内の独身者に対して相談や出会いの場を提供し、
成婚に向けた『婚活』を応援させていただきます。

信頼と実績の愛知東結婚相談所

価値観、個性に合わせた
パートナー探し

相談員が、経歴や家族関係、プロフィールなどを示した
身上書をもとにカウンセリングを行い、
親身になってパートナー探しをサポートします。

愛知東結婚相談所のサービス案内

愛知東結婚相談所

成婚に結びついたカップルは
100組以上

平成５年度の設立以来、
お見合いや婚活イベントを通じた成婚数は100組を超え、
地域からも高い信頼を得ています。

管内市町村の支援により、
入会金や月会費、成婚退会時の成婚料などの料金が
一切かからない無料の結婚相談所です。
※婚活イベント等については、参加者負担となります。

秘密厳守のため
安心して婚活をスタート

登録時に必要となる身上書は、
個人情報利用同意書に基づいて厳重に管理し、
秘密厳守いたします。

■　相談日　毎週土曜日（祝日・お盆・年末年始は除く）
９:00～12:00【要予約】

■　場　所　ＪＡ愛知東生活総合センター内 組合員課
（新城市豊栄字鳥居前222-8）

■　電　話　0536-22-4135（事務局：組合員課）

無料で出会いを応援

個別相談お見合い婚活イベント婚活応援事前セミナー

Ｑ&Ａ
結婚に結びついたカップルはいますか？

平成５年度の設立以来の成婚者数は105組です。
昨年度はお見合いを経て
１組のカップルが成婚しました。

Q.
A. 登録するのに

年齢制限などはありますか？
特に制限はなく、
登録者の中には再婚の方もいらっしゃいます。
ただし、状況等によっては
お断りする場合もあります。

Q.
A.

結婚相談所に登録しないと
お見合いやイベントに参加できませんか？

婚活イベント「いい人見つけよう大会」は一般公募ですが、
登録者のみなさんから優先的に参加することができます。
お見合いについては、男性、女性とも登録者同士のお見合いとなります。

Q.
A.

登録に期間はありますか？Q.
A.

「いい人見つけよう大会」って
どんなイベントですか？

Q.
A.

結婚相談所の登録期間は原則２年です。
本人の意思もしくは成婚の報告をいただいた後に
退会となります。
婚活イベント「いい人見つけよう大会」
での出会いをきっかけに成婚した場合には、
報告いただいたカップルに限り、
お祝い金を差し上げています。

男女各10名を参加者とした出会いの場で、
男性は20歳～40歳の管内在住者、女性は20歳～35歳であれば
地域を問わず参加することができます。
①自己紹介、②男女間の３分トーク、③味覚狩り、自然散策、食事
などのフリータイム、④相手を選ぶカップリングを行います。
年５回のうち２回は、男性40歳以上、女性35歳以上が対象の
「ふれあいの集い」として実施しています。

予約いただいた相談日に、異
性に対する希望条件や結婚に
対する悩みなど、担当の相談
員が一つひとつ丁寧にお伺い
させていただきます。

お相手の了解が得られたら、
お見合い成立となります。お
見合いを申し込まれる場合も
あり、担当の相談員が日程や
場所などを調整します。

味覚狩りなどの体験を盛り込
んだ少人数～大人数の婚活イ
ベントを年５回、年代別に企
画し、登録者には情報提供も
行います。

相手に好印象を与える服装や
話題選びなど、婚活時の自己
アピール力向上をテーマにし
たスキルアップセミナーを随
時開催しています。

相談員が誠意をもって相談活動にあたり、
個人に関する情報は目的以外には一切使用しません。

安心してお申し込みください。

お申し込み・お問い合わせ先　ＪＡ愛知東　組合員課　☎0536-22-4135

婚活イベント「いい人見つけよう大会」
楽しい体験やフリータイムを通じて素敵なパートナーを見つけませんか。
ＪＡは、あなたの出会いを応援しています。

ぶどう狩りとバーベキューPART 106

9月22日日 ●　時間 10:00～14:00
●　場所 マル京果園（岡崎市）

●　資　格　男性 ＪＡ愛知東管内在住の20歳～40歳までの独身の方
　　　　　女性 地域を問わず20歳～35歳までの独身の方
　　　　　※女性参加者にはカードリーディング体験をプレゼント
●　定　員　男女各10名
●　参加費　男性4,000円　女性無料

※その他、年間スケジュールはＪＡ愛知東ホームページでご確認ください。

参加者募集中！

ご
入
会
か
ら
ご
紹
介
ま
で
の
流
れ 登録対象者

〈用意していただくもの〉
・身上書用の写真１枚（サイズ：L版 89×127）
※写真は６ヵ月以内のものに限ります。
※登録はご本人の意思表示が前提となります。

男性  ＪＡ愛知東管内在住の独身の方に限ります
女性  管内外を問わず独身の方に限ります

相談無料 秘密厳守

結婚相談員または事務局のＪＡ愛知東組合員課にて
受付をします。1

本人直筆で身上書にプロフィールを記入し、写真１枚
（表情が分かるもの）を添付して提出してください。2

電話で予約いただき、ご来店ください。
（相談日　毎週土曜日9:00～12:00）3

結婚相談員との面談により、
パートナー選びに対する本人の希望などについて伺い、
ご希望のお相手をお探しします。

4

後日、相談者（登録者）と面談した結婚相談員と、
ご希望のお相手（登録者）を担当する結婚相談員と
打ち合わせをします。

5

ご希望のお相手（登録者）の了解が得られたら、
お見合いの詳しい日程などを調整します。
※お見合いには基本的に結婚相談員が立ち会います。

6

よくいただくご質問

♡愛知東結婚相談所をきっかけに成婚しました♡ 2019年７月14日入籍
新城市・40代男性　　新城市・30代女性

Q．お互いの第一印象は？
A．男性：明るい方だと思いました。
女性：優しそうな方だと思いました。

Q．お相手のどこに惹かれましたか？
A．男性：何事にも一生懸命なところ。
女性：聞き上手なところ。

Q．婚約までの交際期間は？
A．約１年です。

Q．現在婚活中のみなさんに一言
A．等身大のままで、自分を知ってもらってください。

Q．結婚を意識したきっかけは？
A．男性：ずっと守っていきたいと思ったから。
女性：一緒に笑っていけたら幸せだなぁと♪


