Information
ＪＡ愛知東「地域ささえ愛」組織
残価設定型クレジットの借換えも対象です
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金 まで
2022年9月30日●

期間

あいちゃん

軽減後
金利

1.0

年

100万円の借入の場合

ここを比較

ＪＡ宅食サービス

愛ちゃん弁当のご案内

（保証料0.5％を上乗せして1.5％）してください！

年数

%

3年
5年
7年

月々の返済額

28,424円
17,309円
12,548円

お弁当をご自宅までお届け

支払利息総額

23,293円
38,593円
54,042円

管理栄養士の監修で
地元野菜などを使用し、
栄養バランスはもちろん、
季節感や彩にも考慮した
美味しくて飽きないお弁当を
こころがけてお作りします。

（上記に加え保証料は0.5％または0.7％の金利上乗せとなります。）
（団体信用生命共済を付保する場合は、別途金利上乗せ〈但しジャックス保証は対象外〉となります。）
※金利は2022年４月1日現在のものであり、金利情勢の変化により見直しさせていただく場合がございます。
※表示金利は、2022年9月30日までにお申し込みをいただき、2022年12月30日までにお借入された場合の適用
金利です。
（お申込時（借入時）の金利が適用されます）

お問い合わせは、お近くのJA本店・支店窓口まで

宅食提供日は、地域によって異なります
● １食 500円

はじめよう！ JAのアプリ！

●

（10枚綴りの宅食チケットを現金または口座振替にて購入してい
ただきます。）

●

配達エリア：JA愛知東管内（新城市・設楽町・東栄町・豊根村）

●

対象者：65歳以上のひとり暮らしの方
または65歳以上の夫婦世帯

●

安否確認を兼ね、お声かけをし配達させていただきます。

※一部の地域で配達ができないエリアがあります。

※ＪＡ組合員またはそのご家族

詳しくはＪＡ愛知東「地域ささえ愛」組織

事務局（組合員課） ☎0536-22-4135 まで
こんな安心と便利さ、ありました。
登録して、使ってみてナットク！！Webマイページを実感！

フ ァ イ ン

Fine 特別クーポン

24時間365日、いつでもスマートフォンやパソコン
からご契約内容が確認できるから安心！

給油前にタッチパネルの「値引券」を押してから、
本ＱＲコードを計量機へかざすと
期間中、何回でもガソリン・軽油が３円/ℓ値引き！

煩雑になりがちな各種帳票をスッキリ管理

− 特集 − ＪＡが地域のくらしをサポート

教えて！Ｑ＆Ａ！

窓口に行かなくても、住所や電話番号の
変更などさまざまな手続きがWeb上で完結
忙しいときでもかんたん便利！
もしものときに家族にも連絡がもらえて心強い

期間：8月31日 まで
対象：Ｊセルフ新城西部、Ｊセルフ長篠

アクセスは
こちらから

※給油後の値引きは出来ません。
※ご不明な点はスタッフまで。

ＱＲコード

※他ＱＲコードとの併用はできません。

プレゼントクイズ

今回は、各部署の相談窓口を紹介しました。ＪＡ
では、農業だけでなく、暮らしに関わる様々な困
りごとの相談を受け付けています。事業活動の積
見本
極的な取り組みを通じて、地域の皆様が豊かで安
心して暮らすための地域社会づくりに貢献できる
よう努めてまいります。新型コロナウイルスやウ
3名様
クライナ情勢をはじめ、厳しい中ではありますが、 『ふれあい商品券
3,000円分』
今後ともＪＡ愛知東をよろしくお願いいたします。

みなさまとJA共済がワンタッチでつながる。もしものときの
連絡もアプリから！くらしに役立つコンテンツが満載！
Webマイページにワンタッチアクセス！
ご自身の契約内容をすぐに確認できます
ご契約されているJA・支店を自動表示
気になることがあれば、すぐに連絡できます

【問題】〇に入る漢字をお答えください
ＪＡの特徴は、〇〇事業です。

いえ・くるまの自己連絡もアプリから
レッカーやロードサービスも手配できます

※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。

健康、お金、防災・防犯、子育て、食など、
日常に役立つコンテンツが充実
お問い合わせは、お近くのJA本店・支店窓口まで
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写真はイメージです。

22234725245

●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
令和４年９月７日（水）必着

●締

愛知東

切

〈発行〉愛知東農業協同組合
〒441-1361 愛知県新城市平井字中田6-1
TEL 0536-22-1225（代表）
https://www.ja-aichihigashi.com

〈編集〉総合企画部・企画管理課
〒441-1361 愛知県新城市平井字中田6-1
TEL 0536-22-0014
FAX 0536-24-1585

■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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この印刷製品は、
環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

Q. 農業

をはじめるには
どうすればいいの？

Q. 車

の点検を
してほしい

A.

どんな作物で農業をしたいか、どこ
で農作物を販売するか（市場出荷ま
たは産直出荷）など、総合的に相談できる
就農イベントへご参加ください。
本年度の就農イベントは10月2日（日）に
「就農林相談会」、10・11月及び2月に「新
規就農希望者現地説明会（トマト、イチゴ、
ほうれん草）」などが予定されています。

A.

無料職業紹介所もございます
農家と農作業をして収入を得たい方を繋
ぎ、それぞれの条件を合わせ、仲介いた
します。農業生産現場で働きたい方はぜ
ひ営農部（☎0536-22-2300）までご
相談ください。

営農部
清水 啓行さん

Q. 共済

Ｊセルフ長篠
川口 奈保さん

ＪＡ-ＳＳでは給油以外にも、タイヤ、オ
イル交換など従来のカーケアや、車検、点
検、鈑金相談、修理の受付なども行っています。
また、昨年度より手洗いによるカーコーティング
「ＪＡコーティング」を導入いたしました。塗装
のクスミ、水垢が気になる方、新車購入を機に継
続して綺麗を保ちたい方にお勧めです。お車の事
ならどんな些細な事でも
結構です。気になる
事があればお近くの
ＪＡ-ＳＳまでお気
軽にご相談ください。

平日は仕事で
やローンの
相談に行けない

Q. 新生活
家 探したい

A.

土曜窓口無料相談会を行っています。就職したとき、
お子さまが誕生したときなど「ひと」に関する保障、
火災や台風、地震にも備えられる「いえ」に関する保障、
自動車事故による賠償やケガ、修理に備え
る「くるま」に関する保障のご相談をはじ
め、各種共済に関する契約および請求、変
更の手続きを承ります。また、新築・中古
の住宅購入、自動車購入など、各種ローン
のご相談も受け付けています。

A.

を

不動産センターでは、新城市内を中心にファ
ミリー・シングル用のアパート319戸を管理し
ています。ご希望の立地条件・間取り等を教えてい
ただければご紹介いたします。現在、募集物件は希
少ではありますが、物件をお探しの方は不動産セン
ター（☎0536-22-4082）まで直接ご相談ください。

土曜窓口無料相談会
共済普及課
下山 道弘さん

日時
● 場所
●

に向けて

土地売買のお手伝いもできます！

毎週土曜日 9:00〜15:00
ＪＡ愛知東本店

不動産売買の仲介斡旋取引業者とし
て、管内の宅地・建物を中心に農林地
を含めて市場に応じた売買取引や税務
相談のお手伝いもしています。

※毎週土曜日開催を予定しておりますが、急
遽変更になる場合がございます。

Q. 地元

の特産品を

岡本

贈りたい

ＪＡが地域のくらしをサポート

A.

こんたく長篠
片桐 宣明さん

農業を支える事業はもちろんのこと、生活に関わる事業など、
地域住民の皆様にもご利用いただける事業を数多く展開しています。
今回は、各部署を代表して、職員が様々な質問にお答えします！

葬儀って分からないこと
ばかりなんだけど…

A.

葬儀についての事前相談を行っています。もしもの時の連絡や準備
と対応、葬儀内容と掛かる金額などはもちろん、枕経や戒名の意味
まで、葬儀に関する不安や雑学に関してお答えいたします。また葬儀後の
法要や仏壇・墓石、各種手続きなどもお手伝いいたします。お気軽にやす
らぎ課（フリーダイヤル☎0120-793394）までご相談ください。

組合員課
河口 紗恵子さん

Q. 相談

介護の
A.

やすらぎ会員募集中！
入会された方は、葬儀における祭壇代金の10％及び
香典返しの5％を割引いたします。一度の加入で同一
世帯様は何度でもご利用いただけます。
※入会金5,000円が必要になります。

介護支援センター
今泉 浩俊さん

がほしい！

新城市・設楽町・東栄町・豊根村の支援によりＪＡ
愛知東が事務局となり、結婚相談員17名を委嘱して
いる結婚相談所があります。人生経験豊富な結婚相談員が
管内の独身者の相談や出会いの場を提供し、カップル、成
婚に向けて地域の独身者の応援をします。
また、婚活イベント「いい人見つけよう大会」「高年者向
け ふれあいの集い」を年数回開催しています。詳しくは
組合員課（☎0536-22-4135）までお問い合わせください。

ＪＡの特徴の一つは「総合事業」です。

奥三河特産品が詰め込まれている『味の玉手箱』
は、お中元やお歳暮の贈答用として注文を受け
付けています。詳しくは、北設営農センター
（☎0536-83-2314）
までお問い合わせください。

やすらぎ課
長谷川 稔さん

な

ＪＡで様々な相談を受け付けていることはご存知ですか？

ＪＡオリジナルギフト『味の玉手箱』

Q.

Q. 素敵
出会い

教えて ! Q＆A !

A.

「こんたく長篠」直売所では、併設の焼き肉
レストランでお召し上がりいただいておりま
す『鳳来牛』を贈答用としてお申込みいただくこと
も可能です。焼肉・すき焼き・しゃぶしゃぶと、用
途によって部位でお選びいただけます。詳しくは、
こんたく長篠
（☎0536-32-0002）
までお問い合わせ
ください。

不動産センター
省二さん・與語 いづみさん

をしたい

介護保険の申請の仕方から、サービス利用の仕
方まで介護についての幅広い相談を受付けてい
ます。介護支援センターでは、専門職であるケアマネ
ジャーが、各事業所や社会福祉協議会、市町村など関
係団体との連携を密にし、利用者に合った介護プラン
を提案することで利用者またはご家族様が安心して暮
らしていけるお手伝いをさせていただいております。
詳しくは介護支援センター（☎0536-32-1905）まで
お問い合わせください。

※男性はＪＡ愛知東管内に住む独身の方に限ります。

結婚相談所
●

日

時

毎週土曜日
（受付時間

9:00〜12:00
午前11時30分まで）

※お盆、年末年始を除く

場 所
● 登録料
●

生活総合センター内
男女問わず無料

組合員課

