
2021年度春　新規学卒
職 員 採 用 募 集 要 項

◇採用人員および職種等

◇応募資格
　平成３１年３月卒業見込みの者

◇応募資格
　202１年３月卒業見込みの者

◇応募要領
　（１）応募受付期間
　　大学・短大（専門学校含む）
　　　2020年３月１１日（水）～４月１日（水）

　（2）提出書類
　　大学・短大（専門学校含む）
　　　自筆履歴書（写真貼付）、卒業見込証明書、
　　　成績証明書

◇採用試験
　（１）試験日
　　大学・短大（専門学校含む）
　　　2020年４月１５日（水）

　（2）試験会場（中越地区）
　　　パストラル長岡（ＪＡ越後ながおか本店）

　（３）試験科目

◇採用時期
　202１年４月

◇勤務条件
　（１）初任給／①大学卒　　　１７５，000円
　　　　　　　 ②短大卒　　　１５９，200円
　（2）賞　与／年2回（７月・１2月）、事業実績に
　　　　　　　 より年度末（2月）支給
　（３）手　当／家族手当、通勤手当、超過勤務手当
　（４）昇　給／年１回
　（５）退職金／規定に基づき支給
　（６）社会保険／
　　　　　　　 健康保険、雇用保険、労災保険、
　　　　　　　 厚生年金
　（７）勤務時間／
　　　　　　　 午前８時３0分から午後５時
　　　　　　　 （事業所により時間差出勤有り）
　（８）休日・休暇等／
　　　　　　　 ①休日　�日曜日、国民の祝日に関す

る法律に定めた日、年末・
年始、第2・第３・第４土
曜日、事業場により１年変
形労働時間制

　　 　　　　　②休暇　�年次有給休暇制度、特別休
暇制度、育児休暇制度、介
護休業制度

学卒別対象者 採用人員 職種等
大学・短大（専門学校含む） 若干名 一般職（営業も含む）
大学・短大（専門学校含む） 若干名 技術職（車輌・農機）

区分 第１次試験
（JAグループ県下統一採用試験） 第２次試験

内容

筆記試験（言語理解・計数理解）
８0分

適性検査� ４0分
作文（８00字以内）�６0分
※試験会場にてテーマを指定

〈面接試験〉
第１次試験
合格者対象

提出先・問い合せ先
ＪＡ越後おぢや　総務部総務課　渡辺
住　所：小千谷市城内４丁目１番55号
電話番号：02５８－８３－３４2１
E��-��m��a�i：soumu@ja-e-ojiya.com

先輩職員の声

総務部　企画管理課
笹原　光平

２０１９年４月入組

Ｑ．上司や同僚との関わり、職場の雰囲気について教えてくだ
さい。

Ａ．分からないことがあれば優しく教えてくれます。困ってい
る時は助けてくれます。とてもアットホームな雰囲気の職
場です。

Ｑ．今までの仕事で印象に残っていること、大変だったこと、
嬉しかったこと、成長できたエピソードを教えてください。

Ａ．簡単な事務処理ではありますが、こなすことができるよう
になりました。最初は何も分からず苦労しましたが、先輩
の指導のおかげでできるようになり、少しずつですが成長
できたと思います。

Ｑ．先輩職員からＪＡを目指す方へメッセージをお願いします。
Ａ．ＪＡは地域密着で、小千谷に尽力できる組織です。小千谷
で働き、小千谷に貢献したいという方はぜひ！私達と一緒
に働きましょう！！
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AT

4WD

〈税込〉

ミライース Xfミライース Xf

79.8万円79.8万円〈税込〉

№778

●H27年式
●検R2.9
●シルバー
●9,700㎞
●CDチューナー
●マルチエアコン

●H27年式
●検R2.9
●シルバー
●9,700㎞
●CDチューナー
●マルチエアコン

アルト Sアルト S

※写真と展示車とは異なる場合があります。※仕様・装備等詳しくは会場でお尋ねください。※全車、登録にかかる税金・保険料・登録諸経費・リサイクル料金は別途となります。本掲載の商品が品切れの際はご容赦ください。
※価格は当店が独自に決めておりますので詳しくは担当者にお尋ねください。※リ済別/リサイクル料金は預託済みですが、車両本体に含まれていないため預託金相当額が別途必要となります。

※2月20日現在
　の在庫です中古車多数展示！！中古車多数展示！！特選特選

〈税込〉78万円78万円
〈税込〉

№915

●H30年式
●検R3.3
●ブラック
●450㎞
●CDチューナー
●キーレス
●マニュアルエアコン

●H30年式
●検R3.3
●ブラック
●450㎞
●CDチューナー
●キーレス
●マニュアルエアコン

〈税込〉

AT

AT

AT

4WD4WD

AT

FF

ルーミー Gコージーエディションルーミー Gコージーエディション

179.8万円179.8万円〈税込〉

№694

●H31年式
●検R4.3
●ブルー
●10㎞
●衝突回避支援システム
●両面自動スライドドア
●コーナーセンサー

●H31年式
●検R4.3
●ブルー
●10㎞
●衝突回避支援システム
●両面自動スライドドア
●コーナーセンサー〈税込〉

EKワゴン MEKワゴン M

81.4万円81.4万円〈税込〉

№418

●H29年式
●検R2.6
●レッド
●20,900㎞
●CDチューナー
●オートエアコン

●H29年式
●検R2.6
●レッド
●20,900㎞
●CDチューナー
●オートエアコン

〈税込〉

キャリィKCキャリィKC

63万円63万円
〈税込〉

№117

●H26年式
●検R2.7
●ホワイト
●45,700㎞
●エアコン
●パワステ

●H26年式
●検R2.7
●ホワイト
●45,700㎞
●エアコン
●パワステ

AT

4WD 4WD

〈税込〉

キャリィKCキャリィKC

73万円73万円
〈税込〉

№740

●H28年式
●検R2.11
●ホワイト
●8,400㎞
●エアコン
●パワステ

●H28年式
●検R2.11
●ホワイト
●8,400㎞
●エアコン
●パワステ

春の生産資材・農薬展示即売会
日時

会場 総合営農経済センター
３月14日土・15日日 午前９時～午後3時３月14日土・15日日 午前９時～午後3時

●畑作資材　●米低温貯蔵庫　●もちもちパン
●補聴器・めがね　●育苗資材　●保冷米びつ　●火災報知器
●農薬　●肥料　●肥料農薬相談コーナー

●畑作資材　●米低温貯蔵庫　●もちもちパン
●補聴器・めがね　●育苗資材　●保冷米びつ　●火災報知器
●農薬　●肥料　●肥料農薬相談コーナー

総合営農経済センター総合営農経済センター

お問い合わせ　資材課　☎ 83-3845
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今月の表紙
３月といえば

年度末・ひな祭り・梅、そして卒業が連想され
ます。

３月の行事日程
　３日（火）外務活動（～６日）
　７日（土）自動車展示会（～８日）
� 【小千谷車輌農機センター】
　　　　　※ローン相談会同時開催（８日）
１５日（日）ＪＡローン・サンデー相談会
� 【本店】
２８日（土）自動車・農業機械展示会（～２９日）
� 【片貝車輌農機センター】
　　　　　　※トラクター・田植機セルフメンテナンス
　　　　　　　講習会同時開催（２８日）

� １月末日現在

正 組 合 員 数 ３，６９4人
准 組 合 員 数 4，5３2人
出 資 金 24億１，84６万円
貯 金 残 高 ６３６億7，27９万円
貸 出 金 残 高 ９１億３，48９万円
共 済 保 有 高 2，5３2億　　85６万円
購 買 品 供 給 高 20億5，３85万円
販 売 品 販 売 高 20億4，３78万円

小国町上谷内新田　峯村トシ様(81)
小粟田　國松熊一様(97)
東川口　阿部オテ様(88）
土　川　山﨑誠一様(95）
小国町武石　大橋　鼎様（88）
千谷川　内山トシ様（90）
池ヶ原　米山マサイ様(76）
五　辺　阪詰光治様（86）
小国町千谷沢　佐藤泰司様（76）
小国町苔野島　久保田敬三様(92）
千　谷　古田島タマ様(90)

時　水　池田　勝様（84)
川口和南津　喜多村儀作様(95）
卯ノ木　川上隆平様（93）

訃報

心からお悔やみ申し上げます
虹のホールおぢや　合掌

令和２年
　１周忌・33回忌等
� 法要を承ります。

24 時間年中無休
事前相談承ります

JA葬祭

あとがき
節分にて。保育園で作ってきた自慢のお面を
かぶり、「鬼は～外、鬼は～外」と、福を内
に呼ぶことなく豆まきしていました。投げた
後は、齢の数よりはるかにたくさんの豆を食
べていました。� （ひ）

JAローン・サンデー相談会
■開催日　３月１５日（日）
■時　間　午前９時３０分～午後３時
■会　場　本店

次回開催日　４月１９日（日）本店
夜間も随時ご相談に応じておりますので、
お気軽にご用命ください
　　　金融課　☎８３－３４２２

ナニコレ？珍発見！
情報提供いただき、ありがとうございま
した。
野菜の他でもＯＫです、皆様からの珍
発見情報、お待ちしております♪

サ珍マイモ
撮影者：孫想いさん（時水）

本誌に掲載しております。
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