
　当組合では継続して不祥事再発防止に向けて内部管理態勢の一層の強化を
図り健全経営に努めていますが、不祥事再発防止策の一環として誠に勝手な
がら下記のとおり現金集金業務を廃止させていただくこととなりました。
　なお、複合渉外員による訪問活動・職員による外務活動は今後も継続してまいり
ますので、ご相談等ございましたらお気軽にお声がけください。

　これまで当組合では、お客様のご依頼に基づいて貯金通帳へのコメント
入力の取扱いを行ってまいりましたが、誠に勝手ながら令和３年２月２６
日㈮をもちまして終了させていただきます。
　なお、給与振込や公共料金等のコメントは引続き表示されます。今後は
窓口業務の迅速化を図り一層のサービスの向上に励んでまいりますので、
変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

　定期積金等の新規ご契約は口座振替にてお願いいたします。また、普通貯金等のご入金
は恐れ入りますが、支店窓口またはＡＴＭをご利用くださいますようお願い申し上げます。

現金集金業務の見直しについて

貯金通帳へのコメント入力の
取扱い終了について

令和３年２月末をもちまして、当ＪＡにおける
現金集金業務を廃止させていただきます。

通帳へのコメント入力の取引終了日
令和３年２月２６日（金）

労災事故の発生について（お詫び）
　本年９月２７日に当組合経済部農機課において非常に大きな労災事故
が発生いたしました。このような事故を発生させてしまったことにつき
まして、心よりお詫び申し上げます。
　只今、労働基準監督署の調査を受けておりますが、他の部署を含め事
故再発防止に細心の注意を払ってまいります。

代表理事組合長　谷口　熊一
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〈10月20日現在の在庫です〉〈10月20日現在の在庫です〉

98万円〈税込〉98万円
ハイゼット カーゴ クルーズハイゼット カーゴ クルーズ

〈税込〉

№341

ＭＴ
4WD

ハイゼット トラック 農用ＳＰハイゼット トラック 農用ＳＰ
№634

MT
4WD

EKワゴン MEKワゴン M
№418

4WD

103万円〈税込〉〈税込〉 103万円
Ｎ－ＢＯＸ ＧＮ－ＢＯＸ Ｇ

〈税込〉

№３77

AT
4WD

154.5万円154.5万円

ムーヴキャンバス ＸメイクアップリミテッドＳＡⅢムーヴキャンバス ＸメイクアップリミテッドＳＡⅢ

〈税込〉

№745

AT

AT

4WD

サンバー トラックサンバー トラック

79.8万円〈税込〉79.8万円〈税込〉

№410

ＭＴ
4WD

中古車多数展示！！
※写真と展示車とは異なる場合があります。※仕様・装備等詳しくはスタッフにお尋ねくださ
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JAが独自に決めておりますので詳しくは
スタッフにお尋ねください。※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。

20万円〈税込〉52.8万円〈税込〉 20万円
●H18年式
●検無し
●ホワイト
●42，86０km
●エアコン
●パワステ 〈税込〉

●H30年式
●検Ｒ４．６
●シルバー
●１１，５５０km
●エアコン
●パワステ
●ＣＤチューナー

52.8万円〈税込〉

●H25年式
●検Ｒ３．７
●シルバー
●４４，０８０km
●エアコン
●パワステ

●H29年式
●検無し
●レッド
●20,900km
●CDチューナー
●オートエアコン

●Ｈ２７年式
●検無し
●ワイン
●５２，０００ｋｍ
●オートエアコン
●プッシュスタート
●両側スライドドア

●Ｈ３０年式
●検Ｒ３．１０
●ピンクメタリックツートン
●９，４００ｋｍ
●両側パワースライドドア
●ＬＥＤフォグランプ
●プッシュスタート

「サンクスフェア」のお知らせ

お問い合わせは  小千谷車輌農機センター（☎８３－２５０６）
片貝車輌農機センター（☎８4－２12６）
車輌農機南部営業所（☎８6－２５74）

自動車・農業機械展示会

日  時

会  場

１１月14日㈯　午前９時～午後４時
１１月１5日㈰　午前９時～午後4時
小千谷車輌農機センター

１１月14日㈯　午前10時～午前11時

同時 草刈機・チェーンソー メンテナンス講習会

皆様のご来場をお待ちしています。
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※お申込みは令和２年11月１日～12月30日までとさせて頂きます。（※各ご家庭へお届け致します)
※お届け予定は12月20日頃となります。（尚、海産物のため天候により若干遅れる場合がございます)
※数量に限りがございますのでお早めにお申し込みください。

セット ①新海苔5帖セット

10枚×5袋

2,700円
（税込）

5,400円
（税込）

10枚×10袋

②新海苔10帖セット

規　格

価　格

お申込み先

※電話にて
　お申込みを
　お願い致します。

虹のホール おぢや ☎ 83-3907

13 11月 vol.213



ワイパー値引き
キャンペーン!!

こんな症状はありませんか？ 交換時期のサインです｡

にて販売中です。
但し、スノーブレード・特殊ワイパーは除く

ワイパーの交換は1年が目安です。詳しくは下記までお問い合わせください。

11/30まで

南部給油所 ☎ 86-2163　　片貝給油所 ☎ 84-3553

安全運転のお手伝いキャンペーン
11月限定でワイパーをどれでも１本

1,100円 （税込・作業料込）

理事会報告

（１）令和２年度上半期仮決算について
（２）第５次総合３ヵ年計画進捗状況
　　  （上半期）について

（３）理事に対する貸出について

令和２年９月２８日開催　定例理事会
《議　題》

（４）出資金の減口について
（５）その他運営について

全議案とも可決承認されました
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今月の表紙
コスモス畑

　一面のコスモス畑。色鮮やかな花が咲き誇り
ます。  （10月21日　撮影地：三仏生）

　２日（月）外務活動（～９日）
　８日（日）年金相談会 【千田支店】
１４日（土）自動車農業機械展示会( ～１５日)
 【小千谷車輌農機センター】
１５日（日）ローン相談会 【本店】

上記行事につきましては、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、状況によっては
変更または中止となる場合があります。ご
了承ください。

１１月の行事日程

 ９月末日現在

正 組 合 員 数 ３，６29人
准 組 合 員 数 ４，50６人
出 資 金 2３億7，9４8万円
貯 金 残 高 ６６４億４，６80万円
貸 出 金 残 高 89億7，３00万円
共 済 保 有 高 2，４３４億5，757万円
購 買 品 供 給 高 1３億６，027万円
販 売 品 販 売 高 9億7，252万円

 ９月15日～10月1４日

桜町二ノ宮　金箱　ヒデ(96）
古　田　中村　マサ(91）
五　辺　大平　　功(98）
池　津　神林　幸一(87）
一之町四区　淺田　　弘(94）
二之町　松井　　和(92）
池中新田　田中　シゲノ(100）
山の相川団地　角張　サトイ(86）
時　水　小野坂　喜三郎(104）
千　谷　清野　トリ(99）
三之町　谷内　初江(94）
山　谷　中野　榮子(86）

元中子　広井　マツエ(100）
(※敬称略）

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

人事情報
退職者
関　真理恵　四ツ子支店　　　９月３０日付

あとがき
　肌寒い季節になりまし
た。我が家ではすでにこた
つが登場しました。
　特集のカリフラワーの収
穫は早朝からの取材で貴重
な経験になりました。
 （し）

JAローン・サンデー相談会
■開催日　１１月１５日（日）本店
■時　間　午前９時３０分～午後３時
■会　場　本店

次回開催日　１２月２０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

旅行相談窓口
電話番号変更のお知らせ産直「緑のお店」

冬季休業のお知らせ 令和２年12月１日㈫より旅行相談窓口の
電話番号を下記のとおり変更いたします。

11月30日㈪をもって冬季休業とさせて
いただきます。
再開は来年４月下旬を予定しています。
今年もたくさんの方にご利用いただき
ありがとうございました。

お問合せ  緑のお店 ☎８３－３７２１

新電話番号：0258-83-3445
（経済部生活福祉課）

旧電話番号：0258-83-3539
ご不便をおかけいたしますが、今後ともご利用
いただきますようお願い申し上げます。

本誌に掲載しております。
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