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12/30
（金）

12/31
（土）

1/1
（日）

1/2
（月）

1/3
（火）

1/4
（水）

【車の修理】
小千谷・片貝車輌農機センター

通常営業 休業 休業 休業 休業 通常営業

【農機具の修理】
小千谷・片貝・南部車輌農機センター

【肥料・農薬等の購入】
総合営農経済センター
片貝営農経済センター
千田園芸資材センター
錦鯉センター
精米工場

（総合営農経済センター内）
支店・プラザ店

南部・片貝給油所 ７：００～ 
１5：００

8：3０～ 
１6：００

12/30
（金）

12/31
（土）

1/1
（日）

1/2
（月）

1/3
（火）

1/4
（水）

城川支店ATM

通常営業 ９：００～ 
１９：００

９：００～ 
１９：００

９：００～ 
１９：００

９：００～ 
１９：００ 通常営業

南部プラザ店ATM

東小千谷プラザ店ATM

四ツ子プラザ店ATM

片貝中央支店ATM

小千谷総合病院ATM

イオン小千谷店ATM

ベイシア小千谷店ATM 取扱休止

お問い合わせ
　総合営農経済センター　　☎83－3845　／　片貝営農経済センター ☎84－2367　／　千田園芸資材センター ☎82－2444
　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
　錦鯉センター　　　　　 ☎59－2005　／　精米工場　　　　　　 ☎82－0169　／　城川支店　　　　　　 ☎83－3429
　片貝中央支店　　　　　 ☎84－2300　／　千田プラザ店　　　　 ☎82－2444　／　南部プラザ店　　　　 ☎86－2003
　東小千谷プラザ店　　　 ☎83－2166　／　四ツ子プラザ店　　　 ☎82－1715　／　南部給油所　　　　　 ☎86－2163
　片貝給油所　　　　　　 ☎84－3553

〇虹のホールおぢや（全日営業）………………  ☎０１２０－８３－３９０７（フリーダイヤル、24時間受付）
〇自動車事故受付窓口【JA共済】
　ＪＡ共済事故受付センター　事故などの場合には ……………… ☎０１２０－２５８－９３１（フリーダイヤル、24時間受付）
　ＪＡ共済サポートセンター　レッカー移動や故障時の応急 …… ☎０１２０－063－９３１（フリーダイヤル、24時間受付）

年末年始の営業日程のお知らせ

年末年始のATM営業時間のお知らせ

※ＪＡバンク新潟のキャッシュカードをお持ちのお客様が、上記以外のＡＴＭをご利用になる場合のご利用可能時間
につきましては、ＡＴＭ設置金融機関にお問い合わせ願います。
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介護福祉事業サービス終了のお知らせ
　日頃より、当組合の介護福祉事業をご利用頂きありがとうございます。
訪問介護サービスおよびスマイルサービスは令和４年12月末日をもってサービスの提供を
終了し、令和５年２月末において事業を廃止いたします。
　長年にわたりご利用いただき誠にありがとうございました。

お問い合わせ　経済部　生活福祉課　☎83-3445

お問い合わせ

定休日の変更について
日頃より当給油所をご利用いただき、

誠にありがとうございます。
令和２年１２月より定休日の設定・営業時間の変更を行い、
営業しておりましたが、日曜日の営業について要望が多かったため、
令和４年12月より下記のとおり定休日を変更いたします。

令和4年１２月4日㈰より日曜日の営業を行っています。
引き続きご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
年末年始は営業時間を変更しておりますので、ご注意ください。年末年始は営業時間を変更しておりますので、ご注意ください。

（詳細は前ページ「年末年始の営業日程のお知らせ」をご覧ください。）（詳細は前ページ「年末年始の営業日程のお知らせ」をご覧ください。）

南部給油所　☎８６－２１６３
片貝給油所　☎８４－３５５３

給油所からのお知らせ給油所からのお知らせ

変更前
南部給油所

定休日／毎週日曜日
片貝給油所

定休日／毎週日曜日

変更後
南部給油所　定休日／毎週木曜日

（令和4年12月8日㈭～）
片貝給油所　定休日／毎週火曜日

（令和4年12月13日㈫～）
※営業時間（7：00～19：00）の変更はありません。

➡
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臨時職員募集臨時職員募集ののお知らせお知らせ

総務部 総務課  大矢総務部 総務課  大矢  ☎ 83-3421  ☎ 83-3421
詳細については下記担当までお問い合わせください。詳細については下記担当までお問い合わせください。

採用人数　若干名
雇用形態　臨時職員
手　　当　通勤手当、特別手当、超過勤務手当
社会保険　厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
そ の 他　正職員登用制度あり

⑴ 自動車整備⑴ 自動車整備
就業場所　小千谷車輌農機センター（小千谷市土川１丁目１３－５）
　　　　　片貝車輌農機センター（小千谷市片貝町５０５０－３）のいずれか
就業時間　変形労働時間制（１年単位）
　　　　　８時３０分～１７時００分（第１・５土曜日は８時３０分～１２時００分）
賃　　金　日当　７，５００円～
必要資格　普通自動車免許（MT）、自動車整備士有資格者は賃金面で優遇

⑵ 農業機械整備⑵ 農業機械整備
就業場所　小千谷車輌農機センター（小千谷市土川１丁目１３－５）
　　　　　片貝車輌農機センター（小千谷市片貝町５０５０－３
　　　　　車輌農機南部営業所（小千谷市真人町丁８９－２）のいずれか
就業時間　変形労働時間制（１年単位）
　　　　　８時３０分～１７時００分（第１・５土曜日は８時３０分～１２時００分）
賃　　金　日当　７，５００円～
必要資格　普通自動車免許（MT）、農業機械整備技能士有資格者は賃金面で優遇

⑶ 堆肥センター内機械操作、市内運搬⑶ 堆肥センター内機械操作、市内運搬
就業場所　小千谷市堆肥センター（小千谷市大字西吉谷６９４－１）
就業時間　８時３０分～１７時００分（第１・５土曜日は８時３０分～１２時００分）
賃　　金　日当　７，６００円～
必要資格　普通自動車免許（MT）、大型特殊自動車免許
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虹のホールおぢや
JA葬祭

11月27日
午前
10時開演

令和4年

（0258）83－3907

終活
セミナー
終活
セミナー

11月10日（木）午前9時から 下記電話番号にて承ります。

「もしも」「もしも」のときののときの

についてについて
最後まで わたしらしく 暮らすために…最後まで わたしらしく 暮らすために…

★家族に求められる役割
●介護・自宅で療養する場合・施設を使用する場合など
　　　・介護保険のサービスなど

本人が望む「生活」本人が望む「生活」

終末介護・ケア終末介護・ケア

内容

0120－83－3907  ■(0258)83－3918〒947‒0031 小千谷市土川1丁目13番6号 虹のホールおぢやFAX

参加費無料

JA葬祭 虹のホール おぢや

お申し込み方法

お申込み
電話番号

後日接続方法と資料を
　　　 郵送させて頂きます。

※先着30名様を超えた場合は、
   ライブ配信のご案内となります。
※先着30名様を超えた場合は、
   ライブ配信のご案内となります。

虹のホールおぢや にし

募集人数 30名様募集人数 30名様

社会福祉法人 おぢや 福祉会

法人統括施設長
社会福祉士  介護支援専門員  精神保健福祉士  介護福祉士

田 中 武 弘 様

日時

場所

講師

日
ライブ配信
同 時 開 催

※お申込みは令和４年12月１日～12月25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日頃からとなります。（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 ②新海苔10帖セット
規　格 10枚×５袋 10枚×10袋

価　格 2,700円（税込）
（参考本体価格 2,500円）

5,400円（税込）
（参考本体価格 5,000円）

お申込み先

※電話にて
　お申し込みを
　お願い致します。
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〈11月20日現在の在庫です〉〈11月20日現在の在庫です〉

※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。

ステラ Ｇステラ Ｇ
●Ｒ１年式
●検Ｒ５．５
●ブラック
●３２，７５０ｋｍ
●カーナビ
●オートエアコン
●ＥＴＣ車載器

№670

AT
4WD

AT
4WD

118万円118万円〈税込〉〈税込〉

N－ＢＯＸ Ｇ ホンダセンシングN－ＢＯＸ Ｇ ホンダセンシング
●H30年式
●検R5.11
●ライトブルー
●29,600ｋｍ
●カーナビ
●ドライブレコーダー
●ETC車載器
●クルーズコントロール

№507

139万円139万円〈税込〉〈税込〉

デイズ ルークス ハイウェイスターGターボデイズ ルークス ハイウェイスターGターボ
●H29年式
●検無し
●パープル
●23,50０ｋｍ
●純正ナビ
●純正ドライブレコーダー
●ETC車載器
●クルーズコントロール

№515

AT
4WD

143万円143万円〈税込〉〈税込〉

中古車多数展示！！特選！！特選！！

ワゴンR FXワゴンR FX
●H27年式
●検無し
●ブラック
●34,50０ｋｍ
●社外ナビ
●オートエアコン
●ETC車載器

№046

AT
4WD

78万円78万円〈税込〉〈税込〉

アルト ＥＣＯ－Ｌアルト ＥＣＯ－Ｌ
●H26年式
●検R5.9
●シルバー
●71,50０ｋｍ
●CDチューナー
●マニュアルエアコン

№008

AT
4WD

45万円45万円〈税込〉〈税込〉

ワゴンR FXワゴンR FX
●H26年式
●検R5.1
●シルバー
●21,30０ｋｍ
●CDチューナー
●オートエアコン

№306

AT
4WD

73万円73万円〈税込〉〈税込〉

理事会報告理事会報告

（１）合併協議会への移行について
（２）９月末経営概況について
（３）固定資産取得及び修繕に伴う見積合わせに

ついて
（４）㈲やまだとの契約解除について

《議　題》

令和４年10月27日開催 定例理事会令和４年10月27日開催 定例理事会

（５）上半期ディスクロージャー誌につい
て

（６）その他運営について

全議案とも可決承認されました

情報提供いただ
きありがとうご
ざいました。
皆様からの珍発
見情報をお待ち
しております。 ▲提供　平澤さん／三仏生

◀提供
　佐藤　績さん／三仏生

「ピース」
「１株に大量の
 　サツマイモが
 　　　できました」発見

ナニコレ

珍
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◦小千谷のカリフラワーについて勉強し、県
外でも人気と知りました。これからも頑
張ってください。
� （M・Iさん／浦柄）

◦健康情報ひろばは読むとためにたることが
書いてあり参考になります。
� （Ｈ・Ａさん／片貝町）

◦久しぶりに頭の体操をしました。難しい問
題もありましたが何とか解くことができま
した。
� （Ｈ・Ｈ／薭生）

読 者 の 声読 者 の 声

12月の行事日程12月の行事日程
　４日（日）健康教室【ＪＡ本店】
　５日（月）外務活動（～８日）
１５日（木）年末ふれあい感謝デー

【城川支店、片貝中央支店、千田
プラザ店、南部プラザ店、東小千
谷プラザ店、四ツ子プラザ店】
� （～１６日）

１８日（日）ローン相談会【本店、南部プラザ
店、東小千谷プラザ店】

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。

� 10月末日現在

正 組 合 員 数 ３，４８２人
准 組 合 員 数 ４，４５７人
出 資 金 ２３億  ４９９万円
貯 金 残 高 ６６４億  １０８万円
貸 出 金 残 高 ７６億１，０７０万円
共 済 保 有 高 ２，１６９億２，３８８万円
購 買 品 供 給 高 １４億  ９８５万円
販 売 品 販 売 高 １０億４，１０１万円

訃 報訃 報 � 10月15日～11月14日10月15日～11月14日

五　辺　金子　キヨ（９９）
千谷川　平澤　孫治（８９）
片貝山屋　高野　輝夫（７５）
薭　生　廣井　良一（７３）
塩　谷　友野　　勤（８４）
川口田麦山　森山　梅野（９２）
一之町五区　吉井　町子（７２）
高　梨　岡　　静江（８９）
池ヶ原　岩田　敏郎（９５）
川口牛ヶ島　丸山　　保（７４）

小粟田　中林　勝利（７３）
八　島　安達　良太（８７）
塩　谷　星野　オキ（８２）
土　川　阿部　　昇（９０）
若　葉　山本　　巖（９２）
三仏生　平澤　吉郎（８７）

（※敬称略）

心からお悔やみ申し上げます
虹のホールおぢや　合掌
24時間年中無休
事前相談承りますJA葬祭

あ と が きあ と が き
　今年は体力づくりが趣味のような友人の影響でラ
ンニングをがんばりました。便利な時代でスマホア
プリを使って距離や時間などを記録することができ
ます。それを使って先日『バーチャル駅伝』に参加
しました。42.195㌔を６区間に分けて好きなタイミ
ングで走ります。２人でも参加できたので上記友人
と３区間ずつ走り、いい思い出になりました。�（し）

秋の朝
　少し早起きして雲海の撮
影に挑戦してみました。道中
でカメラを構えている人を多
く見かけ、改めてきれいなと
ころだと感じました。
� (11月18日 撮影地：塩殿)

今月の
表紙

JAローン・サンデー相談会JAローン・サンデー相談会
●開催日　12月18日（日）
●時　間　午前９時30分～午後３時
●会　場　本店、南部プラザ店、
　　　　　東小千谷プラザ店

お気軽にご来店ください
金融課　☎８３−３４２２

健康チャレンジ
ＪＡグループ新潟

継続
30日間

お問い合わせ 経済部生活福祉課 ☎83-3445

　第4回目プレゼント「乳製品ギフトセット」の応募締切は
令和5年1月10日（火）です。健康づくりのためにお気軽に
ご参加ください。

　チラシはＪＡの支店・プラザ店・営農センターにありま
す。また、「ＪＡグループ新潟」公式ホームページ
（https://ja-niigata.or.jp/）からも閲覧可能です。

乳製品ギフトセット
乳脂肪が主なバターは、
乳由来のビタミンＡが豊
富。チーズは、吸収率のよ
いカルシウムがたっぷり。
※プレゼントは、バターと
チーズです。

本誌に掲載しております。
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