
農業をされている方はもちろん、農業をされていない方でも組

合員になれます。また、ご家族で何人でもご加入いただけます。

ぜひ、この機会にＪＡの組合員への加入をお勧めいたします。

ＪＡ信州諏訪は組合員・地域の皆さまのため、さまざまな事業や

活動を行うとともに、組合員メリットの創出にも取組んでいます。

ＪＡの事業を利用し、その活動に皆さんも参加してください！

私たちは、食と農を守り 組合員と地域に愛されるＪＡをめざします

http://www.nagano-acoop.co.jp/list/pia-mido.htm
http://www.nagano-acoop.co.jp/list/pia-mido.htm


　はい

　いいえ

　はい

　いいえ

　はい

　　　　　　いいえ

　はい

　いいえ

　はい

　　　　　　　はい

　いいえ

　いいえ

　はい

   介護保険と生活支援サービス

　　　　　　はい

　いいえ

　いいえ

　いいえ

　　　　　はい

　　　　　　　　　はい　　　　　　いいえ　

さまざまな特典のあるＪＡ葬祭

 身近で便利なＪＡバンク

   総合保障をお届けするＪＡ共済

  　どちらともいえない

   豊かな暮らしのお手伝い

あ　な　た　の　最　適　な　Ｊ　Ａ　利　用　法　は　？

　　　　　はい

安全・安心な農産物の生産・販売
                           下記の設問に、回答ください

新鮮な農産物に、

かなりのこだわり

がある。

安全・安心な農産

物を、自分で生産

して販売してみた
い。

何かあった時に役

立つものは、保険よ

り貯金だと思って

いる。

貯金するなら、近く

て便利な金融機関

が一番だと思う。

万一の場合、家族

や家、車などの保

障は絶対に必要だ。

自分や家族の保障、

将来への備えは、

まずまずできてい

ると思う。

家族や身内に高

齢者がいる。また

は、自分の老後が

心配。

健康、医療、病気

などが気になり、

終活も必要と考

えている。

これからも新たな

趣味をみつけたり、

身につけたいこと

がまだまだある。

多少の不自由が

あっても、住み慣

れた家で長く暮ら

し続けていたい。

故人を偲ぶ人生最後のセレモニー・・・ＪＡ虹の

ホールは通夜から葬儀、各種法要まで、ご遺

族の気持ちを大切に細やかな心配りでお手伝いいたします。

組合員（グリーン会員）となって定期積金「虹」をご契約いただ

くとランクアップ制度により、さまざまな特典が受けられます。

要介護状態となっても、住み慣れた地域で、できる限り従

来の暮らしが安心して続けられるよう介護保険事業を2拠

点で実施。各支所で「介護の相談会」を開催し、介護支援

専門員（ケアマネジャー）が対応しています。

また、介護保険の対象とならない生活支援も組合員優遇

サービスとして展開しています。

ＪＡ共済は一般の生命保険と損害保険の両分野の機能

を持っています。個々のライフスタイルに合わせ、生涯

にわたり「ひと・いえ・くるま」の総合保障をお届けします。

少ない負担で大きな安心、さまざまなサービスと充分な

対応を心がけ、組合員、利用者の皆さまに満足いただけ

るようライフアドバイザーが訪問します。

ＪＡバンクは、貯金・資産運用・ローン・決済などさまざまな

金融サービスを提供しています。また、ＪＡのキッシュカー

ド１枚で全国どこのＪＡのＡＴＭでも入出金が可能、他金融

機関やコンビニなどからの引き出しもできます。地域の皆

さまに、より身近で便利、そして安心なメインバンクとなる

ことを目指しています。

安全で安心できるＪＡ信州諏訪ブランドの農畜産物を提

供するために、さまざまな取組みを行っています。直売

所の運営もその１つ。Ａ・コープ4店（ピアみどり・サンラ

イフ・原村・富士見）と、諏訪湖周辺の「夢マーケット文

出・さざなみ新鮮市・田中線・横川」を設置し、毎日、新

鮮な農産物を地元消費者に直接提供しています。

青壮年部や女性部に加入し、さまざまな活動に参加して

いただくことで、皆さまの仲間づくりや生きがいづくりを応

援します。女性大学で学び、さまざまなカルチャー教室で

趣味を見つけましょう。

また、日々の暮らしに役立つ男性向けの

講座なども定期的に開催しています。

スタート
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健康維持・増進・管理のために、厚
生連富士見高原病院で受診する

人間ドックの費用助成な
どが受けられます。

さあ、ＪＡ信州諏訪の組合員メリットを⼿に⼊れましょう！

セレモニー

出資＆利用高配当

健康維持・管理サポート

出資金に対し、配当を受け取る
ことができます。
さらに貯金、貸出金、共済の取
引額に応じた事業利用分量配当
金が受け取れます。

ポイントサービス

当ＪＡの事業を利用することにより
ポイントが貯まります。100ポイン
ト（100円）単位で4月に指定口座へ
キャッシュバック！

「かりん虹の会」会員になる
と、葬儀や法事が組合員（グ
リーン会員）で最大7万円の割
引、さらにセットプランで最大
24万円の割引が可能に。

メリットその2メリットその1

メリットその3 メリットその4

日本農業新聞は農政をはじめ、地域農業や食の問題をしっか

食と農、暮らしを大切にした情報提供

総合保障で、生活を大き
くサポートします。

各相談サービス

ＪＡ運営への参加や一定額の出
資金で組合員向け機関誌、オリ
ジナルカレンダーの配布、総代
会記念品のお届け、その他各事
業において組合員としての優遇
があります。また、文化講演会
も毎年開催しています。

ＪＡ農産物直売所へ出荷、販売
が可能です。また、青壮年部や
女性部に加入し、さまざまな活
動に参加することで、仲間づく
りや生きがいづくりを応援しま
す。

住宅・教育・自動車ローンの支援や
各金融商品の金利などの優遇、また
共済の「ひと・いえ・くるま」の

組合員メリット多数

法律や税金に関するそれぞれのお悩
みに、弁護士・税理士が無料でご相
談に応じます。

また、経営・営農相談
サービスも受けることが
できます。

会員・組織支援

暮らしのサポート

メリットその5

メリットその7

メリットその6

その他メリット

ＪＡ通常総代会

日本農業新聞は農政をはじめ、地域農業や食の問題をしっか
り解説する日本で唯一の日刊農業専門紙です。
家の光３誌は「食と農」「暮らし」「協同」「家族」の4つの
テーマを大切に、魅力的な暮らし方や活動を提案します。



① 加 入

・加入を希望される方は下記までご連絡いただくか、

ＪＡにお越いただき加入に必要な書類を提出し、組合の

承諾後出資金を払い込んでいただくことにより正組合員

もしくは准組合員となります。

・出資金の相続・譲渡による加入の場合は、関係書類の

提出をお願いいたします。

※印鑑、本人確認のできる公的確認書類（自動車運転

免許証、住民票等）申込みされる出資金額をご用意の上、

最寄りの支所、営業所までお越しください。

② 脱 退

・組合員ご本人が死亡されたとき。

・組合員が地区外に転出し、利用していた事業が利用で

きなくなったとき。

・組合員自らの意思で脱退を希望されたときは、毎事業

年度末（2月末）の60日前までに書類を提出いただくこと

で、年度末の脱退となります。

※脱退に伴う出資金の払戻しは、貯金解約時のような即

金返金はできません。出資金は大切な運営資金であり、

脱退した事業年度の通常総会（例年

5月開催）以降の払戻しとなります。

① 正組合員

・5アール以上の土地を耕作する農業を営む個人または、

1年のうち60日以上農業に従事する個人で、その住所

またはその経営に係る土地または施設がこのＪＡ信州

諏訪の地区内にある方。

② 准組合員

・ＪＡ信州諏訪の地域に住所を有する個人で、この組合

の事業を利用する方。地区外に住所を有する方でも一

定の要件を満たすことにより加入いただけます。

※准組合員は、正組合員のように組合運営にかかる議

決権や選挙権はありません。しかし、事業利用は正組

合員と同等のサービスを受けることができます。

③ 出 資 金

・ＪＡ事業をご利用いただくために、1口（1,000円）以上

の出資金をしていただきます。詳しくは当ＪＡ各支所、営

業所へお問い合わせください。

④ 賦 課 金

・正組合員のご家庭は年１回、１戸あたりの賦課金と農

政対策費を負担していただきます。

組合員加入資格 加入・脱退 手続き

◎ご加入のお問い合わせ先◎

信州諏訪農業協同組合
本 所 〒392-8578 諏訪市大字四賀字広瀬橋通7841番

ＴＥＬ0266-57-8000 ＦＡＸ0266-57-7600 http：//www.ja-suwa.iijan.or.jp/

原則として、組合員になることによりＪＡ信州諏訪の事

業や組織活動、施設などを利用することができます。

資格には「正組合員」「准組合員」があります。

また、個人だけでなく団体で組合員になることも認めら

れています。

加入・脱退は自由ですが、次の手続きが必要です。

宮川支所 茅野市宮川4539

米沢支所 茅野市米沢3777-1

湖東支所 茅野市湖東4881

豊平支所 茅野市豊平3068-1

泉野支所 茅野市泉の6926－1

玉川支所 茅野市玉川2103-1

金沢支所 茅野市金沢2332

茅野市中央支所 茅野市仲町3-1

上原営業所 茅野市ちの1115

北山支所 茅野市北山4353-2

原村支所 諏訪郡原村11908

中新田支所 諏訪郡原村13630

北部支所 諏訪郡原村230

富士見町中央支所 諏訪郡富士見町落合10036-8

西山支所 諏訪郡富士見町富士見7863-1

落合支所 諏訪郡富士見町落合6334

立沢支所 諏訪郡富士見町立沢523

乙事支所 諏訪郡富士見町乙事5822

境支所 諏訪郡富士見町境7814

湊支所 岡谷市湊3-7-11

川岸支所 岡谷市川岸中2-22-7

岡谷支所 岡谷市幸町6-20

今井営業所 岡谷市今井1150-3

長地支所 岡谷市長地柴宮3-4-3

下諏訪支所 諏訪郡下諏訪町西四王4862-3

上諏訪支所 諏訪市諏訪2-10-5

小和田支所 諏訪市小和田22-16

城南営業所 諏訪市高島4-1501-3

四賀支所 諏訪市四賀822

豊田支所 諏訪市豊田2584

湖南支所 諏訪市湖南3933-1

中洲支所 諏訪市中洲3095

℡0266-62-2039

℡0266-62-2041

℡0266-65-3211

℡0266-24-3201

℡0266-24-3202

℡0266-24-3203

℡0266-24-3205

℡0266-27-0806

℡0266-27-0804

℡0266-57-2207

℡0266-57-2208

℡0266-57-2209

℡0266-57-2210

℡0266-57-2211

℡0266-57-2212

℡0266-57-2213

℡0266-72-2141

℡0266-72-7125

℡0266-78-2031

℡0266-72-2188

℡0266-79-3138

℡0266-72-2185

℡0266-72-2171

℡0266-72-2426

℡0266-72-2266

℡0266-78-2111

℡0266-79-2521

℡0266-79-2727

℡0266-79-5685

℡0266-62-2010

℡0266-62-2002

℡0266-62-2115
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