
月刊「ジャスミン」 No.187

2019Contents目次 9

林 則子作

今月のもう一枚

[ 絵手紙エッセイ ] 

【はやし・のりこ】
2008年、絵手紙を始める。一般社団法人「日本
絵手紙協会」の公認講師資格を11年に取得。各
地で教室を開く他、16年からＪＡ信州諏訪講師
別セミナー「絵手紙教室」の講師を務め、温もり
ある絵手紙の魅力を伝えている。

涼しい風が心地よい頃となりました。
９月９日は「重陽」。菊の節句で、
かつて宮中や武家では盃に菊を浮か
べた菊酒をたしなんだそうです。
今月は当地名産の菊を、新聞のカ
ラー部分を使ってちぎり絵で表現し
てみました。
かすかだった虫の音が深まる秋につ
れ、大合唱へと変わります。虫時雨
の中、中秋の名月を愛でるのも一興
ですね。

ちょうよう

支所機能再編にかかわる金融店舗の営業形態一覧
2020年４月１日以降、下記店舗の金融窓口（入金・出金・振込等）の営業時間は、

9:00 ～ 15:00  となります。（※移動金融店舗を除く）

001 宮川支所

007 金沢支所

009 茅野市中央支所

004 豊平支所

002 米沢支所

003 湖東支所

010 北山支所

006 玉川支所

005 泉野支所

020 原村支所

021 中新田支所

022 北部支所

030 富士見町中央支所

033 西山支所

035 落合支所

038 立沢支所

039 乙事支所

040 境支所

現　行 支所再編後

店舗コード 店舗名 店舗コード 店舗名 金融窓口 営業時間 営業形態

●隔日営業の営業所について、指定曜日が祝祭日の場合は休業とし、振替営業は行いません。
●金融窓口終了後の各種相談等については、これまでどおりお受けします。なお、2020年４月１日以降は、再編後に
 「支所」となる店舗でお受けします。

金沢営業所

ちの営業所

米沢営業所

湖東営業所

北山営業所

泉野営業所

中新田営業所

北部営業所

西山営業所

落合営業所

立沢営業所

乙事営業所

境営業所

001

004

006

020

030

8:45 ～ 15:30

8:45 ～ 15:30

8:45 ～ 15:00

8:45 ～ 15:00

8:45 ～ 15:30

8:45 ～ 15:00

8:45 ～ 15:30

8:45 ～ 15:00

8:45 ～ 15:30

8:45 ～ 15:00

通年営業

隔日営業（火・木）

通年営業

通年営業

隔日営業（月・水・金）

隔日営業（火・木）

通年営業

隔日営業（月・水・金）

通年営業

隔日営業（月・水・金）

隔日営業（火・木）

通年営業

隔日営業（月・水・金）

隔日営業（火・木）

隔日営業（火・木）

隔日営業（月・水・金）

移動金融店舗
2020.4月1日より運用開始予定

移動金融店舗
2020.4月1日より運用開始予定

チノチュウオウ
茅野中央支所

チノホクブ
茅野北部支所

チノナンブ
茅野南部支所

ハラムラ
原村支所

フジミマチチュウオウ
富士見町中央支所

2019.10月28日～
2020.3月31日
（平日営業継続）

2020.4月1日～
（隔日営業開始）

し　き さい

２ 絵手紙エッセイ
3 特集 茅野市・原村・富士見町のＪＡ金融店舗を
　　　　今年10月28日(月)より再編します。
6 ネタ摘み「のら歩き」
9 身近な情報局／あなたの街のJA職員
10 農ハウ 一菜果彩「八十八手の米づくり」
11 農ハウ 一菜果彩「元気菜 野菜づくり」
12 農ハウ 一菜果彩「四季彩 花きづくり」
13 「家庭菜園 いざ、鎌鍬」
14 生産資材課からのお知らせ
15 生産資材商品広告
16 直売所通信
17 生活部からのお知らせ
18 富士見高校 園芸科「農トレ通信」
19 しゃかりき悠々／こども共済えがお
20 〝民〟なの内福薬　「高原病院発」
21 「ヨーガのすすめ」／「私の食育日記」
22 的を射る　法律・税務相談／各種相談日のご案内
24 信州まるごと健康チャレンジ
 プレミアムプランのお知らせ

 2020年４月採用正職員募集
25 今晩のお膳立て／コマをまわそう
26 ATM休止のお知らせ／農業祭日程
 年金友の会下期行事のご案内

 理事会ニュース／主な事業量
27 民なの声をご紹介／編集九分句厘　

な

みん

みん

いっさいがっさい

当JAは今年５月の第15回通常総代会で承認された「支所機能再編」を「茅野市・原村・富士見町」（今年
10月28日～）と「岡谷市・下諏訪町・諏訪市」（2020年下期～）の２回に分けて実施します。
再編に伴い、店舗名称および一部のお客様の口座番号が変更となります。今回は、10月28日（月）より再

編する茅野市・原村・富士見町管内の支所・営業所に口座をお持ちの方に向け、各種手続きについてご案内し
ます。取引店舗によって手続き内容が変わりますので、該当の店舗名を確認し、10月28日（月）以降にお手
続きください。
なお、原村支所・富士見町中央支所に口座をお持ちの方は、諸変更手続きの必要はありません。再編に関す
る通知を９月上旬に再度郵送しますので、併せてご確認ください。個別の対応が必要な手続きについては、対
象者へ随時ご案内します。

※

※現在の上原営業所は2019年10月28日以降、廃止となります。
※現在の茅野市中央支所（塚原ビル）は、ちの営業所として現在の上原営業所で営業します。ただし、新しい茅野中央
支所（現宮川支所）の改修工事が終わるまで（2019年12月予定）は営業します（営業時間8：45～15：00）。
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支所機能再編にかかわる
「お取引店舗変更の手続き説明会」開催のお知らせ

　支所機能再編の実施に伴い、一部のお客様は今年10月28日(月)より店舗名称、店舗コード、
口座番号が変更となるため、「お取引店舗変更の手続き説明会」を下記の日程で開催します。ご出
席をお願いします。
　なお、口座番号等が変更になる方には、「手続きについて」の案内を別途、個別に郵送します。

　店舗コード・口座番号が変更となるお客様には、 (新)カードを郵送でお届けします。
(新)カードが届きましたら、(旧)カードは事故防止のためにハサミで切断するなど使用不能の状態に
して破棄してください。
　JA職員が電話や訪問などで、「暗証番号」をお伺いしたり「キャッシュカード」をお預かりする
ことは一切ありません。
　「キャッシュカードを預かりにきた」または「暗証番号を教えてほしい」などといったJA職員を
かたる詐欺に警戒し、不審に感じた場合は、ただちにお取引店舗までご連絡ください。

再編の各種手続きに関しては、お取扱店までお気軽にお問合せください。

① 14:00
② 19:00
① 16:00
② 19:00
① 14:00
② 18:30
① 15:30
② 18:30
① 14:00
② 19:00
① 10:00
② 19:00
① 14:00
② 19:00
① 10:00
② 18:30
① 10:00
② 18:30
① 14:00
② 19:00

宮川 9月11日 (水) 
   
米沢 9月25日 (水) 米沢支所
   
湖東 9月18日 (水) 湖東支所
   
豊平 9月18日 (水) 豊平支所 
   
泉野 9月11日 (水) 泉野支所
   
玉川 9月25日 (水)

金沢 9月18日 (水) 金沢支所
   
 9月12日 (木) 上原営業所
   
 9月12日 (木) 上原営業所
   
北山 9月18日 (水) 
   

茅野市中央公民館
会議室

玉川地区コミュ
ニティセンター

茅野市
中央

上原
営業所

（旧）北山支所
２階会議室

支所名 開催日 開催場所 開催時間

① 14:00
② 19:00
① 14:00
② 19:00
① 14:00
② 19:00
① 14:00
② 18:30
① 10:00
② 10:00
③ 19:00
④ 10:00
① 14:00
② 18:30
① 14:00
② 19:00
① 13:30
② 19:00
① 14:00
② 18:30

原村 9月13日 (金) 原村支所
   
中新田 9月13日 (金) 中新田研修施設
   
北部 9月18日 (水) 北部支所
   
 9月18日 (水)

 
 9月11日 (水) 木の間公民館
 9月13日 (金) 御射山神戸公民館
 9月17日 (火) 西山支所
 9月18日 (水) 西山支所

落合 9月19日 (木) 落合支所
   
立沢 9月18日 (水) 立沢支所
   
乙事 9月11日 (水) 乙事区役所
   
  境 9月19日 (木) 境支所
   

支所名 開催日 開催場所 開催時間

西山

富士見町
中央

富士見グリーン
カルチャーセンター （和室）

●店舗名変更／あり　　●店舗コード変更／なし　　●口座番号変更／なし　
●キャッシュカードの再発行／なし　　●通帳変更／なし

宮川・豊平・玉川支所に口座をお持ちの方

各種代金(家賃・地代等)を振込でお受取りの方は、
10月28日(月)以降、振込依頼人様へ「新店舗名」
をご連絡ください。なお、12月30日(月)までは「新
店舗名」へ読み替えて入金します。

対象者に個別にご案内いたします。

原則、お客様による変更手続きはありません。
※変更手続きが必要となるお客様には個別にご案内します。

●店舗名変更／なし　　●店舗コード変更／なし　　●口座番号変更／なし　
●キャッシュカードの再発行／なし　　●通帳変更／なし

原村支所・富士見町中央支所に口座をお持ちの方

手続きは必要ありません。

新店舗名・新口座番号は9月下旬に郵送でご案内します。

新店舗名は３ページの表を参照してください。

●店舗名変更 /あり　　●店舗コード変更 /あり　　●口座番号変更 /一部あり 
●キャッシュカードの再発行 /あり　　●通帳変更 /あり

10月28日（月）以降、来店の際に通帳の変更手
続きをします。なお、ＡＴＭでは現在お使いの通帳を
そのまま使用できます。

証書の書き換えは必要ありません。

店舗コード・口座番号変更に伴い、新しいキャッシュ
カードを発行します。
◆2019年11月中旬頃(新)カードを郵送でお届けします。(新)カー
ドが届くまで現在のカードを使用できます。
※ＪＡカード一体型は2020年２月以降順次、(新)カードを郵送
でお届けします。
◆キャッシュカードのＩＣチップ内に「再編対象店舗」を振込先
として登録している方は、「新店舗名・新口座番号」で再登録
する必要があります。

新店舗で引き続き取扱います。変更手続きは当ＪＡ
が行います。

各種代金（家賃・地代等）を振込でお受取りの方は、
10月28日（月）以降、振込依頼人へ「新店舗名・
新口座番号」をご連絡ください。
なお、12月30日（月）までは「新店舗名・新口
座番号」へ読み替えて入金します。

対象者に個別にご案内します。

原則、お客様による変更手続きはありません。
　※変更手続きが必要となる方には、個別にご案内します。

現在使用中のパスワード・ログインＩＤが、引き続
き使用できます。
なお、取扱い窓口は新店舗に変更します。

新店舗で引き続き取扱います。現在使用中のロー
ンカードは、そのまま使用できます。

「カード預かります」「暗証番号教えて」は詐欺!!
支所機能再編を手口とした特殊詐欺にご注意ください
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