
I n f o r m a t i o n
お し ら せ

JA蒲郡市

スーパー定期貯金・大口定期貯金（１年・自動継続）を30万円以上
新規または増額預入でご契約された方が対象となります。（金利は店頭表示金利となります。）

スーパー定期貯金・大口定期貯金（１年・自動継続）を50万円以上
新規または増額預入でご契約された会員様が対象となります。（金利は店頭表示金利となります。）

農業エール便（冬のたより）

地域農業応援定期貯金

●「地域農業応援定期貯金」「農業エール便（冬のたより）」の抽選は期間中、12月と1月の2回に分けて抽選します。 ●当選発表は当選ハガキの発送をもって代えさせていただきます。

※１  年金受け取りを当JAの口座に指定されている方。
※２  55歳以上の方（年金未受給者）で、将来JA蒲郡市で年金を受け取る予約をされた方。

１．上記・下記特典の対象外となります。
２．初回満期以降の金利は継続日当日の店頭表示金利となります。
３．お客様の限度額設定によりお預けいただける金額が異なります。
４．総合口座通帳、定期貯金通帳ともに平日・土日祝の取り扱い可能です。
１．総合口座通帳または定期貯金通帳をお持ちの方が対象となります。
２．受付時間 通常8:00～21:00 詳しくはＪＡ蒲郡市各支店でご確認ください。
１．ＪＡネットバンクの利用口座に登録した総合口座通帳または定期貯金通
　　帳をお持ちの方が対象となります。
２．受付時間 6:30～23:40

共 通
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●表示の金利適用は初回満期日までとし、自動継続後
は継続日における店頭表示金利を適用させていただ
きます。●お利息には復興特別所得税を付加した
20.315％（国税15.315％、地方税 5％）の税金がか
かります。●税引後の金利は、小数点以下第３位未満
を切り捨てて表示しています。●中途解約する場合
は、当組合所定の定期貯金規定に基づき、中途解約利
率を適用させていただきます。●他の金利上乗せ商品
との併用のお取り扱いは致しておりません。●商品概
要説明書を窓口にご用意しております。

0.060.06％％年
（税引後 年0.047％）

適用金利
スーパー定期貯金（１年・自動継続）30万円以上、1,000万円未満 新規でご契約の個人の方が対象となります。

値引券等のプレゼント3点すべて！！

①ガソリン・軽油
　２円／ℓ値引券

②撥水洗車
　300円値引券

③デオテックグリーンシャワー
　800円券 （車内除菌・消臭剤）

※複数利用可　※他の値引券とは併用不可
※値引券等には利用期限があります。
　利用期限につきましては各支店へお問合せください。

キャンペーン期間 12.1水 1.31月令和
３年

令和
４年

サンベリー蒲郡

JセルフSS（形原・塩津・平田・大塚）で利用可能な
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※写真はイメージです。仕入れ状況により、内容が変わる場合がございます。
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※写真はイメージです。仕入れ状況により、内容が変わる場合がございます。
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全員！！

特典1

特典2

JセルフSS（形原・塩津・平田・大塚）で利用可能な特典2

特典1

支店窓口でご契約の　　　　　　　　　　※1 ・　　　　　　　　※2の方限定

ATM・JA ネットバンクでご契約の方限定

ウインターキャンペーン2021

年金友の会会員 プレ年金会員

値引券等のプレゼント
※特典内容は上記特典2と同様となります。 全員！！

※農業エール便の申込みの方は、地域農業応援定期貯金　特典１が自動付帯となります。なお、重複当選はありません。詳しくは各支店へお問合せください。

支店窓口でご契約の方限定

年末・年始　各部署の営業案内
■は、営業 は、休業
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8：00～21：00    
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1/3の配送予約は12/31の17：00まで、1/4の配送予約は1/2の17：00までにご注文ください。

通常営業時間6：30～21：00　（カーケアは8：00～19：00・洗車機は7：30～20：00）

休日・夜間の緊急連絡先は「クミアイＬＰガス集中監視センター」（℡0566-99-4956）へ

注意②　12/31の閉店時間は午後6時です。　12/29（水）・1/5（水）は特別営業します。

注意③　12/31の閉店時間は午後3時です。12月は毎週水曜日も営業します。5日（水）は、定休日になります。初売りは、6日（木）

注意④　12/31の営業時間は9：00～15：00です。
年中無休。ご葬儀のご依頼は24時間体制でお引き受け致します。（やすらぎホール蒲郡・形原　0120-098317）

電気事故の緊急連絡先は、中部電力パワーグリッド「岡崎営業所」（0120-988-091）へ。休日中の暖房機故障の緊急連絡先は、
ネポン（サービスセンター℡046-247-3195）、フルタ・エンネツ（℡053-436-4321）、竹沢（℡0532-45-5648）へ

本店・支店
アピタ蒲郡店
蒲郡市民病院
Aコープかたはら
蒲郡市役所

※アピタ蒲郡店の営業時間と合わせて変更となる場合があります。

ウインターキャンペーン2021

★お問合せ　各支店

生活文化講座  参加者募集

講座名 開催日 時　間 開催場所 定　員 備　考会費（税込）
味噌作り 1/29（土） 9:00～12:00 Ａコープ生活センター 20名 5,100円(ミックスみそ）
味噌作り 2/ 2（水） 9:00～12:00 塩津生活センター 20名 5,100円(ミックスみそ）

【開催講座】

味噌作り 2/ 3（木） 9:00～12:00 塩津生活センター 20名 5,100円(ミックスみそ）

講座名番号 開催日 時　間 開催場所 定　員 内　容（予定）会費（税込）

大豆（味噌作り）1 1/29（土） 13:30～15:30 Ａコープ生活センター 4組 1名300円 大豆で手作り味噌に挑戦

【親子食農講座】　※市内在住の小学生以下の親子に限らせていただきます。

◆参加希望者の少ない講座や講師の都合、新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言等により、開催を中止・変更する場合があります。
◆キャンセルはご遠慮下さい。キャンセルの場合、講座によっては材料代をいただく場合があります。
◆当日は、手、指の消毒やマスクの着用をお願いいたします。体調がすぐれない方は、ご参加をご遠慮ください。
◆会費は当日徴収いたしますので、つり銭の要らないようにお願いいたします。

注
意
事
項

★お問合せ　生活指導センター  ℡68-7571

毎年大人気の講座。国内産の煮大豆と麹を混ぜて
手作り味噌を作ろう！自分で仕込んだ味噌は格別！
※出来上がりは10kg弱になります。

講座名番号 開催日 時　間 開催場所 定　員 内　容（予定）
適塩体験1 1/17（月） 10:00～12:00 塩津生活センター 12名 塩分チェッカーで適塩体験。オリジナルの味噌玉作り

【食習慣見直し講座】　

添加物について2 2/14（月） 10:00～12:00 塩津生活センター 12名 安くて早くて便利な食品の訳を知ろう
食品ロスの減らし方3 3/14（月） 10:00～12:00 塩津生活センター 12名 ＳＤＧｓについて学びましょう

講座名番号 開催日 時　間 開催場所 定　員 内　容（予定）
ハツラツ体力測定会1 1/31（月） 10:30～12:00 塩津生活センター 12名 自分の体力を測定してみましょう健康づくりの第一歩

【運動習慣定着講座】　

ウオーキングのススメ2 2/28（月） 10:30～12:00 塩津生活センター 12名 正しい歩き方を身に付けよう
やってみようゴクニサイズ3 3/28（月） 10:30～12:00 塩津生活センター 12名 頭を使いながらする運動に挑戦

会費（税込）
無料
無料
無料

会費（税込）
無料
無料
無料

3031 k i r a m e k ik i r a m e k i 12月号12月号




