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ＪＡとは
ＪＡ（農業協同組合）は、食と農を基軸とする地域に根ざした「協同組合」です。
組合員の一人ひとりが力を合わせて、みんなの願いをかなえていく組織です。

ｃｏｎｔｅｎｔｓ
P　２　魅力いっぱい！ＪＡの組合員
P　４　新鮮な農産物を買いたい
P　７　ちゃぐりんキッズクラブの取り組み
P　８　農業用資材や日用雑貨を買いたい・給油したい・
　　　 旅行に行きたい
P　９　介護のこと・葬儀のことを相談したい
P１０　お金を貯めたい、借りたい
P１２　公的年金の受け取りをＪＡの口座にしたい
P１３　組合員加入申込書
P１８　ひと・いえ・くるまの万一保障
P２０　地域の仲間と交流を深めたい
P２２　ＪＡ東びわこの情報を知りたい（広報活動）
P２６　エリアマップ



　ＪＡは組合員が主役の組織として、組合員が力を合わせて、みんなの願いをかなえる
組織です。ＪＡ東びわこの組合員になって、地域で暮らす協同組合の仲間として、ＪＡの
事業を利用しませんか？ＪＡの基本理念に共感し、地域農業の発展や地域づくりを応
援していただける方を組合員にお誘いしています。

当ＪＡの各事業で、組合員だけの特別なサービスが受けられます。
　●組合員優遇のイベント貯金
　●各種ローンの借入
　●文化教室（さんさん講座）の受講料割引
　●葬祭ホール利用の優遇価格など
事業活動の結果として十分な剰余金が出た場合には、出資配当などが受けられます。
　平成29年度：出資配当　年1.5％
　※上記出資配当率は、年度によって変動し、支払いをお約束するものではありません。
　※出資は、投機目的の株式とは違いますので、お間違えのないようにお願いします。

組合員のメリット・特典

組合員になるための資格

魅力いっぱい！ＪＡの組合員

Ａ．Ｊａｐａｎ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅｓ
　（日本の農業協同組合という意味です）

よくあるご質問

Ａ．組合員以外の方でもＪＡはご利用いただけますが、組合員の特典や受けられないサービスがあります。

Ａ．農家の方はもちろん、農家以外の方も組合員になることができます。
　 ＪＡ東びわこの地区内に住んでいる方、勤め先がＪＡ東びわこの地区内の方、そして地区外にお住まい
の方でも、継続してＪＡの事業をご利用の方は、ＪＡに出資することで組合員になることができます。

　 ※組合員には正組合員と准組合員があります。

Ａ．正組合員は、農業を営む方、又は１年間に30日以上農業に従事している方、いわゆる「農業者」の方で
す。地域にお住いの方等は、「准組合員」になります。

　　准組合員は、事業利用に関しては正組員と同等のサービスを受けることができ、出資配当等も正組合
員と同じです。ただし、准組合員の方は、総代会での議決権と選挙権はありません。

Ａ．出資金はＪＡの資本金として、長期的・安定的な運営のために使われています。この出資金は、他の地
区へ引越し等で組合員を脱退される場合、年１回、決められた時期にお返しいたします。また、出資
配当金を年に一度お受け取りいただけます。

Q.ＪＡってなに？

Q.組合員でないと、ＪＡは利用できないの？

Q.組合員は誰でもなれるの？

Q.「出資金」は何に使われるの？

Q.正組合員と准組合員は何が違うの？

組合員加入方法・手続き

STEP1
最寄りの支店で

組合員加入申込書（P13～16）へ
必要事項を記入します。

出資金を払い込みます。
（１口1,000円 10口以上でお願いします）

ＪＡでの資格要件確認後、
書面による通知が届きます。

あなたもＪＡ東びわこの組合員です。
ＪＡの活動や組織に参加して、
一緒に地域を盛り上げましょう！

STEP3STEP4

STEP2

正組合員 准組合員

農業を営み、住所又はその経
営に係る土地・施設がＪＡ東
びわこの地区内にある方、又
はＪＡ東びわこの地区内にお
住まいで１年に30日以上農業
に従事されている方。

ＪＡ東びわこの地
区内にお住まいで、
ＪＡ東びわこの各
種事業を継続的に
利用していただける
方。

ＪＡ東びわこの地区外にお住まいの方でも、
次のいずれかに該当していればご加入いただけます。

❶勤務地が地区内の場合
　ＪＡ東びわこの各事業を継続してご利用いただける方

❷上記❶以外の場合
　ＪＡ東びわこの購買・販売事業を継続してご利用いただ
ける方
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　“おいしさの鮮度は半径１６ｋｍ以内”が合言葉。
　農産物直売所には、地元の農家が朝採った農産物を直接持ち込むので、新鮮な農産
物が安く手に入ると消費者に喜ばれています。農家の個人名ラベルやシールが貼ってあ
る場合には“顔の見える安心感”もあります。また、加工品や花、手芸品なども販売して
います。

新鮮野菜など品揃えが豊富
　市街地に位置し、多くのお客さまから「新鮮で安い
し、安全・安心なのがうれしい」と好評です。地元の
農家からたくさんの新鮮野菜等を出荷していただい
ています。
　また、山菜などの季節の野菜やみそ、漬物、惣菜と
いった加工品など、多くの食材を取り扱っています。
地域の台所として、毎日大勢のお客様でにぎわってい
ます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

農産物直売所

新鮮な農産物を買いたい

ファーマーズマーケット「やさいの里二番館」

所在地：彦根市平田町790
　　　（彦根中央支店南側）
お問い合わせ：☎27-7733

毎朝届く採れたて新鮮野菜をあなたの食卓に
　愛荘町の緑豊かな地域にあり、周辺の地元農家か
ら届いた、採れたてでみずみずしい旬の野菜や果物
が店内を鮮やかに彩ります。
　そのほか、小菊などの切花や地元の米、漬物など、
たくさんの種類の農産物を販売しています。
　店内にはJA東びわこ初のオープンキッチンを設置
し、採れたて新鮮野菜を使ったイベントも開催してお
ります。皆さん、ぜひ一度お立ち寄りください。

ファーマーズマーケット「やさいの里あいしょう館」

所在地：愛知郡愛荘町市1585
　　　（愛知川支店北側）
お問い合わせ：☎42-2700

観光客がふっと立ち寄る直売所
　琵琶湖岸の近くに出店する地元農産物の直売所です。毎朝、
地元農家が収穫したばかりの新鮮な野菜や梨・柿・イチゴなど
の季節の果物、その他にジャムやみそ、お漬物などの加工品も販
売しています。
　湖周道路沿いといった立地条件も功をそうし、週末にはたくさ
んの観光客が訪れます。毎年大人気の「彦根梨」は、この直売
所近くの果樹園で生産されています。午前中に売り切れることが
多いので、早い時間にお越しください。お待ちしております。

ファーマーズマーケット「美浜館」

所在地：彦根市石寺町1753
　　　（湖周道路沿い）
お問い合わせ：☎43-5692

評判が口コミで広がる直売所
　地産地消にこだわり、旬の新鮮野菜をはじめ、花、
米、果物などを販売しています。その他にもみそやお
漬物などの加工品も取り扱っています。
　「やさいの里」は“みんなの直売所”をテーマに、
地域、消費者、農家、そしてＪＡとのパートナーシップ
の上で成り立っています。消費者と生産者を結ぶ新た
な交流拠点となるよう定期的にイベントを開催してい
ますので、ぜひお越しください。

ファーマーズマーケット「やさいの里」

所在地：彦根市賀田山町234-6
　　　（彦根市役所亀山出張所東側）
お問い合わせ：☎28-1238
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　全国食味ランキング３年連続「特Ａ」を取得した、滋賀県奨励品種「みずかがみ」を
はじめ、「コシヒカリ」「キヌヒカリ」「秋の詩」などの近江米や彦根梨、多賀にんじん、
多賀そば、秦荘のやまいもなど多岐にわたって生産・販売しています。

旬の農産物カレンダー
　ＪＡ東びわこ主催の「ちゃぐりんキッズクラブ」では、次世代を担う子どもたちに「食」
と「農」の大切さを伝えるため、農業体験などを通した食農教育を行っています。
　小学校３年生の当ＪＡ管内のお子様であれば誰でも入会可能です。
※年間を通しての活動となりますので途中入会はできません。ご了承下さい。
※ご入会にあたり月刊誌「ちゃぐりん」をご購読いただきます。

ちゃぐりんキッズクラブの取り組み

お問い合わせ 各支店またはくらしの活動課☎28-7860

平成30年度カリキュラム
第１回　入部式・田植え体験
第２回　田んぼの視察・草取り・かかし作り
第３回　お泊り合宿・カレーコンテスト

（高取山ふれあい公園）
第４回　稲刈り体験
第５回　近江鉄道で地域探検・

多賀にんじんのほ場見学
第６回　多賀にんじん収穫・販売体験
第７回　郷土料理体験（お講汁、ふなずし）
第８回　修学旅行（リトルワールド）

おすすめ特産品（旬の農産物）

１月 いちご 白菜 かぶ

２月 いちご 多賀にんじん 大根

３月 ほうれん草 いちご なばな

４月 いちご アスパラガス たけのこ

５月 トマト きゅうり スナップエンドウ

６月 じゃがいも 玉ねぎ ねぎ

７月 きゅうり なす ブルーベリー

８月 なす オクラ ぶどう

９月 彦根梨 ねぎ オクラ

１０月 トマト キャベツ ほうれん草

１１月 彦根柿 白菜 ブロッコリー

１２月 秦荘やまいも いちご 多賀にんじん

※掲載の農産物は一例です。そのほかにも加工品や手芸品を中心に多岐にわたり販売してお
ります。ぜひ管内の直売所でお買い求めください。
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※年間を通しての活動となりますので途中入会はできません。ご了承下さい。
※ご入会にあたり月刊誌「ちゃぐりん」をご購読いただきます。

ちゃぐりんキッズクラブの取り組み

お問い合わせ 各支店またはくらしの活動課☎28-7860

平成30年度カリキュラム
第１回　入部式・田植え体験
第２回　田んぼの視察・草取り・かかし作り
第３回　お泊り合宿・カレーコンテスト

（高取山ふれあい公園）
第４回　稲刈り体験
第５回　近江鉄道で地域探検・

多賀にんじんのほ場見学
第６回　多賀にんじん収穫・販売体験
第７回　郷土料理体験（お講汁、ふなずし）
第８回　修学旅行（リトルワールド）
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　安全・安心・信頼をモットーに、農業に必要な資材や食品、日用雑貨まで、安価で良
質なものを幅広くお買い求めいただけます。

農業用資材や日用雑貨を買いたい

　（株）農協観光では、１枚の切符の手配
から、出張・個人・グループ・職場旅行
など、あらゆる旅のお手伝いをします。

旅行に行きたい

お問い合わせ 各支店

　ＪＡ－ＳＳは、営農用・生活用のエネルギーを提供しています。また、軽油や灯油の販
売・配達も取り扱いしています。

ガソリンを給油したい・灯油を配達してほしい

お問い合わせ 各支店または燃料・東部購買☎35-4411

　介護といっても、入浴や身のまわりのお
世話、介護に関する相談など、その内容
は様々です。ご要望に応じて４つのサービ
スで在宅介護を支援いたします。

●居宅介護支援サービス　お問い合わせ：☎28 -7171
　介護に関するご相談、介護保険申請手続代行、ケアプラン作成

●訪問介護サービス　お問い合わせ：☎28 -7171
　ホームヘルパー（年末年始を除く）

●通所介護サービス（デイサービス）
　デイサービスセンター　　　　　お問い合わせ：☎28 -7878
　デイサービスセンターたかみや　お問い合わせ：☎28 -1177
　送迎、食事、入浴、機能訓練。季節に応じた行事を行っています
　※日曜日、年末年始、お盆はお休みとなります。

●福祉用具貸与・販売サービス　お問い合わせ：☎28 -7171
　福祉機器の選定や使用方法のご相談

介護のことを相談したい

　もしもの時は、お電話ください。葬祭センターでは、皆さまの立場に立ったきめ細やかなサービス
を提供します。人生最後の儀式、形や心に残るものにするため、真心を込めてお手伝いします。

葬儀のことを相談したい

お問い合わせ 各支店または（株）農協観光☎25-4488

ホールのご紹介

ＪＡ葬祭のホールはこんなに便利です
・通夜から葬儀・初七日法要まで一貫してご利用いただけます。
・遺族控室、浴室等も完備していますのでご自宅の感覚でご利用いただけます。
・料理や粗供養品、マイクロバス等も手配します。
・冷暖房完備なので、季節を問わず快適です。
・やわらぎホールはイス席です。また、ホール内、トイレ、駐車場など車イスの方や高齢の方にも無理なく移動できます。
・駐車場を完備していますので、お車でお越しの方も安心です。

虹のホールやわらぎ河瀬
彦根市南川瀬町1532-2（ＪＲ河瀬駅西側）

お問い合わせ：☎28-4600

虹のホールやわらぎ愛荘 やわらぎサービスセンター
愛知郡愛荘町島川245（愛荘営農センター北側）

お問い合わせ：☎42-8333

虹のホールやわらぎ稲枝
彦根市稲枝町337（ＪＲ稲枝駅東側徒歩３分）

お問い合わせ：☎43-7770

デイサービスセンター、愛あいステーション
彦根市賀田山町234-6

デイサービスセンターたかみや
彦根市高宮町1017-2
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住宅資金を借りたい

　ＪＡでは、様々な貯蓄プランや生活サポートプランをご用意しています。

お金を貯めたい、借りたい

お金を貯めたい

主な貯蓄プラン

お金を借りたい

主な生活サポートプラン

休日住宅ローン相談会
お問い合わせ：☎26-9101
ローンセンターでは毎週土曜日（9：00～17：00）
に「休日住宅ローン相談会」を開催しています。
“ＪＡとのお取引はこれから”というお客様もお
気軽にお問合せ・ご相談ください。

　住宅の新築・購入・リフォーム・他金融機関住宅ローンの借換え等に！
　固定金利選択型（３・５・10年）・変動金利型
　当初特約期間だけでなく、全期間にわたって優遇金利を適用します。
　詳細は各支店窓口までお問い合わせください。

農業資金を借りたい
　農業経営に必要な設備施設資金や運転資金等にご利用できる融資商品を取り揃え
ています。詳しくは各支店窓口までお問い合わせください。

主な農業資金プラン

総合口座 受け取る、支払う、貯める、借りるが通帳でご利用になれます。給与
や年金などの自動受取りや各種公共料金の自動支払いにも便利です。

定期貯金 まとまったお金を安全に貯金いただけます。目的に合わせたプランを
お選びいただけます。

定期積金 無理なく着実にお金を増やすことができる積立貯金です。自動掛込
みもご利用いただけ、大変便利です。

住宅ローン
（ 一 般 型 ） 住宅の新築・購入や住宅用の土地購入などにご利用できます。

リフォーム
ロ ー ン

住宅の増改築・改装、補修、住宅に付帯する施設の取得などにご利
用いただけます。

住宅ローン
（ 借 換 型 ）

他金融機関等からの住宅資金借入金の借換えに要する資金にご利用
いただけます。

マ イ カ ー
ロ ー ン 自動車の購入や修理・車検などにご利用できます。

教育ローン お子様の夢を支援します。入学金、授業料、下宿代などの就学費用
にご利用いただけます。

フ リ ー
ロ ー ン

電化製品・家具などの購入や旅行資金など、暮らしに必要な資金に
ご利用いただけます。

農業ローン 農業経営に必要な設備資金や運転資金等にご利用いただけます。
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住宅資金を借りたい

　ＪＡでは、様々な貯蓄プランや生活サポートプランをご用意しています。

お金を貯めたい、借りたい

お金を貯めたい

主な貯蓄プラン

お金を借りたい

主な生活サポートプラン

休日住宅ローン相談会
お問い合わせ：☎26-9101
ローンセンターでは毎週土曜日（9：00～17：00）
に「休日住宅ローン相談会」を開催しています。
“ＪＡとのお取引はこれから”というお客様もお
気軽にお問合せ・ご相談ください。

　住宅の新築・購入・リフォーム・他金融機関住宅ローンの借換え等に！
　固定金利選択型（３・５・10年）・変動金利型
　当初特約期間だけでなく、全期間にわたって優遇金利を適用します。
　詳細は各支店窓口までお問い合わせください。

農業資金を借りたい
　農業経営に必要な設備施設資金や運転資金等にご利用できる融資商品を取り揃え
ています。詳しくは各支店窓口までお問い合わせください。

主な農業資金プラン

アグリマイティー資金
農産物の生産・加工・流通・販売に関する運転資金、
災害緊急資金等、農業に関する資金にご利用いただけ
ます。

農業近代化資金
特定の農業団体等の農業経営の近代化を図るために必
要な施設・機械等の導入に係る資金にご利用いただけ
ます。

スーパーＳ資金 農業の経営改善の取組に必要な短期運転資金にご利用
いただけます。

青年等就農資金
市町村から認定を受けた「認定新規就農者」に対して、
農業経営に必要な資金を提供される無利子の制度資金
です。

農業改良資金
農業の「担い手」が、新作物分野、新技術へのチャレ
ンジ、新たな加工・流通部門への進出などに提供され
る無利子の長期の制度資金です。

スーパーＬ資金 「認定農業者」を対象とする、経営改善のための長期資
金です。

経営体育成強化資金 農業の「担い手」の経営改善のための長期資金です。
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　公的年金の受取口座をＪＡに指定していただくと、様々な特典を受けられます。

公的年金の受け取りをＪＡの口座にしたい
（年金友の会の会員になりたい）

特典１　定期貯金の金利が上乗せされる！
特典２　定期積金の金利が上乗せされる！
特典３　毎年１回プレゼントをお届け！
特典４　「年金友の会」にご加入いただけ、イベントへの参加や記念品

がもらえる！

特典５　葬祭ホールを特別価格でご利用
いただける！（組合員ならさらに割引）

特典６　特別価格の旅行企画をごあんない！
特典７　ゲートボール大会やグラウンドゴ

ルフ大会にご参加いただける！

お問い合わせ 各支店または金融部年金相談センター☎28-7810

お問い合わせ 各支店または資産相続相談センター☎26-8808

年金友の会
加入までの
流れ

１．受給開始年齢の
誕生月の３か月前に
裁定請求書が届きま
す。郵送物の内容を
年金手帳で確認し、
年金の請求手続きの
際に必要な添付書類
を準備しましょう。

２．年金をご請求の
際、裁定請求書に年金
の振込み講座をＪＡの
口座に指定してくださ
い。裁定請求書のご提
出は、加入していた年
金制度によって異なる
ので、注意しましょう。

３．初回の年金振込
みが 確認されたら
「年金友の会」に自
動加入となります。

ＡＴＭの稼働時間、手数料が知りたい

キャッシュカード、通帳、証書、印章、
ローンカードを喪失（紛失、盗難）した時は…

ＪＡの安心コールをご利用ください

0120-089286（24時間・365日受付）
※携帯電話からも繋がります。

相続や資産の相談をしたい
　あなたの大切な財産を活用・承継するための相続・贈与税や不動産（土地・建物）の税
務相談など、争族対策・納税資金対策・節税対策に関する相談業務を行なっています。

・・
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（様式1－1）（裏面） ＜Ｈ30.8.9改訂＞

定款（加入や脱退等に関する事項の要約）
（加入の承諾及び持分譲渡の承認の停止）
第17条　この組合は、前条の加入の場合を除き、総会又は総代の総会外選挙の日の２週間前から総会又は総代の総会外選挙の終了する時までの間
は、加入の承諾及び持分譲渡の承認をしないものとする。

（脱退）
第18条　組合員は、いつでも、その持分の全部を譲渡することによって脱退することができる。この場合において、その持分を譲り受ける者がな
いときは、当該組合員はこの組合に対しその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。
２　前項の規定に基づく請求があったときは、組合はその請求の日から60日を経過した日
以後に到来する事業年度末においてその持分を譲り受けるものとする。この場合、その譲受けの価格は、第20条第1項の規定に従って算定した払
い戻すべき持分相当額とする。
３　この組合が前項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、第15条の規定は適
用しない。
４　この組合は、第2項の規定に基づき組合員の持分を取得したときは、速やかに当該持分を他の組合員又は新たにこの組合に加入しようとする者
に譲渡するものとする。この場合において、当該持分の譲渡を受ける者がないときには、この組合が当該持分を譲り受けた日から起算して2年を経
過する日の属する事業年度末において当該持分に係る出資額を減ずることにより、当該持分を消却するものとする。
５　第20条第2項の規定は、第2項の場合に準用する。
６　組合員は、第1項の規定による持分全部の譲渡によるほか、次の事由によって脱退する。
(1)　組合員たる資格の喪失
(2)　死亡又は解散
(3)　除名

（除名）
第19条　組合員が、次の各号及び第２項のいずれかに該当するときは、総会の決議を経てこれを除名することができる。この場合には、総会の日
の10日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を不えなければならない。
(1)　１年間この組合の事業を全く利用しないとき。
(2)　第22条及び第23条の規定による出資の払込み及び第24条の規定による賦課金の納入その他この組合に対する義務の履行を怠ったとき。
(3)　この組合の事業を妨げる行為をしたとき（第三者を利用して行う場合を含む。以下本項各号において同じ。）
(4)　法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの組合の信用を失わ
せるような行為をしたとき。
(5)　暴力的な要求行為をしたとき。
(6)　法的な責任を超えた丌当な要求行為をしたとき。
(7)　取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。
(8)　その他前各号に準ずる行為をしたとき。
２　第13条第1項各号の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
３　除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその組合員に通知しなければならない。

（持分の払戻し）
第20条　第18条第６項各号の規定により組合員が脱退した場合には、組合員のこの組合に対する出資額（その脱退した事業年度末時点の貸借対照
表に計上された資産の総額から負債の総額を控除した額が出資の総額に満たないときは、当該出資額から当該満たない額を各組合員の出資額に応
じて減算した額）を限度として持分を払い戻すものとする。
２　脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有するときは、前項の規定により払い戻すべき額と相殺するものとする。

（出資口数の減少）
第21条　組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他やむを得ない理由があるときは、理事会の承認を得てその出資の口
数を減少することができる。
２　組合員が、その出資の口数を減少したときは、減少した口数に係る払込済出資金に対する持分額として前条第１項の例により算定した額を払
い戻すものとする。

（出資義務）
第22条　組合員は、出資１口以上を持たなければならない。ただし、3,000口を超えることができない。

（出資１口の金額及び払込方法）
第23条　出資１口の金額は、金1,000円とし、全額一時払込みとする。
２　組合員は、前項の規定による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

（経費の賦課）
第24条　この組合は、第７条第１項第１号、第６号、第７号（農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け又は交換の事業を除く。）及び第
16号の事業並びにこれらの事業に附帯する事業に必要な経費に充てるために、組合員に経費を賦課することができる。
２　組合員は，前項の経費の支払について、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
３　第１項の賦課金の額、賦課方法、徴収時期及び徴収方法は、総会でこれを定める。

（賦課金の丌変更）
第25条　この組合は、前条の賦課金について、組合員につきその賦課金額の算定の基準となった事項に変更があっても、既に賦課した金額は、こ
れを変更しない。

（過怠金）
第26条　この組合は、組合員が出資払込み及び賦課金納入の義務をその期限までに履行しないときは、未払込金額又は未納金額につき年14.5パー
セントの割合で、その期限の翌日から履行の日までの日数によって計算した金額を過怠金として徴収することができる。

定款　別表
１　暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
２　次の各号のいずれかに該当する者
(1)　暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)　暴力団員等が経営に実質的に関不していると認められる関係を有すること
(3)　自己、自社若しくは第三者の丌正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、丌当に暴力団員等を利用していると認
められる関係を有すること
(4)　暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供不するなどの関不をしていると認められる関係を有すること

(5)　役員又は経営に実質的に関不している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

※文字を拡大したもの又は全文をご希望の場合は当組合の窓口にお申し出下さい。

（公告の方法）
第５条　この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示し、かつ、滋賀県地域において発行する朝日新聞に掲載する方法によってこれをする。
２　前項の規定にかかわらず、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）
第３条第１項の規定による公告は、電子公告により行う。
３　第１項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知するものとする。

（組合員に対する通知又は催告）
第６条　この組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその組合員の住所に、その組合員が別に通知又は催
告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあててこれをする。
２　前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

（組合員の資格）
第11条　この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。
２　次に掲げるいずれかに該当する者は、この組合の正組合員となることができる。
(1) 　農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
(2)　１年のうち30日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
(3)　農業を営む法人（その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が３億円を超える法人を除く。）であっ
て、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
３　次に掲げるいずれかに該当する者は、この組合の准組合員となることができる。
(1)　この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの
(2)　この組合から第７条第１項第２号から第４号まで又は第12号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を１年以上継続して受けているこの組合
の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
(3)　この組合から第７条第１項第４号、第10号又は第23号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を１年以上継続して受けているこの組合の地区
外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
(4)　この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
(5)　農業経営基盤強化促進法第23条第１項の認定を受けた農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体（その農用地利用
改善事業の実施区域の全部又は一部がこの組合の地区内にある団体であって、前項第１号又は第２号に該当する正組合員（同項第１号に該当する
正組合員にあっては、その住所がこの組合の地区内にある者に限る。）が主たる構成員となっているものに限る。以下「農用地利用改善事業実施
団体」という。）であって、この組合の施設を利用することが適当であると認められるもの（前項第３号及び前号に掲げるものを除く。）
(6)　農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する第２項第１号又は第２号に掲げる者が主たる構成員となっている団体で協同組織のもとに当
該構成員の共同の利益を増進することを目的とするもの、その他この組合又はこの組合の地区内に住所を有する同項第１号又は第２号に掲げる者
が主たる構成員又は出資者となっている団体であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの（前項第３号及び前２号に
掲げる者を除く。）
４　前２項の規定にかかわらず、別表各項のいずれかに該当する者は、この組合の組合員となることができない。

（農用地利用改善事業実施団体の構成員に係る組合員資格の特例）
第12条　農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって利用権を設定したことにより前条
第２項第１号又は第２号に該当しなくなった者であって、同項第３号又は同条第３項第４号若しくは第５号に該当する組合員である農用地利用改
善事業実施団体の構成員であるもののうち、当該利用権の設定前に又は設定後遅滞なくこの組合に申出をし、経営管理委員会において次の各号に
掲げる要件に該当する者である旨の確認を受けたものは、引き続きこの組合の正組合員とする。
(1)　その住所がこの組合の地区内にある者であること又はその住所が別に定める地区内にある者であって、この組合の施設（農業に必要な施設に
限る。）を利用することが適当であると認められるものであること。
(2)　利用権を設定した土地の全部又は一部がその者が構成員となっている農用地利用改善事業実施団体の農用地利用規程において定める農用地利
用改善事業の実施区域（この組合の地区内に限る。）の地区内にあること。
(3)　第11条第２項各号に該当する正組合員と協同してその農業の生産能率を高め、経済
状態を改善し、社会的地位の向上に貢献すると認められる者であること。

（加入）
第13条　この組合の組合員になろうとする者は、引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。この場合
においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 暴力団員等(別表第１項に規定する暴力団員等をいう。)及び別表第２項各号のいずれにも該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当し
ないことの確約
(2) 自ら又は第三者を利用して第19条第１項第３号から第８号までのいずれかに該当する行為を行わないことの確約
２　前項の場合において、第11条第２項第３号及び同条第３項第４号から第６号までに
該当する者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又はこれに代わるべき書類
(2) 加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入の意思を証する書面
(3) 代表者の氏名及び住所を記載した書面
３　この組合は、第１項の申込書を受け取った場合において、その加入を承諾しようとするときは、書面をもってその旨を加入申込みをした者に
通知し、出資の払込みをさせるとともに、組合員名簿に記載し、又は記録するものとする。
４　加入申込みをした者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となる。
５　組合員になろうとする者が、組合員たる資格を有するかどうか明らかでないときは、経営管理委員会においてこれを決定する。
６　出資口数を増加しようとする組合員については、第１項及び第３項の規定を準用する。ただし、第１項各号の確約・表明及び第２項各号に掲
げる書類の提出は、これを必要としない。

（資格変動の申出）
第14条　組合員は、前条の規定により提出した書類の記載事項に変更があったとき又は組合員たる資格を失い若しくはその資格に変動があったと
きは、直ちにその旨を書面でこの組合に届出なければならない。

（持分の譲渡）
第15条　組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
２　組合員でない者が、持分を譲り受けようとするときは、第13条第１項から第５項までの規定を準用する。この場合において、同条第３項の出
資の払込みをすることは必要とせず、同条第４項中「出資の払込み」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

（相続による加入）
第16条　組合員の相続人で、その組合員の死亡により、持分の払戻請求権の全部を取得した者が、相続開始後60日以内に組合に加入の申込みを
し、組合がこれを承諾したときは、その相続人は被相続人の持分を取得したものとみなす。
２　前項の規定により加入の申込みをしようとするときは、当該持分の払戻請求権の全部を取得したことを証する書面を提出しなければならな
い。

＜H30.8.9 改訂＞

　組合員加入をご希望の方は、このページ（P13 〜 16）を冊子から取り外し、必要事項を
記載の上、最寄りの支店窓口までお持ちください。
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（様式１－１）（表面） ＜Ｈ３０．８．９改訂＞

※払込方法（農協記入欄）

１：現金

２：貯金 △ ①　個人

４：仮受/未払 農畜産物を出荷・販売

直売所等において、農畜産物を販売（自ら生産した農畜産物を加工して販売する場合も含む）

農業法人や集落営農組織の構成員として、自らも当該組織の作業等に従事

□　農事組合法人の組合員　　□　農業法人の社員（出資者）

□　集落営農組織（任意組織）・特定農業団体等の構成員

自給目的で農産物を生産（趣味目的の農業は除く）

②　法人

農業を営んでいる（法人の定款（事業目的）に「農業経営に関すること」等を明記）

▵ ●

　※　現在、１年以上ご利用いただいている事業に☑を付けて下さい。

▲ アパート名・居室番号

▴

定款 条第３項第１号(准)

□ ▲地区内住所 □

※法人については、定款第13条第２項で規定する書類全てを添付して下さい。

▲地区内△農業経営（農業者判定）

▲地区内▵農業従事（日数） □ □

●地区内◎資本・従業員☆書類

＜Ｈ３０.８.９改訂＞

※詳細記入

農
業
の
状
況
（

農
業
者
の
み
）

年間農業
従事日数

※計画立案や経理など
実際の農作業が伴わな
い時間を含む

農業経営
有無

右
記
い
ず
れ
か
の
条
件
に
よ
り
農
業
者
資
格
を
有
す
る

□

□

出
資
口
数

出資口数
及び金額

□

□

その他（相続・譲渡）

組合員加入申込書
□　以下については、農業を営んでおられる場合又は農作業に従事されている場合にご記入下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　該当する項目に☑を付けて下さい。

３０日以上である。
市
郡

丁目
町

３０日未満である。

農業経営・従事
に係る土地・施

設の住所
※番地までは丌要

□

▶
▷ 生産・生活資材の購入（購買事業） □ ▷

申込者氏名 ご
利
用
状
況

□ ▷

貯金・借入（信用事業） □ ▶

☆定款第13条第２項で規定する書類全ての添付が必要
◎資本の額 円 ★集落営農組合、農民が経営す

る農業に関連しない会社等につ
いては、農民が主たる構成員又
は出資者となっていることを証
する書面の添付が必要

共済契約（共済事業）

□

貸農園事業の利用

代表者氏名

◎従業員数

〒

申込者住所

※ご記入いただいた個人情報は、当組合への加入・脱退等の手続き、組合員（資格）及び出資金の
管理、配当金の支払い、会議・催事等のご案内、農協法に基づく閲覧請求への対応、当組合の行う
各事業に関して提供する商品・サービスに関する各種情報へのご提供等の目的で利用させていただ
きますのでご承知おきください。

現在の事業の
利用について

□ ▶

▷ 直売所等での農産物の購入

ご印鑑
法定代理人の同意 本人との関係 本人との関係

□

名
※法人等の場合のみ

農畜産物の出荷（販売事業）

自署

□

□

□

□ ●地区内▵農業従事（日数）

定款 条第２項(正)

出
資
配
当
受
入
口
座

金融機関名 東びわこ農業協同組合 店舗名 　　　　支店

（農協記入欄）

会社名等 職業

申
込
者
の
氏
名
・
住
所
等

フリガナ
ご印鑑

□　以下については、当組合の管内にお住まいでない場合にご記入下さい。

生年月日  大正・昭和

 平成・

※未成年者の場合のみ

東びわこ農業協同組合　御中 記入年月日 年 月 日

□

市
郡

丁目
町

組合員加入における表明・確約

　私は、貴組合の定款別表に定めるいずれにも該当しないことを表明し、ならびに将来にわたっ
ても該当しないことを確約します。また、私は、自らまたは第三者を利用して定款第１３条第１
項に定めるいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
　私は、これにより、定款の規定に基づき組合員資格を喪失する又は除名となることがあること
を確認します。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴組合になんらの請求もせず、ま
た、貴組合に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。男　・　女　・　法人等

（設立年月日）

（法人等所在地）
(

お勤め先
住所等

※番地までは丌要

－ －

※店舗コードは農協で記入します。

□

□

貴組合の定款を了承の上、下記のとおり出資を引受けて加入いたしたく、必要書類を添えて申込みます。

（　内線　　　　　　　　）

年 月 日 性別等

（法人等の名称）
□

出資配当金等
受入口座

金融機関ＣＤ 店舗ＣＤ

口座種別 当座・普通・その他 口座番号

フリガナ
ローン

定期貯金

葬祭

その他

組合員資格 加入理由

（農協記入欄） 口座選択CD ※賦課金の口座選択ＣＤ（４０１）は別途、口座振替依頼書が必要

口座名義人

１　正組合員

３　准組合員

５　上記以外

□

□

□

□

□

□

□

係　　印 検　　印

▷事業

▴地区内勤務地▶事業

円口

☆★書類

定款 条第３項第２号(准)

●地区内△農業経営（農業者判定）

定款 条第３項第３号(准)

□

定款 条第３項第６号(准)

ご印鑑
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（様式１－１）（表面） ＜Ｈ３０．８．９改訂＞

※払込方法（農協記入欄）

１：現金

２：貯金 △ ①　個人

４：仮受/未払 農畜産物を出荷・販売

直売所等において、農畜産物を販売（自ら生産した農畜産物を加工して販売する場合も含む）

農業法人や集落営農組織の構成員として、自らも当該組織の作業等に従事

□　農事組合法人の組合員　　□　農業法人の社員（出資者）

□　集落営農組織（任意組織）・特定農業団体等の構成員

自給目的で農産物を生産（趣味目的の農業は除く）

②　法人

農業を営んでいる（法人の定款（事業目的）に「農業経営に関すること」等を明記）

▵ ●

　※　現在、１年以上ご利用いただいている事業に☑を付けて下さい。

▲ アパート名・居室番号

▴

定款 条第３項第１号(准)

□ ▲地区内住所 □

※法人については、定款第13条第２項で規定する書類全てを添付して下さい。

▲地区内△農業経営（農業者判定）

▲地区内▵農業従事（日数） □ □

●地区内◎資本・従業員☆書類

＜Ｈ３０.８.９改訂＞

※詳細記入

農
業
の
状
況
（

農
業
者
の
み
）

年間農業
従事日数

※計画立案や経理など
実際の農作業が伴わな
い時間を含む

農業経営
有無

右
記
い
ず
れ
か
の
条
件
に
よ
り
農
業
者
資
格
を
有
す
る

□

□

出
資
口
数

出資口数
及び金額

□

□

その他（相続・譲渡）

組合員加入申込書
□　以下については、農業を営んでおられる場合又は農作業に従事されている場合にご記入下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　該当する項目に☑を付けて下さい。

３０日以上である。
市
郡

丁目
町

３０日未満である。

農業経営・従事
に係る土地・施

設の住所
※番地までは丌要

□

▶
▷ 生産・生活資材の購入（購買事業） □ ▷

申込者氏名 ご
利
用
状
況

□ ▷

貯金・借入（信用事業） □ ▶

☆定款第13条第２項で規定する書類全ての添付が必要
◎資本の額 円 ★集落営農組合、農民が経営す

る農業に関連しない会社等につ
いては、農民が主たる構成員又
は出資者となっていることを証
する書面の添付が必要

共済契約（共済事業）

□

貸農園事業の利用

代表者氏名

◎従業員数

〒

申込者住所

※ご記入いただいた個人情報は、当組合への加入・脱退等の手続き、組合員（資格）及び出資金の
管理、配当金の支払い、会議・催事等のご案内、農協法に基づく閲覧請求への対応、当組合の行う
各事業に関して提供する商品・サービスに関する各種情報へのご提供等の目的で利用させていただ
きますのでご承知おきください。

現在の事業の
利用について

□ ▶

▷ 直売所等での農産物の購入

ご印鑑
法定代理人の同意 本人との関係 本人との関係

□

名
※法人等の場合のみ

農畜産物の出荷（販売事業）

自署

□

□

□

□ ●地区内▵農業従事（日数）

定款 条第２項(正)

出
資
配
当
受
入
口
座

金融機関名 東びわこ農業協同組合 店舗名 　　　　支店

（農協記入欄）

会社名等 職業

申
込
者
の
氏
名
・
住
所
等

フリガナ
ご印鑑

□　以下については、当組合の管内にお住まいでない場合にご記入下さい。

生年月日  大正・昭和

 平成・

※未成年者の場合のみ

東びわこ農業協同組合　御中 記入年月日 年 月 日

□

市
郡

丁目
町

組合員加入における表明・確約

　私は、貴組合の定款別表に定めるいずれにも該当しないことを表明し、ならびに将来にわたっ
ても該当しないことを確約します。また、私は、自らまたは第三者を利用して定款第１３条第１
項に定めるいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
　私は、これにより、定款の規定に基づき組合員資格を喪失する又は除名となることがあること
を確認します。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴組合になんらの請求もせず、ま
た、貴組合に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。男　・　女　・　法人等

（設立年月日）

（法人等所在地）
(

お勤め先
住所等

※番地までは丌要

－ －

※店舗コードは農協で記入します。

□

□

貴組合の定款を了承の上、下記のとおり出資を引受けて加入いたしたく、必要書類を添えて申込みます。

（　内線　　　　　　　　）

年 月 日 性別等

（法人等の名称）
□

出資配当金等
受入口座

金融機関ＣＤ 店舗ＣＤ

口座種別 当座・普通・その他 口座番号

フリガナ
ローン

定期貯金

葬祭

その他

組合員資格 加入理由

（農協記入欄） 口座選択CD ※賦課金の口座選択ＣＤ（４０１）は別途、口座振替依頼書が必要

口座名義人

１　正組合員

３　准組合員

５　上記以外

□

□

□

□

□

□

□

係　　印 検　　印

▷事業

▴地区内勤務地▶事業

円口

☆★書類

定款 条第３項第２号(准)

●地区内△農業経営（農業者判定）

定款 条第３項第３号(准)

□

定款 条第３項第６号(准)

ご印鑑
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（様式1－1）（裏面） ＜Ｈ30.8.9改訂＞

定款（加入や脱退等に関する事項の要約）
（加入の承諾及び持分譲渡の承認の停止）
第17条　この組合は、前条の加入の場合を除き、総会又は総代の総会外選挙の日の２週間前から総会又は総代の総会外選挙の終了する時までの間
は、加入の承諾及び持分譲渡の承認をしないものとする。

（脱退）
第18条　組合員は、いつでも、その持分の全部を譲渡することによって脱退することができる。この場合において、その持分を譲り受ける者がな
いときは、当該組合員はこの組合に対しその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。
２　前項の規定に基づく請求があったときは、組合はその請求の日から60日を経過した日
以後に到来する事業年度末においてその持分を譲り受けるものとする。この場合、その譲受けの価格は、第20条第1項の規定に従って算定した払
い戻すべき持分相当額とする。
３　この組合が前項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、第15条の規定は適
用しない。
４　この組合は、第2項の規定に基づき組合員の持分を取得したときは、速やかに当該持分を他の組合員又は新たにこの組合に加入しようとする者
に譲渡するものとする。この場合において、当該持分の譲渡を受ける者がないときには、この組合が当該持分を譲り受けた日から起算して2年を経
過する日の属する事業年度末において当該持分に係る出資額を減ずることにより、当該持分を消却するものとする。
５　第20条第2項の規定は、第2項の場合に準用する。
６　組合員は、第1項の規定による持分全部の譲渡によるほか、次の事由によって脱退する。
(1)　組合員たる資格の喪失
(2)　死亡又は解散
(3)　除名

（除名）
第19条　組合員が、次の各号及び第２項のいずれかに該当するときは、総会の決議を経てこれを除名することができる。この場合には、総会の日
の10日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を不えなければならない。
(1)　１年間この組合の事業を全く利用しないとき。
(2)　第22条及び第23条の規定による出資の払込み及び第24条の規定による賦課金の納入その他この組合に対する義務の履行を怠ったとき。
(3)　この組合の事業を妨げる行為をしたとき（第三者を利用して行う場合を含む。以下本項各号において同じ。）
(4)　法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの組合の信用を失わ
せるような行為をしたとき。
(5)　暴力的な要求行為をしたとき。
(6)　法的な責任を超えた丌当な要求行為をしたとき。
(7)　取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。
(8)　その他前各号に準ずる行為をしたとき。
２　第13条第1項各号の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
３　除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその組合員に通知しなければならない。

（持分の払戻し）
第20条　第18条第６項各号の規定により組合員が脱退した場合には、組合員のこの組合に対する出資額（その脱退した事業年度末時点の貸借対照
表に計上された資産の総額から負債の総額を控除した額が出資の総額に満たないときは、当該出資額から当該満たない額を各組合員の出資額に応
じて減算した額）を限度として持分を払い戻すものとする。
２　脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有するときは、前項の規定により払い戻すべき額と相殺するものとする。

（出資口数の減少）
第21条　組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他やむを得ない理由があるときは、理事会の承認を得てその出資の口
数を減少することができる。
２　組合員が、その出資の口数を減少したときは、減少した口数に係る払込済出資金に対する持分額として前条第１項の例により算定した額を払
い戻すものとする。

（出資義務）
第22条　組合員は、出資１口以上を持たなければならない。ただし、3,000口を超えることができない。

（出資１口の金額及び払込方法）
第23条　出資１口の金額は、金1,000円とし、全額一時払込みとする。
２　組合員は、前項の規定による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

（経費の賦課）
第24条　この組合は、第７条第１項第１号、第６号、第７号（農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け又は交換の事業を除く。）及び第
16号の事業並びにこれらの事業に附帯する事業に必要な経費に充てるために、組合員に経費を賦課することができる。
２　組合員は，前項の経費の支払について、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
３　第１項の賦課金の額、賦課方法、徴収時期及び徴収方法は、総会でこれを定める。

（賦課金の丌変更）
第25条　この組合は、前条の賦課金について、組合員につきその賦課金額の算定の基準となった事項に変更があっても、既に賦課した金額は、こ
れを変更しない。

（過怠金）
第26条　この組合は、組合員が出資払込み及び賦課金納入の義務をその期限までに履行しないときは、未払込金額又は未納金額につき年14.5パー
セントの割合で、その期限の翌日から履行の日までの日数によって計算した金額を過怠金として徴収することができる。

定款　別表
１　暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
２　次の各号のいずれかに該当する者
(1)　暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)　暴力団員等が経営に実質的に関不していると認められる関係を有すること
(3)　自己、自社若しくは第三者の丌正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、丌当に暴力団員等を利用していると認
められる関係を有すること
(4)　暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供不するなどの関不をしていると認められる関係を有すること

(5)　役員又は経営に実質的に関不している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

※文字を拡大したもの又は全文をご希望の場合は当組合の窓口にお申し出下さい。

（公告の方法）
第５条　この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示し、かつ、滋賀県地域において発行する朝日新聞に掲載する方法によってこれをする。
２　前項の規定にかかわらず、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）
第３条第１項の規定による公告は、電子公告により行う。
３　第１項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知するものとする。

（組合員に対する通知又は催告）
第６条　この組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその組合員の住所に、その組合員が別に通知又は催
告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあててこれをする。
２　前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

（組合員の資格）
第11条　この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。
２　次に掲げるいずれかに該当する者は、この組合の正組合員となることができる。
(1) 　農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
(2)　１年のうち30日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
(3)　農業を営む法人（その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が３億円を超える法人を除く。）であっ
て、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
３　次に掲げるいずれかに該当する者は、この組合の准組合員となることができる。
(1)　この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの
(2)　この組合から第７条第１項第２号から第４号まで又は第12号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を１年以上継続して受けているこの組合
の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
(3)　この組合から第７条第１項第４号、第10号又は第23号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を１年以上継続して受けているこの組合の地区
外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
(4)　この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
(5)　農業経営基盤強化促進法第23条第１項の認定を受けた農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体（その農用地利用
改善事業の実施区域の全部又は一部がこの組合の地区内にある団体であって、前項第１号又は第２号に該当する正組合員（同項第１号に該当する
正組合員にあっては、その住所がこの組合の地区内にある者に限る。）が主たる構成員となっているものに限る。以下「農用地利用改善事業実施
団体」という。）であって、この組合の施設を利用することが適当であると認められるもの（前項第３号及び前号に掲げるものを除く。）
(6)　農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する第２項第１号又は第２号に掲げる者が主たる構成員となっている団体で協同組織のもとに当
該構成員の共同の利益を増進することを目的とするもの、その他この組合又はこの組合の地区内に住所を有する同項第１号又は第２号に掲げる者
が主たる構成員又は出資者となっている団体であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの（前項第３号及び前２号に
掲げる者を除く。）
４　前２項の規定にかかわらず、別表各項のいずれかに該当する者は、この組合の組合員となることができない。

（農用地利用改善事業実施団体の構成員に係る組合員資格の特例）
第12条　農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって利用権を設定したことにより前条
第２項第１号又は第２号に該当しなくなった者であって、同項第３号又は同条第３項第４号若しくは第５号に該当する組合員である農用地利用改
善事業実施団体の構成員であるもののうち、当該利用権の設定前に又は設定後遅滞なくこの組合に申出をし、経営管理委員会において次の各号に
掲げる要件に該当する者である旨の確認を受けたものは、引き続きこの組合の正組合員とする。
(1)　その住所がこの組合の地区内にある者であること又はその住所が別に定める地区内にある者であって、この組合の施設（農業に必要な施設に
限る。）を利用することが適当であると認められるものであること。
(2)　利用権を設定した土地の全部又は一部がその者が構成員となっている農用地利用改善事業実施団体の農用地利用規程において定める農用地利
用改善事業の実施区域（この組合の地区内に限る。）の地区内にあること。
(3)　第11条第２項各号に該当する正組合員と協同してその農業の生産能率を高め、経済
状態を改善し、社会的地位の向上に貢献すると認められる者であること。

（加入）
第13条　この組合の組合員になろうとする者は、引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。この場合
においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 暴力団員等(別表第１項に規定する暴力団員等をいう。)及び別表第２項各号のいずれにも該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当し
ないことの確約
(2) 自ら又は第三者を利用して第19条第１項第３号から第８号までのいずれかに該当する行為を行わないことの確約
２　前項の場合において、第11条第２項第３号及び同条第３項第４号から第６号までに
該当する者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又はこれに代わるべき書類
(2) 加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入の意思を証する書面
(3) 代表者の氏名及び住所を記載した書面
３　この組合は、第１項の申込書を受け取った場合において、その加入を承諾しようとするときは、書面をもってその旨を加入申込みをした者に
通知し、出資の払込みをさせるとともに、組合員名簿に記載し、又は記録するものとする。
４　加入申込みをした者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となる。
５　組合員になろうとする者が、組合員たる資格を有するかどうか明らかでないときは、経営管理委員会においてこれを決定する。
６　出資口数を増加しようとする組合員については、第１項及び第３項の規定を準用する。ただし、第１項各号の確約・表明及び第２項各号に掲
げる書類の提出は、これを必要としない。

（資格変動の申出）
第14条　組合員は、前条の規定により提出した書類の記載事項に変更があったとき又は組合員たる資格を失い若しくはその資格に変動があったと
きは、直ちにその旨を書面でこの組合に届出なければならない。

（持分の譲渡）
第15条　組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
２　組合員でない者が、持分を譲り受けようとするときは、第13条第１項から第５項までの規定を準用する。この場合において、同条第３項の出
資の払込みをすることは必要とせず、同条第４項中「出資の払込み」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

（相続による加入）
第16条　組合員の相続人で、その組合員の死亡により、持分の払戻請求権の全部を取得した者が、相続開始後60日以内に組合に加入の申込みを
し、組合がこれを承諾したときは、その相続人は被相続人の持分を取得したものとみなす。
２　前項の規定により加入の申込みをしようとするときは、当該持分の払戻請求権の全部を取得したことを証する書面を提出しなければならな
い。
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　公的年金の受取口座をＪＡに指定していただくと、様々な特典を受けられます。

公的年金の受け取りをＪＡの口座にしたい
（年金友の会の会員になりたい）

特典１　定期貯金の金利が上乗せされる！
特典２　定期積金の金利が上乗せされる！
特典３　毎年１回プレゼントをお届け！
特典４　「年金友の会」にご加入いただけ、イベントへの参加や記念品

がもらえる！

特典５　葬祭ホールを特別価格でご利用
いただける！（組合員ならさらに割引）

特典６　特別価格の旅行企画をごあんない！
特典７　ゲートボール大会やグラウンドゴ

ルフ大会にご参加いただける！

お問い合わせ 各支店または金融部年金相談センター☎28-7810

お問い合わせ 各支店または資産相続相談センター☎26-8808

年金友の会
加入までの
流れ

１．受給開始年齢の
誕生月の３か月前に
裁定請求書が届きま
す。郵送物の内容を
年金手帳で確認し、
年金の請求手続きの
際に必要な添付書類
を準備しましょう。

２．年金をご請求の
際、裁定請求書に年金
の振込み講座をＪＡの
口座に指定してくださ
い。裁定請求書のご提
出は、加入していた年
金制度によって異なる
ので、注意しましょう。

３．初回の年金振込
みが 確認されたら
「年金友の会」に自
動加入となります。

ＡＴＭの稼働時間、手数料が知りたい

キャッシュカード、通帳、証書、印章、
ローンカードを喪失（紛失、盗難）した時は…

ＪＡの安心コールをご利用ください

0120-089286（24時間・365日受付）
※携帯電話からも繋がります。

相続や資産の相談をしたい
　あなたの大切な財産を活用・承継するための相続・贈与税や不動産（土地・建物）の税
務相談など、争族対策・納税資金対策・節税対策に関する相談業務を行なっています。

・・

カードの種類 ＡＴＭ種類 お取引 利用時間 手数料

ＪＡ東びわこ
キャッシュカード

※1

ＪＡ東びわこ
支店ＡＴＭ
店外ＡＴＭ

入出金
平日 8:45～20:00

無料

土・日・祝日 9:00～19:00

ビバシティ彦根
入出金

平日
9:00～21:00

平和堂地蔵店 土・日・祝日

平和堂稲枝店 入出金
平日

9:30～21:00
土・日・祝日

彦根市立病院 入出金
平日 9:00～19:00

土曜日 9:00～17:00

セブン銀行
ローソン

イーネット
入出金

平日 8:45～18:00
無料

土曜日 9:00～14:00

上記以外の時間帯 108円

他金融機関※2 出金

平日 8:45～18:00 108円

土曜日 9:00～14:00 108円

上記時間以外 216円

日曜・祝日 終日 216円

JAカード
(クレジットカード) 出金

平日
18:00まで 無料

18:00以降 108円

土曜日
14:00まで 無料

14:00以降 108円

日曜・祝日 終日 108円

※1　全国のＪＡのＡＴＭでは、どこでも『無料』にて入出金いただけます。
※2　�三菱東京ＵＦＪ銀行のキャッシュカードは、平日の8時45分から18時までについては『無料』にてご利用いただ

けます。なお、その他利用時間ならびに12月31日については「108円」となります。

※2019年4月1日現在の手数料です。
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　ＪＡ共済とは、農業協同組合の原点である、お互いに助け合う精神「相互扶助」を形
にしたものです。「ひと・いえ・くるま」の総合保障で、暮らしを守っています。

　「ひと・いえ・くるま」の総合保障で、学資金や老後の資金の積み立て、病気や自然災
害、自動車事故等の万一を幅広く保障し、地域の皆さまが安心して暮らせるようサポー
トします。

ひと・いえ・くるまの万一保障

お問い合わせ 各支店

　ＪＡの生命共済は、死亡保障はもちろん、入
院・手術などに備える医療保障や年金保障に
も力をいれています。

ひと

　ＪＡの建物更生共済は、火災・地震・台風な
どの様々なリスクに対応し、幅広い保障でマイ
ホームや家財をしっかり守ります。

いえ

　ＪＡの自動車共済は、ご自身と家族の保障・
相手方への保障・ご自身のお車の保障といっ
た安心の充実保障で自動車事故のリスクを幅
広く保障します。

くるま

ＪＡ自動車共済にご加入の方 事故時の連絡先

「24時間・365日」のフリーダイヤル安心サービス

ご契約されている自動車の事故や故障時にも
万全サポート

0120-258931
（ＪＡ共済事故受付センター）

※携帯電話からも繋がります。

【月～金曜日の８：３０～１７：００】につき
ましては、下記までご連絡ください。

ＪＡ東びわこ　共済査定課
☎28-7899

ＪＡ共済の種類

※この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧
ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」及び「ご契約のしおり・約款」
を必ずご覧ください。

　ＪＡ共済では、「ひと・いえ・くるま」の総合保障を通じて、それぞれの生活設計にお
応えできる安心を提供し、皆さまの毎日の暮らしを生涯にわたりバックアップします。

損害保険代理店業務

　ＪＡでは、共栄火災海上保険㈱の代理店として、火災保険・傷害保険・賠償責任保
険等の様々な保険商品も取り扱っています。

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

終身共済

介護共済

一時払介護共済

終身共済

一時払終身共済（平成28.10）

医療共済

引受緩和型終身共済

引受緩和型医療共済

がん共済

ライフロード

養老生命共済

働くわたしのささエール

クルマスター

むてきプラス

こども共済

介護共済

一時払介護共済

社会人
スタート

お子さまの
誕生

お子さまの
進学

お子さまの
結婚・独立

セカンド
ライフ結婚 住宅購入

共済の種類こんな方にオススメです

万一のとき、ご家族のために
生活費を残してあげたい方

病気やケガに備える
医療保障がほしい方

病歴や健康状態に
不安のある方

がんに一生涯
手厚く備えたい方

一生涯にわたる
介護の不安に備えたい方

老後の生活資金の
準備を始めたい方

貯蓄しながら
万一のときにも備えたい方

身体に障害を負って動けなく
なったときのリスクに備えたい方

お子さま・お孫さまの
教育資金を準備したい方

火災や自然災害による
建物・家財の損害に備えたい方

自動車の事故によるケガや
賠償、修理に備えたい方

他にも「定期生命共済」「火災共済」「傷害共済」「自賠責共済」「賠償責任共済」等をご用意しています。

予定利率変動型年金共済

生活障害共済

建物更生共済

自動車共済

ジ コ は ク ミ アイ

一時払終身共済（平成28.10）

医療共済

引受緩和型終身共済

引受緩和型医療共済

がん共済

予定利率変動型年金共済

一時払終身共済（平成28.10）

生存給付特則付
生存給付特則付一時払終身共済（平成28.10）

養老生命共済

生活障害共済

自動車共済

建物更生共済むてきプラス・建物更生共済My家財プラス

こども共済
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ご契約されている自動車の事故や故障時にも
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※携帯電話からも繋がります。

【月～金曜日の８：３０～１７：００】につき
ましては、下記までご連絡ください。

ＪＡ東びわこ　共済査定課
☎28-7899

ＪＡ共済の種類

※この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧
ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」及び「ご契約のしおり・約款」
を必ずご覧ください。

　ＪＡ共済では、「ひと・いえ・くるま」の総合保障を通じて、それぞれの生活設計にお
応えできる安心を提供し、皆さまの毎日の暮らしを生涯にわたりバックアップします。

損害保険代理店業務

　ＪＡでは、共栄火災海上保険㈱の代理店として、火災保険・傷害保険・賠償責任保
険等の様々な保険商品も取り扱っています。
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こども共済

19



　ＪＡ東びわこは地域とのつながりを大切にしていく組織です。豊かで暮らしやすい地
域社会の実現を目指しています。

　「次代へつなぐ協同」を合言葉に、各支店で地域に根ざした特色ある活動に取り組ん
でいます。様々なイベントを開催していますので、どなたでもお気軽にお越しください。

１支店１協同活動

地域の仲間と交流を深めたい

　仲間づくりや健康づくりに最適な文化講座「さんさん講座」を開催しています。さんさ
ん講座は東びわこ管内にお住いの方なら、年齢性別に関係なくどなたでも受講してい
ただけます。１回２時間程度の講座で、１講座ごとに最大で3,000円の割引制度もあり、
何講座でも受講できます。（98講座、約1,620人が参加 ※平成30年度実績）

文化教室（さんさん講座）

　食や農、暮らしに関心のある女性が集まって、「気づこう一人ひとり、行動しよう仲間
とともに」を基本方針に、互いが豊かになるための学習、交流、活動に取り組んでいま
す。ＪＡ東びわこ管内（彦根市、愛荘町、多賀町、甲良町、豊郷町）にお住いの女性の方
なら、どなたでもお気軽に参加いただけます。

女性部活動

お問い合わせ 各支店またはくらしの活動課 ☎28-7860

支店まつり（多賀支店）

共同農園での活動（彦根北支店） 稲枝まちおこしフェア（稲枝支店）

フラダンス講座 バランスボール講座

旬のおいしさ伝え隊の活動 男の料理教室
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　ＪＡ東びわこは地域とのつながりを大切にしていく組織です。豊かで暮らしやすい地
域社会の実現を目指しています。

　「次代へつなぐ協同」を合言葉に、各支店で地域に根ざした特色ある活動に取り組ん
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ん講座は東びわこ管内にお住いの方なら、年齢性別に関係なくどなたでも受講してい
ただけます。１回２時間程度の講座で、１講座ごとに最大で3,000円の割引制度もあり、
何講座でも受講できます。（98講座、約1,620人が参加 ※平成30年度実績）

文化教室（さんさん講座）

　食や農、暮らしに関心のある女性が集まって、「気づこう一人ひとり、行動しよう仲間
とともに」を基本方針に、互いが豊かになるための学習、交流、活動に取り組んでいま
す。ＪＡ東びわこ管内（彦根市、愛荘町、多賀町、甲良町、豊郷町）にお住いの女性の方
なら、どなたでもお気軽に参加いただけます。
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お問い合わせ 各支店またはくらしの活動課 ☎28-7860
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旬のおいしさ伝え隊の活動 男の料理教室
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　組合員広報誌、地域コミュニティー誌、インターネットなど、様々な形で幅広い世代の
方々に情報を発信しています。

　毎月組合員世帯を対象に、ＪＡ・農業・生活に関する情報をお届けしています。
　また、准組合員を対象とした広報誌「ＥひとＥすとプラスα」（年１回発行）も発行しています。

　年２回（不定期発行）、新聞折り込みにより配布しています。

ＪＡ東びわこの情報を知りたい（広報活動）

いっぴープロフィール

明るく楽しい農業を広め、組合員や地域の人たちと交流を深めるため「いっぴー」
は誕生しました。「いっぴー」という名前は、Ｅａｓｔ（東…イースト）の「い」と、組
合員を表すＰｅｏｐｌｅ（人…ピープル）の「ぴー」にちなんで名づけられました。
性　　　別：不明　　　　　　　身長・体重：不明（いつも変化します）
性　　　格：やさしく元気　　　　大 好 物：ごはん
特　　　技：人を楽しませること　苦手なこと：走ること
普段いる所：ＪＡ東びわこ管内

広報誌（ＥひとＥすと）

コミュニティー誌（ＥまちＥすと）

ホームページ

オリジナルカレンダー

　年１回（12月発行）組合員世帯を対象に、ワンポイント営農情報や特産品情報が掲載
されたカレンダーをお届けしています。

　ＪＡ東びわこの事業や特産品を紹介し、全国の消費者などに広くＰＲしています。
　●ホームページアドレス http://www.east.jas.or.jp/

ＪＡ東びわこイメージキャラクター「いっぴー」

EひEひE とEすとEすとE プラスα

P2 JAについて知ろう！
P3 JA東びわこについて知ろう！
P4 地域に根差したJA東びわこの活動
P5 JA東びわこの食農活動
P6 JA東びわこの直売所に行こう！
P7 JA東びわこ大感謝祭のご案内
P8 お問い合わせ先一覧

Vol.1
2018.11

目　　　　次

JA東びわこ
JA東びわこ
イメージキャラクター
“いっぴー”

　「彦根梨」は樹上完熟による高い糖度と良食味が特徴で
す。37年間の栽培で培われた栽培技術と、最新の光センサー
を用いた選果により、高品質な梨を生産・提供しています。品
種は主力の「幸水」「豊水」の他にも「筑水」「なつしずく」「あき
づき」といった品種も栽培しています。写真は「豊水」です。

収穫時期 幸水　８月中旬～９月上旬
豊水　９月上旬～９月下旬
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設備資金の調達

みどり国民年金

各種共済

農業リスク診断

信用事業（ＪＡバンク）

共済事業（ＪＡ共済）

万一のとき退職・老後

一人はみんなのために、みんなは一人のために。
ＪＡ東びわこは、暮らしの様々な場面において、あなたを力強くサポートします。

誕生・子育て結　婚ライフイベント 新社会人

『日本農業新聞』『地上』
広報

教育活動

生産部会

農作業受委託

農畜産物の集荷・販売

肥料・農薬・生活資材の購買

営農指導
営農・経済事業

生活・くらしの活動事業

営　農

ライフイベントとＪＡ事業一覧

農業関連ローン
（アグリマイティ資金・農トラローン）など

事業

退職金運用教育ローン

講座開設、給与振込、ＪＡカード、ＪＡネットバンク

カルチャースクール、女性大学、女性部活動

旅行、巡回健診

食料品・生活用品・家庭菜園用品等の購買

地元農産物・加工品等の販売、地産地消活動

自動車共済、自賠責共済

広報誌「ＥひとＥすと」、「ＥひとＥすと＋α」、「ＥまちＥすと」

生命共済、医療共済・がん共済、年金共済

定期貯金、定期積金

マイカーローン

住宅ローン 年金受取

災害支援活動

交通事故対応

各種共済金の受取

建物更生共済

こども共済 介護共済

介護事業・高齢者福祉 葬祭ちゃぐりんキッズクラブ

『家の光』、『やさい畑』

『ちゃぐりん』
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施設 営業時間 定休日

❶ 本店
8:30 〜 17:00

土日祝年金相談センター

❷

彦根中央支店� 8:30 〜 16:00
ローンセンター

9:00 〜 17:00
日祝

住宅相談センター
土日祝

資産相続相談センター
❸ 彦根東支店�

8:30 〜 16:00 土日祝

❹ 彦根南支店�
❺ 彦根北支店�
❻ 鳥居本支店�
❼ 秦荘支店
❽ 愛知川支店�
❾ ふれあい支店�

❿ 稲枝支店�
稲枝給油所 7:30 〜 19:30 無休

⓫ 多賀支店�

8:30 〜 16:00 土日祝
⓬ 大滝支店�
⓭ 甲良支店�
⓮ 河瀬亀山支店�
⓯ 豊郷支店�

本店・支店・事業所� 2019年4月1日現在

※支店併設ＡＴＭの稼働時間は、平日は8:45〜20:00、
　土日祝は9:00〜19:00です。

施設 営業時間 定休日

❶ 巴里屋キャッシュコーナー
8:45 〜 20:00
土日祝は

9:00 〜 19:00
無休

❷ フレンドマート彦根地蔵店
キャッシュコーナー 9:00 〜 21:00

❸ ビバシティ彦根キャッシュコーナー

❹ 彦根市立病院
キャッシュコーナー

9:00 〜 19:00
土は9:00〜 17:00 日祝

❺ 八木荘キャッシュコーナー 8:45 〜 20:00
土日祝は

9:00 〜 19:00

無休

❻ 豊国キャッシュコーナー

❼ フレンドマート稲枝店キャッシュコーナー 9:30 〜 21:00
❽ 葉枝見キャッシュコーナー

8:45 〜 20:00
土日祝は

9:00 〜 19:00

❾ 稲村キャッシュコーナー
❿ 甲良西キャッシュコーナー
⓫ 亀山キャッシュコーナー
⓬ 日枝キャッシュコーナー

店外ＡＴＭ
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直売所・葬祭・介護
施設 営業時間 定休日

❶ ファーマーズマーケット「美浜館」

9:00 〜 17:00 無休
❷ ファーマーズマーケット「やさいの里」
❸ ファーマーズマーケット「やさいの里二番館」
❹ ファーマーズマーケット「やさいの里あいしょう館」

❺
葬祭センター ( 自宅葬 )

8:30 〜 17:00 無休
虹のホール ” やわらぎ ” 愛荘
やわらぎサービスセンター

❻ 虹のホール ” やわらぎ ” 河瀬
❼ 虹のホール ” やわらぎ ” 稲枝

❽ 愛あいステーション 9:00 〜 17:00
日デイサービスセンター

8:30 〜 17:15❾ デイサービスセンターたかみや

※ゴールデンウイーク・お盆・年末年始等の営業案内はホームページ等で別途ご案内いたします。
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編集・発行／企画管理部

東びわこ農業協同組合

本　　店 TEL
監査室 28-7803
企画管理部

企画課 28-7801
リスク管理課 28-7802
くらしの活動課 28-7860

総務部
総務人事課 28-7800
事務管理課 28-7808

金融部
推進企画課 28-7810
資金運用課 28-7820
融資課 28-7812
共済査定課 28-7899
共済普及課 28-7830
共済保全課 28-7831

営農経済部
営農振興課 28-7851
販売施設課 28-7852
直売所統括課 28-7898
経済課 28-7862
葬祭課 42-8333
福祉課 28-7171

くらしのお手伝い TEL
介護

デイサービスセンター 28-7878
愛あいステーション 28-7171
デイサービスセンターたかみや 24-1177

賃貸住宅・駐車場
住宅相談センター 26-8808

相続
資産相続相談センター 26-8808

住宅ローン
ローンセンター 26-9101

Free 0120-68-9381
年金

年金相談センター 28-7810
旅行（外部）

㈱農協観光�彦根営業支店 25-4488
農業機械・ガス（外部）

ＪＡ全農しが�彦根農機センター 28-2227
ＪＡ全農しが�彦根ガス販売所 28-2266

お米
お米センター（精米） 35-5214

燃料
燃料・東部購買 35-4411
稲枝給油所 43-5921
愛知中部給油所（7月中旬閉鎖予定） 42-2291
全農 SS（7月中旬オープン予定）

　　　　　愛荘町愛知川 50-11
彦根南燃料配送所 28-9800

〒522-0223 滋賀県彦根市川瀬馬場町922番地1
TEL.（0749）28-7801　FAX.（0749）28-7888
HP／ http://www.east.jas.or.jp　MAIL／info@east.jas.or.jp

市外局番（0749） 2019年4月1日現在

万が一 TEL
自動車事故� Free 0120-25-8931
ガスのトラブル 28-2266

Free 0120-18-2571
葬祭� Free 0120-54-9312

ファーマーズマーケット TEL
ファーマーズマーケット「美浜館」 43-5692
ファーマーズマーケット「やさいの里」 28-1238
ファーマーズマーケット「やさいの里二番館」 27-7733
ファーマーズマーケット「やさいの里あいしょう館」 42-2700

葬祭ホール TEL
葬祭センター (自宅葬 ) 28-1234

Free 0120-54-9312
虹のホール ”やわらぎ ” 河瀬 28-4600

Free 0120-54-9312
虹のホール ”やわらぎ ” 愛荘 42-8333

Free 0120-54-9312
虹のホール ”やわらぎ ” 稲枝 43-7770

Free 0120-54-9312
やわらぎサービスセンター 42-7733

Free 0120-54-9312

営農センター TEL
彦根営農センター 28-9838
　彦根ライスセンター 28-1349
愛荘営農センター 42-2071
　愛知中部カントリー 42-4582
　愛知中部育苗センター 42-7606
稲枝営農センター 43-3720
　稲枝カントリー 43-2524
東部営農センター 35-2552
　厚生社カントリー 35-4352
　多賀ライスセンター 48-2364

農業生産法人 TEL
㈲ホープひこね（農業生産法人） 28-8100
㈲アグセス愛知（農業生産法人） 42-2072

支店 TEL
彦根中央支店 26-9100
彦根東支店 24-9600
彦根南支店 28-9800
彦根北支店 27-9700
鳥居本支店 22-5687
秦荘支店 37-2301
愛知川支店 42-2355
ふれあい支店 43-8000
稲枝支店 43-3221
多賀支店 48-1007
大滝支店 49-0334
甲良支店 38-2811
河瀬亀山支店 28-1235
豊郷支店 35-2551


