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ガス住宅課から TEL 72-3304 ウィル給油所から TEL 73-9626
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融資課 ローンセンターから TEL 73-9629

3

協力金交付対象の受付期間は
8月末日までとします。

経営転換協力金

経営転換協力金

8

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

期間中毎週抽選!! Ｗチャンス!!

5,000円相当の
しまね和牛(焼肉)

をプレゼント!!

10,000円相当の
しまね和牛(ステーキ肉)

をプレゼント!!

抽選で毎週2
に く

9名様(計261名様)に 抽選で2
に く

9名様に

JAバンクは、どなたでもご利用いただけます。くわしくはお近くのJA窓口までお問合わせください。

期間中、定期貯金を新規でご契約いただいた方へ

3,500 !!

期間中、定期貯金（30万円以上）を
新規または、増額でご契約いただいた方

100万円以上
新規または、増額でご契約いただいた方

キャンペーン期間

６月１日㈪▶７月31日㈮
2020年

合計で2
に く 王

90名様に当たります！！
※写真はイメージです。
※品切れの場合は他の粗品に代えさせていただきます。

対象商品／30万円以上新規または、30万円以上増額でご契約いただいた方（期間１年以上）
Ｗチャンス
100万円以上新規または、100万円以上増額でご契約いただいた方（期間１年以上）
※上乗せ金利の適用があるものを除きます。※窓口でお預け入れいただいたものに限ります。

応募対象者／期間中、定期貯金を新規（または増額）で30万円以上契約された個人の方。
Ｗチャンス
期間中、定期貯金を新規（または増額）で100万円以上契約された個人の方。

賞品内容／期間中、毎週抽選で29名様に5,000円相当の「しまね和牛（焼肉）」をプレ
ゼント（全９回抽選）。
Ｗチャンス
100万円以上の契約をいただいた方の中から29名様にWチャンスとして、10,000円
相当の「しまね和牛（ステーキ肉）」をプレゼント（キャンペーン終了後１回抽選）

応募方法／対象商品ご契約額30万円につき抽選権を１口お付けします。
Ｗチャンス
対象商品ご契約額100万円につき抽選権を１口お付けします。

抽選について／契約日の翌週の抽選日まで有効となりますが、１口につき、１回限りとなります。
複数ご応募された場合、期間中の当選は１回限りとなります。
Ｗチャンス
キャンペーン終了後、抽選いたします。

抽選権の失効／抽選日の前日までに懸賞対象商品が中途解約されていた場合、懸賞抽選権は無効と
なります。

抽選・当選発表／期間中、毎週月曜日に抽選を行います。ご当選された方に対し、当選通知をお送
りします。賞品は随時発送させていただきます。

個人情報の取扱／取得したお客様の個人情報は賞品の抽選・発送のためにのみ使用します。

懸賞概要

JAしまね

う
よ
べ
食
て
て
当

斐川地区本部　ローンセンター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tel ７３－９６２９
・・・・・・・・・・・・・・・・・・Fax ７２－１４８５

開催時間

開催場所

9：00～12：009：00～12：00

6月の
相談会は6/27(土)6/27(土) です。です。

☆「平日は忙しくて相談にいけない」　という皆様のマイホームの新築・購入・リフォーム
資金等様々なご要望にしっかりお応えいたします。　

☆ご予約なしでもご相談できますが、事前にご予約いただきますと、ご希望のお時間に
ご相談をお受けすることができます。
☆ＪＡでは「子育て応援宣言」と題して、子育てしやすい環境づくりへの貢献を目指し、
子育てをがんばる皆様を全力で応援します。　
☆お得な特典をとりそろえておりますのでぜひＪＡへご相談ください。
☆相談はもちろん無料です！　皆様のご来場をお待ちしております！！ 

休日ローン相談会開催!!

○ご来場いただいた方には、オリジナルグッズをプレゼント！
○ＪＡとお取引のない方も、お気軽にご来場ください！
※ローンのご利用は、当ＪＡ所定の資格・要件を満たす方となります。
※ローン商品及び金利についての詳しい内容については、店頭または　
　ＪＡホームページ（https://jabank.ja-shimane.jp/)に説明書をご用意しております。
相談会に関するお問い合わせは、ローンセンター（☎73-9629）までご連絡ください。

家を建てたいんだけど住宅ローンにつ
いて何も分からない・・・。みんなどう
やって家を建てているのかな？！ 

いま、JA以外で借りている住宅ローン
の借換について聞きたいんだけど、
どこで聞けばいいんだろう？

ＪＡでは、「子育て応援宣言」をし
たらしいよ！！特典がいっぱいあ
るみたい！特典項目が追加にな
ったみたいよ！！

金利で返済額はどのくら
い違うの？

ＪＡしまね 斐川地区本部

まずはJAに行って聞いてみよう！

斐川地区本部のページ 斐川地区本部のページ
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自動車整備工場から TEL 73-9627今月の特選車今月の特選車

車両本体価格 450,000円  （税込）（諸費用別）

初度登録　平成20年3月
走行キロ　96,856ｋｍ
車 体 色　ホワイト
ミッション　5MT
4ＷＤ  エアコン  パワステ  ラジオ

キャリィトラックスズキ

車検整備付

担当　山根、 中浜、青木

共済課から TEL 73-9612

 

 
【20320320125】   

グリーンセンターから TEL 73-9070

総務課から TEL 73－9603

令和2年 6月23日（火）14：00～令和2年 6月23日（火）14：00～と  き

・出荷者協議会の会員になるためには
・活動内容についての説明
・出荷者協議会の会員になるためには
・活動内容についての説明

※会員資格は男女問いません※会員資格は男女問いません

内  容

JAしまね斐川地区本部 営農総合センターJAしまね斐川地区本部 営農総合センターところ

皆
さ
ん
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
!!

野菜等出荷者協議会新規会員説明会野菜等出荷者協議会新規会員説明会

ご自宅でできた自慢の野菜・花・果物などを、
自分のペースで出したい時に出しながら、仲間と
楽しく元気に活動しています！

斐川地区本部運営委員会情報斐川地区本部運営委員会情報 6月8日開催

報告事項
（１）令和元年産米販売進度について
（２）貯金・貸出金実績について（令和２年５月末）
（３）第３期総代選挙の実施及び総代・ＪＡ協力員合同会の開催について
（４）第６回通常総代会資料及び斐川地区本部補足版について

斐川地区本部のページ 斐川地区本部のページ
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