ＪＡ柏崎本店

（８）休日・休暇
②休暇／年次有給休暇制度、特別休暇制度、育児・介護休業制度
子の看護休暇、夏季休暇、お盆休暇
※勤務割表による交代勤務がある部署の場合も年間所定労働時間は同じ
❾勤務場所／柏崎市、刈羽村、長岡市小国町管内の事業所
❿採用時期／平成３１年４月

平成３１年度 新規学卒等職員募集に伴い、当ＪＡでは
『就職説明会』
を開催します。
説明会では、当組合の事業内容・特徴、仕事の内容、募集要領等を説明し、
皆様からの質問にお答えします。興味のある方、
ＪＡ柏崎を知りたい方、ぜひ会場にお越しください。

ＪＡ柏崎就職説明会（職場見学会や先輩職員との座談会を予定しています）
会場

３月１９日
（月）
１３
：００開始〜１６
：００終了予定
ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
※１２：３０開場
ｗｅｂサイト
「マイナビ」もしくは「ＪＡグループ新潟」のホームページから
お申し込みができます。

開催日
３月２９日
（木） ９
：
３０〜１２
：
００
（予定）
４月１２日
（木） ９
：
３０〜１２
：
００
（予定）

会場
ＪＡ柏崎本店

ｗｅｂサイト
「にいがた就職応援団ナビ2019」の
JA柏崎（柏崎農業協同組合）ページからお申し込みできます。

柏崎農業協同組合 本店 管理部 人事課（採用担当） 〒945‐0055 柏崎市駅前１丁目３番２２号 ℡.0257-21-1000

Ｅｍａ
ｉ
ｌアドレス ｋａｎｒ
ｉ
ｂｕ＠ｊ
ａ
‐
ｋａｓ
ｉｗａｚａｋ
ｉ．
ｏｒｊ
．
ｐ Ｅｍａ
ｉ
ｌの場合は、お名前、参加したい日、日中連絡のつく連絡先を明記ください。

卒業シーズンを迎えました。新社会人となる皆さんにおかれましては、これまでの成長に感謝しながら、
４月からの新しい生活に備えていただきたいと
思っております。
さて、
２月中旬からの集落座談会には、各会場とも、多くの皆さまからお越しいただき、誠にありがとうございました。貴重な意見をいただき、今後の業務に
活かしてまいります。
お困りのことがございましたら、職員にお気軽にお声を掛けてください。

うお座

2/19〜3/20

第１１回理事会報告
平成３０年１月２６日（金） 本店

柏崎農業協同組合 本店 管理部 人事課（採用担当） 〒945‐0055 柏崎市駅前１丁目３番２２号 ℡.0257-21-1000

新潟県ＪＡ合同就職説明会（ＪＡ新潟中央会主催）
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営農経済担当常務理事

会場 パストラル長岡
（ＪＡ越後ながおか本店）

3月のあなたの運勢

ＪＡ柏崎

該当者に通知

編集
後記

利昭

（火）
９：００〜１２：４５
日時 平成３０年５月８日

お問い合わせ先

（農産物直売所、
デイサービスセンター）
①休日／日曜日、祝日、年末年始、第２、第４土曜日及びその他１回の土曜日

面 接

文 テーマ：当日指定 ８００字以内 時間：６０分

開催日

Ｖｏ
ｌ．
12

力間

第２次試験

能力試験：言語理解、計数理解 時間：８０分

就職説明会情報

常勤役員コラム

﹁三方よし﹂に学ぶ

※部署により勤務割表による時差出勤、
ローテーション勤務あり

内容 適性検査 時間：４０分

提出先（お問い合わせ先）

先日︑大学教授の講演で良い話を聞くことができました︒

（７）勤務時間／一般業務 ８：３０〜１７：
００
（土曜日 ８：３０〜１２：
００）

❻採用試験内容及び実施日

作

ＪＡ柏崎

（６）社会保険／健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金など

❺書類提出先／下記「提出先」への郵送または持参によります

区分 第１次試験
（JA職員県下統一採用試験）

それは︑今の時代に必要なことは︑
﹁三方よし﹂の精神であり︑ただ儲けること

③成績証明書

だけを優先している商売は発展しないという教えです︒

給／年１回（４月）

（５）退 職 金／規程に基づき支給

教授は︑講演の中で︑

（４）昇

②卒業見込証明書又は卒業証明書

８０

﹁三方よし﹂とは︑近江商人︵滋賀県出身商人︶
の活動理念といわれる﹁売り手

当／職能資格手当、職位手当、特殊手当、家族手当、通勤手当

良し﹂
﹁買い手良し﹂
﹁世間良し﹂の３つの﹁良﹂のことで︑売り手と買い手がとも

（３）手

①履歴書（写真貼付）現住所の他に帰省先の住所・電話番号も記載

に満足し︑また︑社会貢献も出来ることが良い商売である

❹提出書類／

６０

されていました︒

与／年２回（６月・１２月）事業実績により年度末手当有り

３００

と話されました︒そして︑行き過ぎた自由貿易路線について︑次のように懸念を示

（２）賞

たい﹂という消費者の思いがあります︒また︑
スイスでは︑国産の卵が一つ 〜 円

短大卒・専門学校卒 １６０，
４４０円

❸応募受付期間／平成３０年４月９日
（月）
〜４月２６日
（木）必着

カナダの牛乳は︑１ℓ 円で日本より大幅に高いが︑消費者はそれに不満はな
い︒そこには﹁アメリカ産の成長ホルモン入り牛乳は不安だから︑カナダ産を支え

（１）初 任 給／大学卒 １７４，
５６０円

又は平成３０年３月に卒業した者

もする︒輸入品の何倍もするのに︑国産の卵の方が売れている実態があるそうで︑

❽勤務条件（平成３０年２月現在）

❷応募資格／大学・短大・専門学校を平成３１年３月卒業見込みの者

生活も支えられ︑おかげで私たちの生活も成り立つのだから当たり前でしょう﹂

❼試験実施通知／当ＪＡから直接応募者本人に通知します

総合職

（総合農協としての事務及び営業等の業務全般）

その卵を買っていた女子学生に聞いてみたら︑
﹁これを買うことで農家の皆さんの

❶採用人数及び職種／１０名程度

と答えたという︒いま︑私たちがすすめている﹁地産地消﹂に近いものがあると思

ＪＡ柏崎 新規学卒等 職員募集について

いますが︑昔から︑自動車などを輸出するために農業が犠牲になっている︒その代

【松岡】本店共済課の松岡正幸です。昨年７月に入組したばかりで、
まだまだ勉強中
の身ですが、一歩一歩精進していこうと思います。地域の皆様と接する機会が少な
いですが、農協祭や地域のイベントなどでお会いした際はお声掛け下さい。よろしく
お願いいたします。
【青木】本店共済課の青木優子です。
ＪＡに勤めて半年が経ちました。仕事は分からな
い事が多いですが、
まわりの先輩方が丁寧に教えて下さり、少しずつではありますが
出来る事が増えてきました。今後は、組合員の皆様のお役に立てるように精進したい
と思います。

償︵補助︶
が他国に比べ低い︒

平成３１年度

優子担当）

我が国は︑ＴＰＰや日欧ＥＰＡなど自由貿易をすすめている中で︑米をはじめ

写真左より 松岡正幸担当、青木優子担当

正幸担当・青木

感じ︑農家がいきいきと農産物の生産を行い︑
それを国民が食する︒そうしたこと

（松岡

共済課

とする食糧自給率が低いという状況にあります︒国民全体が︑食と農の大切さを

金融共済部

21

vol.

ができる国を目指してほしいものです︒

Ｊ A 柏 崎 職 場 訪 問

モナ・カサンドラ

【全体運】やりたいことを実行に移すチャンス。何事も前向きにやってみましょう。過去に駄目だったこともリベンジ可能
【健康運】食べ過ぎに注意。腹八分目の徹底を 【幸運を呼ぶ食べ物】イイダコ

第８回経営管理委員会報告

大会議室

１号議案／平成３０年度事業計画について
（経営管理委員会付議）
２号議案／平成３０年度取扱計画・収支予算について（経営管理委員会付議）
３号議案／平成３０年４月ＪＡ柏崎機構改革について（経営管理委員会付議）
４号議案／平成３０年集落座談会提案事項について（経営管理委員会付議）
５号議案／「総代選挙規程第６条選挙管理者・投票管理者・開票管理者
並びに同規程第１１条選挙立会人及び開票立会人の指名について」
及び総代改選に伴うスケジュールについて（経営管理委員会付議）
第 6号議案／ＪＡ柏崎イメージキャラクター決定について（経営管理委員会付議）
第 7号議案／総合ポイント制度リニューアルについて（経営管理委員会付議）
第 8号議案／平成３０年度運用状況の有効性評価・監査基本計画書について
第 9号議案／特定信用事業電子決済等代行業に係る農協法改正をふまえた
「ＦｉｎＴｅｃｈ企業等との連携及び協働に係る方針」の決定について
（経営管理委員会付議）
第10号議案／「顧客本位の業務運営に関する原則」への対応に伴う
「お客
さま本位の業務運営に関する方針」の決定について（経営
管理委員会付議）
第11号議案／平成３０年４月実施予定の共済証書貸付制度の見直しに伴
う
「共済事業の共同実施に関する契約書」の改定について
（経営管理委員会付議
第12号議案／経営管理委員への貸出について
（経営管理委員会付議）
第13号議案／平成３０年度賦課金、賦課方法、徴収時期及び徴収方法の
決定について
（総代会付議）
第14号議案／平成３０年度各種手数料及び利用料金について
（経営管理
委員会付議）
第15号議案／平成３０年度ＪＡ柏崎「売れる米づくり基金」運営について
（経営管理委員会付議）
第16号議案／平成３０年産米市町村別生産数量目標等配分について
（経
営管理委員会付議）
第17号議案／定款第６５条１項９号に定める
「不良債権」の処理方針につ
いて
第18号議案／出資口数の減口について
第19号議案／固定資産の取得について

平成３０年１月３１日（水） 本店
第
第
第
第
第

１号議案／平成３０年度事業計画について
２号議案／平成３０年度取扱計画・収支予算について
３号議案／平成３０年４月ＪＡ柏崎機構改革について
４号議案／平成３０年集落座談会提案事項について
５号議案／「総代選挙規程第６条選挙管理者・投票管理者・開票管理並
びに同規程第１１条選挙立会人及び開票立会人の指名に
ついて」及び総代改選に伴うスケジュールについて
第 6号議案／ＪＡ柏崎イメージキャラクター決定について
第 7号議案／総合ポイント制度リニューアルについて
第 8号議案／特定信用事業電子決済等代行業に係る農協法改正をふまえた
「ＦｉｎＴｅｃｈ企業等との連携及び協働に係る方針」の決定について
第 9号議案／「顧客本位の業務運営に関する原則」への対応に伴う
「お客さま本位の業務運営に関する方針」の決定について
第10号議案／平成３０年４月実施予定の共済証書貸付制度の見直しに
伴う
「共済事業の共同実施に関する契約書」の改定について
第11号議案／経営管理委員への貸出について
第12号議案／平成３０年度賦課金、賦課方法、徴収時期及び徴収方法の
決定について
（総代会付議）
第13号議案／平成３０年度各種手数料及び利用料金について
第14号議案／平成３０年度ＪＡ柏崎「売れる米づくり基金」運営について
第15号議案／平成３０年産米市町村別生産数量目標等配分について

第
第
第
第
第

以上原案どおり承認されました。この他、報告事項として６２件の報告を行いました。

以上原案どおり承認されました。この他、報告事項として６４件の報告を行いました。

組合員の皆さまへ

組合員の資格が変更となった場合は届出をいただくこととなっ
ています。詳しくは、
最寄りの支店にお問い合わせください。

わ たしたちの J A

平成３０年１月３１日現在

組合員数の推移

1月３１日現在 H29年２月末からの増減
正組合員数

8,080

准組合員数 11,570
合

3 月のあなたの運勢

大会議室

計 19,650

35億4,339万円
─ 62 ●出 資 金
●貯
金
1,343億4,544万円
161
●貸 出 金
278億1,961万円
99 ●長期共済保障保有高 5,167億7,372万円

モナ・カサンドラ

みずがめ座 【全体運】ゆったり構えることで、保留になっていた事柄にうれしい展開が訪れるはず。焦らず、堅実な行動が必要

1/20〜2/18

【健康運】姿勢を正してみて。体に良い影響あり 【幸運を呼ぶ食べ物】
ミツバ
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