代表理事組合長
代表理事常務
常務理事
代表監事
常勤監事
上席理事

倉

忍

︵㈱アクティブ中央サービス 代表取締役社長︶

朝

２．事務リスク管理規程の一部改正について
関する規程」の改正について

１．仮決算結果について

名の出席で開催しました︒
上半期の財務状況を説明の後︑Ｊ
Ａ自己改革の取り組みについて丁寧
に説明されました︒〝大徳金時〟を
使った芋焼酎〝金澤犀華〟の発売や
各支店で開催した〝ふれあい朝市〟
の評判が良かったこと︑特に管内産
米の全量直接買入に努めていること
が委員から評価されました︒

１．仮決算連結財務諸表について
４．管理債権の状況と回収方針について

３．理事との契約について

４．貸出案件の審議について
各事業報告に続き、以上の事項が協議されました。

日︑尾山神社にて﹁２０１
収穫感謝祭﹂が
名の参加で行われました︒

しました︒

の収穫に感謝

て舞い︑一年

を稲穂に替え

も手にする榊

巫女の豊栄舞

この日は︑

者は順に玉串を奉奠︒

厳かに神事が執り行われた後︑参列

係者約

金沢市農業協同組合連絡協議会の関

７金沢農業まつり

月

金沢市農業まつり
収穫感謝祭

施に伴う特別金利対応について

３．管理債権の状況と回収方針について
２．「マイカー・教育ローン重点推進運動」の実

回事業運営懇談会を︑各支店

１．育児・介護休業法改正に伴う「育児休業等に

終了後開催した懇親会では︑出席

２．高額利用者に対する対応について
５．貸出案件の審議について

11

70

第８回理事会（10月24日）

者たちが歓談し︑にぎやかに親睦を
深めました︒

（カッコ内は８月末増減）

・正組合員
・准組合員
【平成29年11月末】

第９回理事会（11月15日）
３．出資の減口について

10

役職員一同

11月15日
ホテル日航金沢

の運営委員︑役職員あわせて１１７

第

第30回事業運営懇談会

第７回理事会（９月28日）

謹んで新 春の
お慶びを申し上げます

石川県・金沢市関係

2
3

沢市農業委員会委員等を歴任し、
河北潟干拓地と金沢市の水稲や
畑作物の栽培管理技術の改善に
より、収量及び品質の向上で経
営の安定化と発展に努めた。

平成三十年 元旦

農業関係各賞おめでとうございます

・出資金
1,058 百万円（0）
1,935 名（0） ・貯 金 107,364 百万円（+440）
2,577 名（+29） ・貸出金 64,303 百万円（-59）
・長期共済保有高 254,684 百万円 （+813）
朝倉上席理事

（10/14）

氏

小村 信一
（10/11）

朝倉

忍

氏

干拓地で施設栽培（トマト・ネ
ギ等）、背後地で水稲栽培する
複合経営を実践。特にトマトは
全量共販で出荷し「河北潟トマ
ト」のブランド化に寄与。現在、
施設園芸部会副部長として、強
いリーダーシップで干拓地農業
の推進に貢献した。

河北潟生産組合協議会会長、金

氏

覚

米山

石川県農林水産功労者功労者知事表彰
金沢市農林漁業功労者表彰

30

（10/29）

金沢中央農協の組合長として農
協経営の強化充実に尽力。また、
金沢市農業委員会会長などの重
責を担い、委員のまとめ役とし
て活動の円滑運営に尽力するな
ど、金沢市の農業振興と発展に
寄与した。

河北潟干拓地石川県知事表彰最優秀賞

あけましておめでとうございます︒組合員の皆様には︑
ご壮健で新年を迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます︒
旧年中は︑当ＪＡの諸事業に対し格別のご理解とご協力を賜り心よ
り厚く御礼申し上げます︒
我が国経済は︑長期にわたり回復期間が続いていますが︑消費者マ
インドの改善等には濃淡がみられます︒農業を取り巻く環境は依然と
して厳しく︑ＴＰＰは米国の離脱で暗礁に乗り上げたものの︑ＥＵと
の経済連携協定︵ＥＰＡ︶が妥結され酪農など国内農業への影響は避
けられません︒
ＪＡ自己改革についても早急な対応を求められています︒昨年︑当
ＪＡでは〝大徳金時〟を使った焼酎〝金澤犀華〟を発売した他︑全支
店で〝ふれあい朝市〟を開催し︑多くの生産者のご協力で大成功を収
めました︒また︑全職員が参加して野菜栽培を行い農業の体験にも努
めています︒
本年も当ＪＡは〝皆様の声〟
田 村 政 博
を真摯にお聞きし︑自己改革を
林
祐 一
進めてまいりますので︑変わら
吉 田 和 信
ぬご愛顧を賜りますようお願い
田 中 勝 治
申し上げます︒
中 川 芳 明

平成29年度

﹁大徳金時
︵さつまいも︶﹂
掘り！ 木曳野小学校
／６

爽やかな秋晴れの下︑木曳野小学校で〝大徳金時〟の収穫が行われ︑全校児童約

青壮年部と女性部
は加賀野菜の〝大徳
金時〟の収穫と調理
組

体験実習を行い︑今
年は緑小の親子
が参加した︒
北川博之さん︵桂
町︶が丹精込めて育
てた大崎地区のさつ
まいも畑で︑青壮年
部員が協力して芋掘
りを体験︒親子で初
めて行なう芋掘りに

﹁パパ！大っきいお芋みつけたよ〜﹂と黄色い声があ

がりました︒
収穫後︑金沢市農業センター加工調理実習館︵下安

原町︶に会場を移し︑女性部員と一緒に先程収穫した芋

を早速調理︒〝さつ

まいもカレー〟〝ス

イートポテト〟を全

員で味わいました︒
試食後は〝食〟と

〝農〟に関するクイ

ズも行われ︑〝大徳

金時〟の魅力満載の

親子で充実した体験

緑小学校と
緑中学校の生徒が
稲刈り！

﹁米づくり体験農園﹂

会になりました︒

万

稚日野地区で行われている︑田ん
ぼの学校〝米づくり体験農園〟で稲

無事に過ごせました︒恵那峡では水面に映える紅葉と奇岩を愛で︑

に贈呈いたしました︒地域の多世代住

ファミリー倶楽部︑おせっかい食堂︶

っ子niｋoniｋo倶楽部︑みどり

を管内のこども食堂3施設︵かなざわ

方の説明を受けた生徒達は︑泥だら

てきたもの︒加藤安子さんから刈り

産者の池田茂夫さん達が管理を行っ

に生徒達が田植えし︑二塚地区の生

た〝みどり米︵古代米︶〟は︑５月

刈りが行われました︒収穫をむかえ

お昼は松茸づくしの豪華料理に舌鼓︒午後からは情緒あふれる馬籠

民の交流をはかるこども食堂はいずれ

けになりながら慣れない手付きで収

っくりできた﹂等の声が聞かれました︒

参加者からは﹁日帰り旅行だと参加しやすい﹂﹁日常を忘れてゆ

・妻籠の両宿場町で買い物を楽しみました︒

も運営を全てボランティアで賄ってお

ました︒

ちつき〟や〝バザー〟で振る舞われ

穫に汗を流しました︒この日収穫し
金として寄付しました︒

お米合同寄贈式

り︑この贈呈を大変喜んでいただけま

月6日にもち米とうるち米

皆さんありがとうございました︒

2200円もの善意が集まりました︒

け合い募金﹂ですが︑今年度は

毎年ご協力いただいている﹁愛の助

年末恒例
☆愛の助け合い募金

大徳支店で展示

／

８００名がグラウンド裏の畑で汗を流しました︒さつまいも部会の稲本勝彦さん
︵桂町︶達の指導で２年生が６月に
植えた１０００本の苗は１００坪の
畑に見事に育ち︑今年は色も形も良
く〝大徳美人〟の豊作になりました︒
収穫した約１トンの〝大徳金時〟
は児童達が試食した後︑今年も東日
本大震災で被災した東北の小学校へ
も︑激励の気持ちを添えてプレゼン
トされました︒

﹁大徳金時ポスターコンクール﹂木曳野小学校
学校農園で収穫した〝大徳金時〟
をテーマにしたポスターコンクール
の表彰式が行われました︒この日は︑
さつまいも部会長の稲本勝彦さん
︵桂町︶と林常務が木曳野小学校を
名の入賞者に

訪れ︑﹁おめでとう！栽培もよく頑
張りましたね﹂と︑
賞状と副賞の〝大徳金時〟を手渡し
ました︒なお︑子供達の力作１２９
点は大徳支店に１月末まで展示を予
定しています︒

大徳金時 さつまいも収穫＆調理体験（緑小学校）10/28

たみどり米は︑今年も収穫祭の〝も

今回は

14

10／17

11
12
した︒また︑残額は東日本大震災義援

（かなざわっ子niｋoniｋo倶楽部にて）

エンジョイ！女性部
◆大型バス2台で大にぎわい！親睦旅行

名の参加者の日

月

Ｊ Ａ金沢中央女性部ではすべての部員を対象とした﹁日帰りバス
旅行︵中仙道の宿場町と恵那峡遊覧船・松茸会席御膳︶﹂を
日︵土︶に開催しました︒
出発の朝は暴風雨で天候が心配されましたが︑

11

頃の行いが良いおかげで︵笑︶︑旅行中は雨に降られることもなく

11

受賞者のみなさん

11

4
5

73

14
12

16

大 盛 況！“ ふ れ あ い フェ ス タ ２ ０ １ 7 ” 10／15
お楽しみ抽選会
山野金沢市長もご多忙中にも関
わらずお越しいただき、田村組合
長の案内で各コーナーをご覧いた
だいた後、“あったかうどん”をご
賞味いただきました。

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ふれあいフェスタ2017 を開催しました。今年は、特設ステージの進行をＭＲＯアナ
松村玲郎さんが務め、恒例の 和牛 大抽選会や「それいけ！アンパンマン ショー」が人
気を集めました。また、“大徳金時（さつまいも） を使った芋焼酎 金澤犀華 の発表会
と初出荷販売が行われました。

金澤犀華 発表・即売会

産直野菜コーナーでは、地物の野菜の他、JA能登わかば から直送の採れたて野菜も即売され全て完売！ 展示・模擬店コー
ナーでは、“大徳金時”“カレー”“焼きそば”“焼き鳥”等が並び、“カレー”と“うどん”の組み合わせが大好評！ なお、フェスタ模
擬店の売上金25万4,500円は、11/28に全額“北國愛のほほえみ基金”へ寄贈しました。ご来場有り難うございました。

7

6

第 回 フルムーン友の会

10

回目となったフルムーンの旅︒

今年は豪華客船〝コスタ・ネオロ

マンチカ〟で金沢港発着の境港・

名︑２

名の参加で開催しま

24

釜山港・博多港・舞鶴港を結ぶ豪

名の計

37

華クルーズ船の旅︒１班

班

ます。

した︒

水稲作付けが困難な農家支援として、農作業受託・耕作放棄地の保全作業に取り組んでい

13

10

旅行中に誕生日を迎
えた本田さん︵左︶

農地保全と多様な担い手への支援活動

船内では︑フランス料理のフル

新たな挑戦(
自己改革)
に取り組んでいます。

コースは勿論︑ピザも本格派︒参

ＪＡ金沢中央は、組合員に必要とされるＪＡ・地域に密着したＪＡを目指し、

加者には︑日本酒の大吟醸も人気

〝古都と城下町を巡る
麗しの日本海と釜山〟

でした︒

ＪＡ自己改革への挑戦

コスタ・ネオロマンチカで行く‼

金沢港の沖で遭遇しましたが〝コスタ・ネオロマンチカ〟はとにか
く大きい。全長221ｍですから、石川県庁（98ｍ）とホテル日航金
沢（130ｍ）を連結して海に浮かべたようなものでしょうか？
総トン数56,000ｔ、全長221m、最大幅31m、乗客定員1,800人、
乗組員数622人、客室789室（ホテル日航金沢は254室です）

多様な担い手ニーズに応えるため、今後更なる支援体制の整備・拡大を図ります。

目指せ〝パーフェクト！

営農指導体制の強化とライスセンターの有効活用

第１回ボーリング大会を西泉ジャンボボールにて行い

農作業栽培における相談・指導機能の強化として、職員に営農指導員資格の取得促進を図

ました。参加者１５名はプロ顔負けのフォームで２ゲー

っています。また、全職員が農業の大切さ、大変さを実感するため、全職員による野菜栽

ムを楽しみ、ストライクの度に大きな歓

培実習体験を行っています。

声が沸き、トータル３１６点で浦靖人さ
んが優勝しました。表彰式の後、懇親会

全支店において野菜栽培講習会を実施するとともに、病害虫や適応農薬などがすぐわかる

で交流を深めました。

タブレット端末の導入等により、営農指導の充実を図っています。

強盗・特殊詐欺︵おれおれ︶を防げ！

／６︶で実施︑金沢

12

当ＪＡでは︑皆様に金融機関として安心してご利用いただ

︶と三馬支店︵

22

くため︑強盗・特殊詐欺防止の訓練を毎年行っています︒今

11

／

30

名が緊急時の対応を学びました︒

強盗訓練に続き︑巧妙化す

る特殊詐欺︵おれおれ︶詐欺

被害防止訓練を行い︑警察か

らのアンケートを用いたロー

9

アンケートを用いた詐欺防止訓練
三馬支店（12/6）

ルプレイングで習得しました︒

追伸．本年３月までに、当ＪＡでは１,４００名の
組合員の方を対象に、「ＪＡの自己改革に関する
組合員アンケート」を実施いたしますので、ご協
力をお願いいたします。

最後に︑警察署から﹁金融機

利益還元に努めます。

関は詐欺犯罪の水際です︒被

管内産米の全量直接買入に努め、今後も更なる生産者への

害者を減らすために是非ご協

ました。

力ください﹂と修了証書が手

渡されました︒

大徳金時を使用した焼酎『金澤犀華』の製造・販売を始め

年は鞍月支店︵

ふれあい朝市を開設し、管内農産物の直売を始めました。

東・中警察と共同で職員約

ＪＡ直売を通じた農産物の有利販売

﹁騒ぐな〜っ︑静かにしろ！﹂ 拳銃を手にした犯人が現れ

ふれあい朝市

ると︑店内に一気に緊張が走りました︒事件に遭遇した時の

拳銃強盗の防犯訓練
鞍月支店（11/22）

新ライスセンターの増設により、既存センターとの有効利用

ポイントとして︑﹁犯人を落ち着かせる﹂﹁身の安全﹂﹁迅速

応を実施しています。

に通報﹂等警察から助言がありました︒

省力化・増収・刈取遅延対策の推進として、殺虫や追肥指導を圃場巡回による個別相談対

・効率運用を図り、利用促進を図っています。

11／23

8

■皆さまの声を私たちにお届けください■
【理事に関する情報窓口】
当ＪＡの理事の組合経営について、気になる行為や不適正な行為、法令もしくは定款に違反を疑
わせる行為など、見たり聞いたりした事柄がありましたら、お電話または封書にて下記宛ご連絡く
ださいますようお願い致します。
〒921-8011 金沢市入江1丁目1番地
ＪＡ金沢中央 監事室 受付監事 常勤監事 中川芳明 宛
TEL 076-291-5969（直通）
※ご好意による情報提供であっても、誹謗、中傷に類似する内容のものは受付いたしませんの
で、予めご了解ください。
※ご提供いただきました情報の内容、ご提供者名等につきましては、個人情報保護法、当組合
の規程、要領に基づき厳重に管理するとともに、秘密を厳守いたします。
ＪＡ金沢中央 監事会 代表監事 田中勝治 常勤監事 中川芳明

【一般苦情相談窓口】
当ＪＡのお取引に関してお気づきの点、またご不満等を以下の窓口でお伺い致しています。
金沢市入江1丁目1番地 ＪＡ金沢中央 総務部総務課 TEL 076-291-5000 FAX 076-291-4111

平成２９年分

金沢税務署からのお知らせ

所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の確定申告

【申告書提出期限と納期限・振替日】

納付は、安全確実な振替納税が大変便利です。

申告書の提出期限
所得税及び復興特別所得税

３月15日（木）

消費税及び地方消費税
贈

与

税

納

期

限

振

替

日

（納付書で納付する場合） （振替納税の場合）

３月15日（木）

４月20日（金）

４月２日（月）

４月２日（月）

４月25日（水）

３月15日（木）

３月15日（木）

※確定申告をする必要のある方が期限内に申告・納税をしなかった場合、後で不足の税金を納め
ていただくだけでなく、加算税や延滞税を納めていただく場合がありますのでご注意ください。
※マイナンバーの記載にご注意ください。

【確定申告会場のお知らせ】
平成29年分の確定申告会場の開設日は、平成30年２月16日（金）です。
申告会場：金沢駅西合同庁舎３階
開設期間：２月16日（金）〜３月15日（木）
受付時間：午前９時〜午後４時
※土曜日、日曜日、祝日を除きます。ただし、２月18日（日）及び２月25日（日）に限り、確定
申告の相談・申告書の収受を行います。
※駐車場及び周辺道路は大変混雑します。公共交通機関のご利用をお願いいたします。

【申告書の作成は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で！】
詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご覧ください。
発行 ＪＡ金沢中央
〒921-8011 金沢市入江１丁目１番地 ☎
（076）
2915000／FAX（076）2914111
http://www.is-ja.jp/c-kanazawa / E-mail:soumu@c-kanazawa.is-ja.jp
編集：総務部 印刷：株式会社 キタガワ印刷
11

株式会社 アクティブ中央サービス
■活 動 報 告■
当社では、組合員の皆様に不動産や相続に関する知識を深めていただくために、『アクティ

ブ倶楽部』を発足し、今年度は「売買」「賃貸」「相続」「相続対策」をテーマとして全４回
の勉強会を開催しました。

講師は当社社員、平野税理士法人の梅谷税理士が務めました。

【各回の講師と講義テーマ】
第１回 平成２９年５月２５日
講師：松田泰尚（㈱アクティブ中央サービス）
「その不動産売買大丈夫ですか？
−実例から学ぶ取引の注意点−」
第２回 平成２９年７月２７日
講師：鵜飼健司（㈱アクティブ中央サービス）
「土地活用と節税（賃貸編）」
第３回 平成２９年１０月２６日
講師：皆川伸行（㈱アクティブ中央サービス）
「相続の前にしておきたいこと」
第４回 平成２９年１２月２１日
講師：梅谷慎司税理士（平野税理士法人）
「相続対策について」
当社として初めての試みということもあり戸惑う

部分もありましたが、会員の皆様には熱心に耳を傾
けていただき、不動産、相続や税金に関することを
学んでいただきました。

少人数制ということもあり、アットホームな雰囲気で、講義後の時間には会員の皆様と当社

社員でお話しする等、親睦を深めることもできて、良かったと思います。

本格芋焼酎〝金澤犀華〟
加賀百万石の歴史と、華やかな文化が育んだ豊かな大地金沢西部の砂丘地で育つ、
さつまいも〝大徳金時〟を贅沢に使用したまろやかな風味の芋焼酎です。
加賀野菜〝大徳金時〟と、芙蓉酒造組合の匠の技が織りなす風味をぜひご賞味下さい。
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