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　ＪＡ内浦町、ＪＡすずし、ＪＡおおぞらの７農機センターを統合した

「能登北部ＪＡ農機センター」が令和４年１月４日（火）
にいよいよ稼働します！
　能登北部地区における農機事業の核として農家・組合員の皆さまのご要望

に沿えるよう努めて参りますので、よろしくお願いいたします。



ででききごごと、と、ア･ラ
･カ･ル･ト

　11月27日（土）輪島市三井町洲衛で、ＪＡ内浦町、
ＪＡすずし、ＪＡおおぞらの７農機センタ－と全農石川
が運営する「能登北部ＪＡ農機センタ－」の竣工式が開
催されました。
　式には、輪島市長、穴水町長をはじめ、西沢ＪＡ県中
央会会長ら関係者が出席し、完成を祝いました。

能登北部ＪＡ農機センタ－竣工式能登北部ＪＡ農機センタ－竣工式

ＪＡ内浦町農機センターについてＪＡ内浦町農機センターについて

整備作業所整備作業所

営業時間 （平日）８時30分～17時
定 休 日   土・日・祝

※なお農繁期は、土日祝日も営業します。
 

住所：輪島市三井町洲衛へ1-1
TEL:0768-26-1008　FAX:0768-26-1009

　令和４年１月４日（火）から「能登北部ＪＡ農機センター」のサブセンターとして、これまでど
おり営業いたします。また、管内には、農機サ－ビスカーも巡回することとなり、組合員の皆さま
のご要望に沿えるよう努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

� ＴＥＬ　０７６８－７２－２１２２
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　能登原木しいたけ「のと115」の特秀品「のとてま
り」の初せりが12月18日（土）金沢市中央卸売市場で
あり、ＪＡ内浦町からも生産者が参加しました。
　プレミアム1箱26万円（６玉入り）、
1玉あたり過去最高の43,300円を記録
しました。
　3月末まで出荷が続き、生産者のみな
さんの意欲に弾みをつけました。

ででききごごと、と、ア･ラ
･カ･ル･ト

「のとてまり」初せり

　９月21日（火）コロナ禍の中、例年の保護者
参加をとりやめ、5年生児童15人とＪＡ職員と
で稲刈りをしました。
　初めて鎌を手にする子も多く、楽しい！面白
い！とにぎやかに作業が進みました。途中から
ＪＡ内浦町のコンバインが登場し、子供たちは
初めて見る機械の稲刈りも体験しました。

松小　学校田稲刈り

　ＪＡ内浦町女性部は、「愛の助け合い運動」に取り組
んでおり、12月９日（木）特別養護老人ホ－ム第二長
寿園を訪れました。表美紀子部長は「コロナに負けず、
年末年始を無事にお過ごしください。」と、もち米60㎏
を贈りました。
　橋本淳施設長からは、「29日のホ－ムの餅つき大会に
使わせていただきます。」と挨拶されました。

ＪＡ内浦町女性部　“愛の助け合い運動”

　12月11日（土）講師に畑下一良さん（秋吉）を招
き、松波公民館調理室でかぶら寿司づくりに挑戦しま
した。
　下漬けしたかぶらに鰤の切り身をはさみ、人参、ゆ
ず、唐辛子、昆布を交互に重ね、麹に漬け込みます。
おせち料理の一品に手作りのかぶら寿司をレパ－トリ
－に増やせると、女性部のみなさんは真剣に取り組ん
でいました。

ＪＡ内浦町女性部　かぶら寿司づくりに挑戦
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　12月18日（土）より直売所おくのといちの
店頭に並ぶ「お正月用丸餅」づくりに加工部
員は朝から大忙しです。お正月用丸餅をはじ
め、斗棒餅、昆布巻、お赤飯、おはぎなど今
年もお客様に喜んでいただけるよう全員力を
合わせて頑張ります！

　今年は不作では？と心配された“内浦産松
茸”でしたが、徐々に盛り上がりをみせ、11
月初旬まで出荷され、店頭を賑わせていまし
た。また、ふるさと納税の一品としても人気
を高め、大変喜ばれました。
　ＪＡ内浦町では、これからも機会を捉え内
浦の特産品や特産加工品等どんどん取り上げ、
皆様の要望に応えるよう頑張りたいと思います。

もちづくり最盛期 ふるさと納税にも大人気
“内浦産松茸”

◆ 営農経済課だより ◆

春
山菜、スナップエンドウ、

玉ねぎ、カラーじゃがいも
　　　　　　　　　   など

夏
ズッキーニ、パプリカ、

オクラ、ナス、みょうが
　　　　　　　　　   など

秋
栗、ぎんなん、原木しいたけ、

春菊、サトイモ など

冬
七草セット、カリフラワー、

カラーにんじん、紅心大根
　　　　　　　　　 　　など

顔の見える能登の食材に

農産物を出荷してみませんか？
　顔の見える能登の食材（通称：顔見え）は、能登の多彩な食材を金沢の市場に出荷

する取り組みです。

　いつでも始められて、１箱からでも出荷できる『顔見え』に参加して、あなたの育てた

自慢の農産物を金沢のお客さんへ届けましょう！

～こんな作物が出荷されています（季節ごとの一例）～
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第５回理事会� ４月23日㈮�開催
【審議事項】� 全議案承認
第１号議案　令和２年度デイスクロ誌の提出について
第２号議案　�働き方改革関連法（同一労働同一賃金

ルール）の施行に伴う就業規則等の改正
について

第６回理事会� ６月16日㈬�開催
【審議事項】
第１号議案　職務権限表の一部変更について� 承認
第２号議案　購買代金決済要領の一部改正について�承認
第３号議案　�令和３年産出荷契約米のＪＡ販売手数料

及び事務費と生産者仮渡金にかかる留保
額の設定について� 承認

第４号議案　信用手数料徴収規程の一部改正について
� 承認
第５号議案　�ＪＡバンク基本方針における「事業再編

選択ＪＡ」の対応について� 継続

第７回理事会� ７月28日㈬�開催
【審議事項】� 全議案承認
第１号議案　�職員給与規程における別表の一部変更に

ついて
第２号議案　信用手数料徴収規程の一部改正について
第３号議案　�令和２年産出荷契約の米穀共同計算につ

いて
第４号議案　�令和３年産米穀共同計算にかかる委託契

約内容について
第５号議案　事業再編選択ＪＡの対応について

理 事 会 だ
よ り

第８回理事会� ９月22日㈬�開催
【審議事項】� 全議案承認
第１号議案　石川県常例検査回答について
第２号議案　内部統制システム基本方針の制定について
第３号議案　総合リスク管理規程の制定について
第４号議案　職務権限表の変更について
第５号議案　令和３年度ＪＡ米仮渡金設定について

第９回理事会� 11月15日㈪�開催
【審議事項】� 全議案承認
第１号議案　経理規程の一部改正について
第２号議案　�パワーハラスメント防止に伴う就業規則

等の改正について
第３号議案　�職員給与規程における別表の一部変更に

ついて
第４号議案　出資の減口について

第10回理事会� 12月14日㈫�開催
【審議事項】
第１号議案　�令和３年度事業実績見込と令和４年度事

業計画について� 継続
第２号議案　中期３カ年計画について� 継続
第３号議案　�職制規程組織図（別表Ⅰ）の一部変更に

ついて� 承認
第４号議案　�職員給与規程における別表の一部変更に

ついて� 承認
第５号議案　令和４年度��内部監査計画について� 承認
第６号議案　�令和４年度��コンプライアンス・プログラ

ムの策定について� 承認

　2022年　明けましておめでとうございます。
　昨年もコロナ禍が続き、皆様には大変ご迷惑をおかけしま
した。
　マスク生活が日常となり、毎日の検温、うがい手洗い励行
でこの冬もインフルエンザ対策万全！　健康で明るい一年と
なりますよう心からお祈りいたします。そして、今年もＪＡ
職員一同、一丸となって地域の皆様とともに頑張りたいと思
います。� （編集者Ｓ）

－ お 詫 び －

VOL.13で大募集いたしました“食と農フォ

トコンテスト”でしたが、参加者少数のため

中止となりましたことを紙面をお借りし、深

くお詫びいたします。

本当に申し訳ございませんでした。参加いた

だいた方、ありがとうございました。

編 集 後 記

ご葬儀は安心と信頼のＪＡへご葬儀は安心と信頼のＪＡへ
☎０７６８－７２－２４２４

ＪＡ内浦町葬祭センター
（年中無休・24 時間電話受付）

ＪＡ内浦町各事業所等営業日・営業時間

12月29（水）12月30（木）12月31（金）
令和４年　　
1月1日（土） １月２日（日）１月３日（月）１月４日（火）１月５日（水）

本 所 8:30～17:00 休　　業 8:30～17:00

宮 崎 店 8:00～17:00 休　　業 8:00～17:00

おくのといち 8:30～17:30 8:30～15:00 休　　業 8:30～17:30

Ａ コ ー プ 9:30～19:00 9:30～17:00 休　　業 9:30～19:00

給 油 所 7:30～18:30 7:30～16:00 休　　業 8:30～
16:00 7:30～18:30

農機センター 8:30～17:00 休　　業 8:30～17:00

A T M 通常稼働（8:00～19:00）※漁業協同組合のキャッシュカードは1月1日～1月3日迄ご利用いただけません
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