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謹賀新年

ＪＡ内浦町女性部は、12月10日(土)内浦スポ－ツ研修センタ
－の多目的ホ－ルで、「お正月の寄せ植え教室」を開催しまし
た。講師の、出島園芸の干場章子さんの指導で、参加した18名
はセンスよく、葉ボタン、ガ－デンシクラメン、ビオラなど７
種類の花苗を配置して素敵な寄せ植えを完成させました。
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できごと、ア・ラ・
カ・ル・トア ラ カ ル トできごと、ア・ラ・
カ・ル・トア ラ カ ル ト

秋晴れとなった11月６日
(日)、内浦総合運動公園内特設
会場では、町内外から秋の味
覚を求める大勢の来場者で賑
わいました。当ＪＡも３年ぶ
りのイベント参加となり、「能
登牛」をはじめ、「地元野菜」
や「おくのといち加工部の
餅」、「女性部による手作り松
茸ごはん」も販売され、人気
を集めていました。

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５日(月)特別養護
老人ホーム第二長寿園を訪れました。表美
紀子部長が代表し､「寒さに負けず、お元気
で良いお年をお迎えください。」と挨拶
され、もち米
60Kgを自治会
長さんに手渡さ
れました。
施設では、こ
の後もちつき大
会を行い、楽し
まれるとのこと
でした。

ＪＡグループでは､10
月を‶国消国産月間"と位
置づけ、キャンペーンを
展開しました。
‶国消国産"とは､「国民
が必要とし、消費する食
料はできるだけその国で
生産する。」ことです。

そこで米作り体験農園に参加
した松波小学校と小木小学校
の子供たちに食と農の理解を
深めてもらおうと、‶国消国
産ノート"150冊をプレゼント
しました。

“能登牛と秋の味覚市”㏌能登町

松波小・小木小に国消国産ノ－ト贈呈 女性部第二長寿園にもち米贈る

これまで購買店舗として親しまれてきましたが、店舗としての役割を終えることとな
りました。令和５年１月からは、これまでの漬物加工を継続し、６次化を検討実践して
いく加工施設となります。
組合員・利用者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきます
ようよろしくお願い申し上げます。
なお、それぞれの業務に関しては、以下の連絡先までお気軽にお問合せ下さい。

令和５年３月総代会における役員改選までの主なスケジュ－ル

宮崎店から加工施設へ

今後の
予定 １月中旬

２月上旬
２月中旬

２月下旬
３月下旬

生産組合長会議
総代の選出・役員推薦委員の選出について
総代選挙の公告及び総代選挙の通知
総代選挙期日
役員推薦委員届出
役員候補者推薦会議（役員候補者の決定）
第63回通常総代会開催（役員選任の件）

業 務 全 般
信用・共済
購　　　買

72 -1237
72 -1238
72 -2678
72 -2077
72 -2122
72 -2060

令和５年

業務利用に関する連絡先

管 理 課
金融共済課
営農経済課
木郎給油所
農機センター
Ａ コ ー プ

連　絡　先 72 -1237管 理 課

※なお、組合員・利用者の皆さまの自由な交流の場としての提供もいたします。

お楽しみ抽選会をする中谷組合長

松茸を吟味するお客様

能登高校書道パフォーマンス 能登牛に人気集中

おいしい“おくのといち加工部の餅”
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おくのといち Aコープ

明けましておめでとうございます。
2023年兎年は、今までのコロナ禍を吹っ飛ばし、大きく飛躍し、私たちの生活が、向上する年になってほしいですね。
昨年は、少しずつですが、イベントも開催されたりして組合員のみなさまとの交流もあり、大変嬉しく思いました。
今年もＪＡ内浦町職員一同が一丸となって、尚一層頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（編集者Ｓ）

編 集
後 記

第８回理事会 令和４年11月11日（金）開催
【審議事項】
第１号議案 信用手数料徴収規程の一部改正について 承認

第９回理事会 令和４年12月８日(木)開催
【審議事項】
第１号議案

第２号議案
第３号議案
第４号議案

第５号議案
第６号議案

第７号議案
第８号議案

令和４年度決算見込・令和５年度事業計画
について　　　　　
令和４年度決算方針について
令和５年度内部監査計画書（案）について
当組合における取引のリスク評価書の定例
改正について
信用事業窓口端末機の更新について
令和５年度コンプライアンス・プログラム
の策定について
宮崎店の店舗形態変更について
職制規程組織図（別表Ⅰ）の一部変更について

継続
承認
承認

承認
承認

承認
承認
承認

理 事 会 だ
よ り

令和５年２月８日（水）
午後１時30分～
松波公民館　調理室
3,500円
15Ｌ用ふた付樽
エプロン・頭巾等

管理課　少橘迄
TEL （0768）72-1237申込先

日　時

場　所
参加費
持ち物

女性部からのお知らせ

ＪＡ内浦町葬祭センター
（年中無休・24時間電話受付）

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

味噌づくり体験教室

ＪＡ内浦町では、「農家所得の増大」「農業生産の拡大」「地域
の活性化」を柱とする自己改革に取り組んでいるところです。
今回、「地域の活性化」の取り組みとして、ご来店のお客様に
アンケートを実施しました。回収したアンケートの結果がまと
まりましたのでお知らせいたします。
皆さまよりいただきましたご意見ご要望については、今後のお

店作りに活かしていきたいと思います。今後ともよろしくお願
いいたします。

皆さまからのご意見を店舗担当及び課員全員で共有い
たしました。貴重なご意見ありがとうございました。い
ただいたご意見については、次の様に取り組んで行きた
いと考えています。
生産物に関しては、これまで以上に産直会員さんとの連
携を図り、商品の充実に努めていきます。施設内の整備に
ついては、十分な清掃を行い、今後陳列棚の店内配置の入
替等を予定しております。接客対応につきましては、元気
な挨拶で親しみあるお店作りに努めていきます。「おくの
といち」は、地元農産物を通して生産者と消費者が交流で
きる施設と心得、職員一同これまで以上に皆さんが安心し
て立ち寄れるお店作りに取り組んで参ります。

皆さまからのご意見を従業員と共有させていただき
ました。
商品については、鮮度・品揃えについてより注意を
はらい充実させていきたいと思います。店舗内の配置
等につきましては、できる限り広いスペースを確保で
きるよう努めます。また職員対応につきましては、
JAの特性を活かし、笑顔で親しみある対応を心掛け
たいと思います。今後もお気づきの点がございました
ら、お気軽に従業員までお知らせください。
アンケートにご協力いただきましてありがとうござ
いました。

実施日：10月25日(火） 実施日：10月27日(木)・11月16日(水)

声１　親切で対応が良い
声２　挨拶がしっかりしている
声３　新鮮で安心・安全である
声４　お店に入りやすい

あなたの年代について１

お住まいについて２

お気づきの点について３

他のお店より優れている内容や対応について

営農経済課長より Aコープ店長より

４

70代以上
60代
50代
40代
30代以下

70代以上
60代
50代
40代
30代以下

0 15 30 45 60（人）

53
27

14
3
3

49
35

10
５

１

0 15 30 45 60（人）

その他

珠洲市

能登町

0 20 40 60 80 100（人）

9

24

67

その他

珠洲市

能登町

0 20 40 60 80 100（人）

1

7

92

声１　地元の品物で安心できて安くて美味しい
声２　配置が悪くどこに何があるかわからない
声３　休憩する場所がない
声４　買物かごがよごれている
声５　店内をもっと明るくしてほしい
声６　商品の表示をわかりやすくしてほしい

声１　野菜・肉・魚が安い
声２　レジ店員が親切
声３　店の雰囲気が良い
声４　歩いて来れる

声１　職員の優しい対応が良い
声２　もっと違う商品を(特に惣菜品)
声３　きれいで入りやすい店　
声４　通路が狭い
声５　地元の商品をもっと揃えてほしい
声６　レジの並びが悪い

Q&AQ&A

Ａコープ内浦店のお客様のお客様

100人100人

&&

に聞きました！に聞きました！

ＪＡ内浦町各事業所等営業日・営業時間

Ａコープ

給油所

ATM

おくのと
いち

27日㈫ 28日㈬ 29日㈭ 30日㈮ 31日㈯ ２日㈪ ３日㈫ ４日㈬ ５日㈭ ６日㈮１日㈰

農機
センター

令和５年１月令和４年12月

８：30～17：30

９：30～19：00

７：30～18：30

９：30～19：00

７：30～18：30

８：30～17：00

加工センターに変更

８:30～
17:00

８:30～
15:00

８:30～
17:30

９:30～
17:00
７:30～
16:00

８:30～
16:00

休 業

休 業８：30～17：00
８：00～17：00

８：30～17：00
休 業

休 業

休 業

休 業

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

本所
宮崎店

日頃よりＪＡをご利用いただきありがとうございます。
これまでのお誕生日プレゼントについて、内容および配布方法を検討しています。
４月から、新しいカタチのプレゼントをお届けできると思います。お楽しみに!!

年金友の会の皆さまへ
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ら、お気軽に従業員までお知らせください。
アンケートにご協力いただきましてありがとうござ
いました。

実施日：10月25日(火） 実施日：10月27日(木)・11月16日(水)

声１　親切で対応が良い
声２　挨拶がしっかりしている
声３　新鮮で安心・安全である
声４　お店に入りやすい

あなたの年代について１

お住まいについて２

お気づきの点について３

他のお店より優れている内容や対応について

営農経済課長より Aコープ店長より

４

70代以上
60代
50代
40代
30代以下
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珠洲市
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67

その他

珠洲市

能登町

0 20 40 60 80 100（人）

1
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92

声１　地元の品物で安心できて安くて美味しい
声２　配置が悪くどこに何があるかわからない
声３　休憩する場所がない
声４　買物かごがよごれている
声５　店内をもっと明るくしてほしい
声６　商品の表示をわかりやすくしてほしい

声１　野菜・肉・魚が安い
声２　レジ店員が親切
声３　店の雰囲気が良い
声４　歩いて来れる

声１　職員の優しい対応が良い
声２　もっと違う商品を(特に惣菜品)
声３　きれいで入りやすい店　
声４　通路が狭い
声５　地元の商品をもっと揃えてほしい
声６　レジの並びが悪い

Q&AQ&A

Ａコープ内浦店のお客様のお客様

100人100人

&&

に聞きました！に聞きました！

ＪＡ内浦町各事業所等営業日・営業時間

Ａコープ

給油所

ATM

おくのと
いち

27日㈫ 28日㈬ 29日㈭ 30日㈮ 31日㈯ ２日㈪ ３日㈫ ４日㈬ ５日㈭ ６日㈮１日㈰

農機
センター

令和５年１月令和４年12月

８：30～17：30

９：30～19：00

７：30～18：30

９：30～19：00

７：30～18：30

８：30～17：00

加工センターに変更

８:30～
17:00

８:30～
15:00

８:30～
17:30

９:30～
17:00
７:30～
16:00

８:30～
16:00

休 業

休 業８：30～17：00
８：00～17：00

８：30～17：00
休 業

休 業

休 業

休 業

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

本所
宮崎店

日頃よりＪＡをご利用いただきありがとうございます。
これまでのお誕生日プレゼントについて、内容および配布方法を検討しています。
４月から、新しいカタチのプレゼントをお届けできると思います。お楽しみに!!

年金友の会の皆さまへ



人いきいき・人ふれあい・人だいすき

〒927-0602 石川県鳳珠郡能登町字松波11字45番地ＪＡ内浦町
本　所 …… ☎（0768）72-1237・72-1238　Fax（0768）72-1227・72-1014

管理課・監査課 …… ☎72-1237　　金 融 共 済 課 …… ☎72-1238　　Ａ　コ　ー　プ …… ☎72-2060
営 農 経 済 課
（農産物直売所おくのといち）…… ☎72-2678　　木 郎 給 油 所 …… ☎72-2077　　農機センター …… ☎72-2122

農産物集出荷場 …… ☎72-0315　　ライスセンター …… ☎72-2728　　宮　　崎　　店 …… ☎72-1241

能登北部農機センター …… ☎0768-26-1008 JA内浦町ホームページ http://www.is-ja.jp/uchiura/

JA内浦町女性部“お正月の寄せ植え教室”JA内浦町女性部“お正月の寄せ植え教室”

Vol.18
2023.１

謹賀新年

ＪＡ内浦町女性部は、12月10日(土)内浦スポ－ツ研修センタ
－の多目的ホ－ルで、「お正月の寄せ植え教室」を開催しまし
た。講師の、出島園芸の干場章子さんの指導で、参加した18名
はセンスよく、葉ボタン、ガ－デンシクラメン、ビオラなど７
種類の花苗を配置して素敵な寄せ植えを完成させました。
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