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広報うちうら
新年明けましておめでとうございます
2019年もよろしくお願い申し上げます

　　新年のご挨拶

　初春の候、皆様にはお健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
　昨年は引き続き、「農業者の所得増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活性化」を基本とし、
食と農を通して組合員の絆を大切に次世代へつなぐＪＡをテーマに進めて参りました。おかげさ
まで主要事業目標について概ね達成する事が出来ましたことは、皆様のご支援・ご協力の賜物と
厚くお礼申し上げます。特に昨年は、総代会において組合員・地域利用者の声を反映した本所等
主要施設の更新を決議いただき、10月末には関係各位のご協力により無事地鎮祭を執り行うこと
ができました。新元号となります本年秋には、気分も新たに皆様を新店舗でお迎えできることと
存じます。組合員・地域利用者の皆様と共に、より一層農業・地域を盛り上げＪＡがあって
よかったと実感できるよう全役職員総力を挙げ取り組んでまいりますので、なお一層のご理解
ご支援の程よろしくお願い申し上げます。
　終わりに皆様が、本年も平穏で、幸せにお過ごしいただけますようご祈念申し上げ、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

　2019年１月� 内浦町農業協同組合　　　　　　　　
代表理事組合長　中　谷　伸　夫　

役 職 員 一 同　



　新店舗の概要についてお知らせいたします。
　建設場所　　鳳珠郡能登町字松波11字45番外
　敷地面積　　1,328㎡
　構造、階数、規模　　鉄骨造　地上２階建て　延べ面積　1,018.75㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本店　　　   567.15㎡）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａコープ　　451.60㎡）
　総合設計監理業者　　全国農業協同組合連合会　石川県本部
　請負業者　建設工事　株式会社ＪＡ建設エナジー　（2018年10月23日入札）　
　完成引渡し　　　　　2019年９月

　2018年10月31日（水）午前11時より、松波神社の橘宮司のもと地鎮祭を終了しました。
　起工式の実施にあたり、組合員の皆様はもとより、能登町をはじめ地域の皆様のご協力やご配慮
を賜りましたこと厚く御礼申し上げます。
　金融・共済・購買の窓口業務を１階に集め、組合員・地域利用者が利用しやすく親しみやすい新
店舗にて、皆様をお迎えできることと存じます。
　また完成時期については、当初５月と新聞報道もされましたが、東京オリンピック等建設ラッ
シュの状況にあり資材の調達に少し時間がかかるとのことです。したがいまして、みなさまには、
今しばらくご迷惑をおかけしますが、９月の完成となりますことをお知らせいたします。
　着工につきましては、本年２月より取り掛かると聞いております。周辺住民の皆様にはご迷惑を
おかけするものと存じますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

が新しくなりますおらっちゃのJA
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ＪＡ内浦町本所・Ａコープ

内浦店はどんな感じ？

ＪＡ内浦町本所・Ａコープ内浦店2019年9月完成予定

～地域の憩いの場・組合員の
� ふれあいの場として～



『ＪＡ自己改革に関する組合員アンケート』
　　　　　　ご協力のお願い

　ＪＡ内浦町では『ＪＡの自己改革』として、『産地づくり』による生産拡大と地
域に根ざした『ＪＡづくり』に向けて『農業者の所得増大』・『農業生産の拡大』・

『地域の活性化』に基本目標のもと役職員一丸となり各実践項目に取り組んでおり
ます。

　この度、全国のＪＡで取組む「自己改革」の内容等について「組合員アンケート」を行い、
組合員の皆様のご意向を確認させていただくことになりました。
　ＪＡ内浦町としましては、この取組みにあわせ組合員の皆様のご意見・ご要望をお聴きし、
より組合員の負託に応える所存です。
　つきましては、お忙しい中何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。

１．実施期間　　平成31年１月～平成31年３月末まで
２．対 象 者　　ＪＡ内浦町全組合員（正組合員・准組合員）
３．内　　容　　ＪＡ役職員が組合員のお宅を伺い、回答のご依頼をいたします
　　　　　　　　アンケートの回答は、マークシート方式となります

組合員の皆様へ

アンケートの概要
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レインボー体操で地域の皆さんとふれあい活動

12/5　役職員との対話活動と
　　　 自己改革の勉強会

11/2　おにぎりの日
　　　 皆さんご飯を食べましょう

12/2　愛のたすけあい運動（もち米60㎏贈呈）

私た
ちも自己改革に

取り
組んでいます

ＪＡ内浦町女性部



　10月27日（土）第12回ＪＡ内浦町いきいきフェスティバルが直売所おくのといちで開催されました。
　今年は『まいどはや』のちんどん屋さんトリオとピエロのベリーちゃんが風船で子供たちに、かわいいい動
物を作ってくれて会場を盛り上げてくれました。

　11月16日（金）女性部24名はＪＡ能美・根上女
性部との交流会で親睦を深めました。
　また、ＪＡの直売所めぐりでは、地元の「まるい
も」や「ごはんバーガー」に人気が集中していまし
た。

　10月21（日）ＪＡ職員・女性部21名が参加し今
回はおくのといちを中心に沿道をきれいにしました。
　空き缶・空きビン・タバコの吸い殻が多く12袋の
ごみ袋を分別して回収しました。

第12回　ＪＡ内浦町　いきいきフェスティバル開催!!

ＪＡ女性部　能美･根上女性部と交流会 地域貢献活動　第３回クリーンウォーキング

できごと、ア･ラ
･カ･ル･ト

　　　受　賞　名　　　　　　品目　　　  お名前
奥能登農林事務所所長賞　　白菜　　　又木　静子 様
能登町長賞　　　　　　　　キャベツ　鹿島　朋子 様
全農いしかわ会長賞　　　　きゅうり　林　　幸雄 様
石川県野菜園芸協課長賞　　平核無柿　山岸　秀栄 様
石川県米麦改良会長賞　　　金時豆　　上谷美千代 様
内浦町農業協同組合長賞　　かぶ　　　中野　静子 様
おくのといち産直部会長賞　里いも　　垣内　精治 様
顔の見える能登の食材部会長賞
 コールラビ　中　　三郎 様

農産物品評会の結果
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たくさんのご来場
� ありがとうございました

バザーの売上金7,100円は災害義援金として
寄付しました。



　12月８日（土）石川県産業展示館３号館において、地域の担い手農業者を後押しする『担い手応援フェア』
が初めて開催されました。
　当ＪＡからは、担い手農業者を含む、31名の参加がありそれぞれに興味のあるブースに分かれ熱心に説明を
聞く姿が見られました。

　ＪＡ内浦町は宮崎店で、海洋深層水玉葱を使った、
粕漬けの商品化に取り組んでいます。
　10月のいきいきフェスティバルで、250名に試食
アンケートをしたところ８割の方が「おいしいわ～」

「シャキシャキして、うまい！」と好感触でした。

　奥能登特産の原木しいたけ『のとてまり』の初競
りで金沢市中央卸売市場で開かれＪＡ内浦町からも、
初出荷されました。「プレミアム」には６個入り１箱
20万円で落札されました。

　ＪＡグループ石川
担い手応援フェア　～未来へつなごう石川の農業～　初の開催

ＪＡ内浦町６次化に挑戦 のとてまり～ＪＡ内浦町から初出荷～

できごと、ア･ラ
･カ･ル･ト
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頑
張
ろ
う

　
日
本
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農
業

「新しい品種は？」と意欲的な『ゆめもり会』

式辞を述べる西沢会長

身体にやさしい補助機械
でも　50万円か…「おや～　軽い！　これなら楽やわ」

ＪＡ内浦町は全力で農業を応援します!!



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）

■10月１日～３月31日まで変更致します。
　 (月～金曜日) AM8：30～PM5：30 (月～土曜日) AM7：30～PM6：30

　 (土日・祝日) AM8：30～PM5：30 (日曜・祝日) AM7：30～PM5：30

営業時間変更のお知らせ
ご迷惑をおかけいたします

農産物直売所
おくのといち 木郎給油所

第８回理事会 ９月27日㈭開催
【審議事項】
第１号議案　石川県常例検査回

答について

第９回理事会 10月25日㈭開催
【審議事項】
第１号議案　本所・Ａコープ建

設に係る契約締結について
 （承認）

理 事 会 だ
よ り

　新年あけましておめでとうご
ざいます。
　いよいよ2019年は平成から
新しい年号へと移り変わろうと
しています。そしてＪＡ内浦町
本所・Ａコープ店も新しくなり
ます。気持ちも新たにし職員一
同、一層邁進していきたいと思
いますので、今年も一年どうぞ
よろしくお願いいたします。
　亥い年になりますように。
 《編集者Ｓ》

編 集 後 記

　11月９日（金）金沢アートホールにて県下17ＪＡ
より17名が参加
し開催されまし
た。当ＪＡから
は、大平貴志が
参加し日頃のカ
ウンターセール
スで培ったスキ
ルや話法等を一
生懸命披露し大
健闘しました。

スマイルサポーター
ロールプレイコンクール大会

第10回理事会 12月12日㈬開催
【審議事項】
第１号議案　平成30年度事業実績見込と平成31年

度事業計画について （継続）
第２号議案　中期計画について （継続）
第３号議案　平成31年度内部監査計画について
 （承認）
第４号議案　平成31年度コンプライアンスプログ

ラムの策定について （承認）
第５号議案　経理規程の一部改正について （承認）
第６号議案　石川信連の自己資本増強策にかかる

対応について （承認）

女性部からのお知らせ

手作り味噌に挑戦！
「味噌作り教室」に参加しませんか。

・日　時　　平成31年２月３日（日）
� 午後１時30分～
・場　所　　おくのといち　加工室
・参加費　　2,000円（味噌代含）
・持ち物　　５㎏ふた付樽（大きめのもの）
　　　　　　エプロン・頭巾等

申込先　
管理共済課　少橘　迄
TEL　72-1238

ＪＡ内浦町
職員募集について

● 一般事務職   　若干名
● ガソリンスタンド店員 　若干名
● 農機具修理工員  　若干名

ＪＡ内浦町では、
職員を募集しています。

詳しくは
　ＪＡ内浦町管理共済課　72-1238
　ハローワーク能登　　　62-1242

私たちと一緒に働きませんか


