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農業まつり 2018 開催
10月27日（土）28日（日）秋の総合展示会・農業まつり2018を開催しました。当日は強風
と寒さの中の開催となりましたが、多くの方に来場いただき、27日、28日に無料で配布し
ました「能登金時入りの豚汁」、28日に配布しました
「つきたて餅」
に多くの方が並びました。
また、27日に約70名の女性会員によって構成された富来健康クラブによる「流し踊り」
、
28日に上棚青年部による獅子舞、土田子供太鼓クラブによる太鼓演奏そして、舘開青年団
による「嫁ほめ詞」がステージ上で来場された方の目を楽しませました。

富来地区の約70名
の女性によるクラブ
です。

富来健康クラブの踊り
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秋 の 総合展示会
総合展示会・
・
空き地の柔らかな
クローバーが口に
あったようです。

ヤッチャヤッチャとい
うかけ声と共に招待者
１人ずつ唄が途切れな
いように、お嫁さんを
ほめ続けていきます。

土田地区舘開の
青年団です。

乗馬体験

16 メ ー ト ル の
高さまで上がり
ます。

舘開青年団の嫁ほめ詞
舘開青年団の嫁ほめ
詞

志賀町舘開青年団は、江戸時代から地元に伝わる婚礼文
化「舘開嫁ほめ詞」
（町無形文化財）を、11 月９日に東京

はしご車体験

で開かれた全国青年大会で県代表として上演しました。

太鼓や笛の音に合わ
せて踊る獅子舞。秋
の収穫時期に踊る伝
統芸能です。

上棚青年部の獅子舞
（下甘田地区上棚の青年部）
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土田地区の小中学
生で構成された太
鼓クラブです。

土田子供太鼓クラブの太鼓演技

Topics
地域とと

もに

消防団の火災ぼうぎょ訓練の一

４本のホースが天高く消火活動
にあたり︑実際に火事が起きて
い る よ う な 緊 迫 し た 空 気 の 中︑
消火訓練にあたっていました︒
参加していた団体は志賀町消
防職員の他︑８地区の消防分団
の皆さんが参加しており︑消防
訓練中の交通整理や訓練後の片
付け︑消防車の位置取り等︑細
かな所の連携もしっかりしてお
り︑頼もしく感じました︒

2018.11 ④
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■街頭防火宣伝

注意しましょう︒

皆さま︑火の取扱いに十分に

れるときは︑必ず火を消す︒

ガスコンロなどのそばを離

のから離れた位置で使用する︒

ストーブは︑燃えやすいも

寝たばこは︑絶対やめる︒

掲げています︒

３つの習慣として以下のものを

防火協会は火災から命を守る

忘れてない？
サイフにスマホに 火の確認

月 日︑街頭防火宣伝に参

に周知を行いました︒

し︑来店したお客さま一人一人

ります︒今年は岡塚常務が参加

キー店前で周知活動を行ってお

企 業 が 合 同 で ど ん た く︑ ロ ッ

活躍する時期に消防署と町内の

まり︑ストーブ等の暖房器具が

加しました︒この活動は秋も深

4

■火災ぼうぎょ訓練

時︑火災ぼうぎょ

されました︒

出火があった想定で訓練が開始

2

開始から 分が過ぎた頃には
10

11

志 賀町消防団
早朝６時から訓練開始！
月 日
環として︑毎年開催されている
に隣接している公民館 階より

訓練がＪ Ａ志賀下甘田支店で実

6

ものであり︑今年は下甘田支店

4

施されました︒これは︑志賀町

11

地域とと

もに

Topics

女性部活

動

すが︑インフルエンザが既に流
行し始めている事もあり︑マス
ク・ティッシュを同封し︑登校
した生徒に渡していきました︒

■交通安全教室

ミー人形が乗った自転車の後ろ

生徒向け自転車交通安全
教室を開催

月 日︑Ｊ Ａ共済の地域貢

事故︑走行中の自動車の前に自

から自動車が追突した場合の再

交通安全を分かりやすく見せ

転車がぶつかった場合の再現が

献活動の一環として︑志賀高校

るため︑事故が起きた場合どの

行われました︒車に飛ばされた

現から始まり︑傘をさす等の理

ような事になるのか︑スタント

ダミー人形に思わず声が上がる

で生徒向け自転車交通安全教室

マンによる教室が開催され︑ダ

由によって起こる自転車同士の

23

を開催しました︒

10

■おにぎりの日

11

新品種﹁ひゃくまん穀﹂
を使ったおにぎり配布
毎月 日はおにぎりの日︒
るおにぎりの配布を行いまし

月 日︑志賀高校で女性部によ

2

た︒ 月という寒い日もありま

なお︑おにぎりは新品種﹁ひゃ
くまん穀﹂を使用しており︑粒
が大きく冷めてもおいしいと評
判のものを配りました︒

場面もありましたが︑大きな怪

我もなく無事に終了しました︒

2018.11 ⑤
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11

動
共済課活

おいしい
ですよ〜

みちのえき旬菜館
みちの

地元の農産物
地元の
農産物を
を使った「サツマイモクッキー」
と「玉
と「
玉ねぎドレッシング」
ねぎドレッシング」販売開始
販売開始！
！
みちのえき旬菜館で、志賀町産の農産物を使用した「サツマイモ
クッキー」と「玉ねぎドレッシング」２品の販売を10月31日より開始
しました。
この商品は、能登地方の食材を使った商品を考案する「のとも〜
るスマイルプロジェクト」によって商品化されたもので、クッキー
はサツマイモの甘みが口にひろがる優しい味わい、ドレッシングは
玉ねぎの風味がきいたクリーミーな味わいとなっております。

ののとととのおいものクッキー
（6 枚入り） 280 円（税込）

川
JA グループ石

能登半島 こくうま
玉ねぎドレッシング
（300ml）350 円（税込）

JA グループ石川

フェア」 農業者
農業者に
に対する
する提案
提案イベントを
イベントを開催
開催します！
します！

「担い手応援

◎ステージセミナー
日時

石川県産業展示館3号館

☆日本農業の将来
☆流通業界から見たこれからの農産物販売
☆最近の気候変動と将来の予測
☆最近の ICT・AI 等先進技術の進展
☆成功に導く人材育成

金沢市袋畠町南193

※５つのテーマのセミナーを実施します。

12月8日（土）
9時30分〜 15時30分

場所

◎経営相談
高密度播種育苗田植え、排水対策、GAP、
事業継承、働き方改革、鳥獣害対策等
※ワークショップにて各種提案を行います。

◎担い手の課題解決につなげる相談ブース
最新の農機、省力・低コスト資材、ドローン、
アシストスーツ等の展示を行います。

農業を取り巻く最新の話題と実践的な講座他、ハイテク＆スマート農業機械、省力・低コスト等今後の農業経営の
参考となる提案と、各種相談に応じますので、大勢の農業者のご来場をお待ちしております。

【お申込み・お問い合わせ先】
本店・各支店窓口まで
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