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　ＪＡバンク石川のキャッシュカードでは、ＪＡバンクと北國銀行のＡＴＭ出金手数料が終日無料でご利用
できます。ファミリーマート ( イーネットＡＴＭ )・ローソン銀行・セブン銀行については、一部時間帯に
おいて手数料が無料となっております。ご利用手数料については、次ページ下部表をご参照ください。

※下記以外のＡＴＭも、手数料がかかりますがご利用できます。

（志賀町内のみ掲載、令和２年１月１日時点）

ＪＡバンク石川のキャッシュカードＪＡバンク石川のキャッシュカード
ご利用手数料が ご利用手数料が 無料無料  で利用可能な ATMで利用可能な ATM



見渡せば、あなたの街にも手数料０円のＡＴＭが！
コンビニエンスストア ( セブン - イレブン、ファミリーマート、ローソンなど ) をはじめとする
以下提携ＡＴＭで、平日日中のご利用手数料が無料です！

金融機関等 お取引内容
ご利用手数料

平　日
８:45～ 18:00

土曜日
８:45～ 18:00 その他の時間帯

JA バンク 入出金 無　　料 無　　料 無　　料
北國銀行　※ 1 出　金 無　　料 無　　料 無　　料
JF マリンバンク 出　金 無　　料 無　　料 無　　料
三菱UFJ 銀行 出　金 無　　料 無　　料 110 円
セブン銀行

入出金 無　　料 無　　料 110 円イーネットATM　※２
ローソン銀行

ゆうちょ銀行 入　金 110円 110円 110円
出　金 110円 110円 220円

能登共栄信用金庫・興能信用金庫
その他金融機関 (MICS 提携 ) 出　金 110円 110円 220円

※ 1　北國銀行及び JAバンク石川以外の金融機関が幹事行となっている共同設置のATMは対象外です。
※ 2　ファミリーマート志賀高浜　志賀町高浜町ヤ 16-1　　　ファミリーマート志賀堀松　志賀町堀松七１-14
　　　ファミリーマート志賀富来   志賀町富来領家町 60-1　

JAバンク石川のキャッシュカードがご利用可能なATM
令和元年 10月 1日現在 (消費税込 )
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　昨年に続きJA共済 地域・農業活性化促進助成金事業を活
用し、志賀町の特産品を広く知ってもらうため学校給食に
「能登志賀ころ柿」を提供しました。１月９日、新谷組合長、
ＪＡ志賀ころ柿部会 新明侃二 部会長が志賀町役場を訪問し、
間嶋教育長に手渡ししました。翌10日町内小中学校の給食
に個包装された能登志賀ころ柿が１人１個ずつ配られました。
　また、11月に町内すばる幼稚
園において営農課職員が「ころ柿
ができるまで」のお話をしたこと
をきっかけに同園にも給食食材と
してころ柿を提供しました。

「能登志賀ころ柿」を学校給食に贈呈「能登志賀ころ柿」を学校給食に贈呈

　

Aコープとぎ店　移転　新装OPEN!!

ＪＡ志賀 女性大学　ほうらい作り

　令和元年11月13日(水)、Aコープとぎ店がアスク敷
地内に移転しました。移転したＡコープでは、地元生
産者の直売コーナーを拡大するなど地産地消運動に積
極的に取組むほ
か、毎日新鮮な
食材を販売して
います。

〒925-0447 石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲26-1
☎0767-42-8822

　12月12日、女性大学において講師に太田さんをお
迎えし「ほうらい」を手作りしました。
　「ほうらい」は、能登地方に伝わる神棚に飾る縁起物
の一つで、赤い台紙の上に「福寿」「繁栄」という言葉
と共に縁起物が描かれた切り絵を重ねたものです。
　ほうらい作りは昨年も開催しており、今年の参加者
は経験者が多数だったため慣れた様子で切り絵用の
カッターでもくもくと作業をしていました。初めての
人には少し難しい部分もあったようですが、経験者が
教えるといった光景も見られ、スムーズに手作りのほ
うらいを完成させることが出来ました。
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展示会だけの特別プライス！！

101101
お支払総額お支払総額

万円万円
(車両本体価格92万円(車両本体価格92万円))

※その他費用には、税金及び自賠責保険、自動車リサイクル料金、登録時に伴う費用等、購入の際に必要な全ての費用が含まれています。※メーカー新車保証付きです。
※支払総額は、令和2年 1月現在、県内届出、店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は、別途申し受けします。

小物･管理機特価販売小物･管理機特価販売 チップソーチップソー
ケミカル品ケミカル品

中 古 農 機 具  随時相談受付中中 古 農 機 具  随時相談受付中

大特価大特価

（お問い合わせ先）
　自動車について　　自動車整備工場　☎42-2721　
　農機具について　　志賀農機　☎32-2854　　富来農機　☎42-2215

～トラクター点検・小農機具安全講習会～～トラクター点検・小農機具安全講習会～
　※２月８日　10：30～（1時間程度）事前申込不要

５５万円万円下取キャンペーン実施中！下取キャンペーン実施中！

未使用車未使用車
スタッドレスセット付スタッドレスセット付
KCKC  エアコン パワステエアコン パワステ  助手席エアバック ABS 4WD ５MT助手席エアバック ABS 4WD ５MT

※新車ではありません※新車ではありません

展示会期間中、スズキ新型キャリートラック ( ナンバー落ちに
限り )を感謝の気持ちを込めて特別価格でご提供いたします。
（特別価格は、2月8日・9日の展示会でご成約されたお客様
に限らせていただきます。）

さらに
！

さらに
！

JA志賀  自動車・農機展示会のお知らせJA志賀  自動車・農機展示会のお知らせ
日時：令和２年２月８日（土）　９時～16時日時：令和２年２月８日（土）　９時～16時

２月９日（日）　９時～15時２月９日（日）　９時～15時
　※農機展示会は８日のみとなります。

場所：JA志賀　富来農機センター場所：JA志賀　富来農機センター
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ガソリンの詰替え販売におけるガソリンの詰替え販売における
本人確認等が義務化！！本人確認等が義務化！！

問い合わせ先　
羽咋郡市広域圏事務組合消防本部　予防課　TEL 22-0089　 FAX 22-5319

　令和元年７月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するた

め、ガソリンスタンドでは、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、「本人確認」、「使用目的

の確認」を行うとともに、「販売記録の作成」を行うことが令和２年２月１日から義務となります。

○本人確認について
　運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、
　公的機関が発行する写真付きの証明書

○使用目的の確認について
　「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等
の具体的な内容の確認が必要です。

　JA志賀やすらぎの会は、お客様にとって常に最上のセレモニー
を心掛け運営していきたいと思います。
　特典やサービスを受けられるJA志賀やすらぎの会会員に是非、
あなた様もご入会いただけます様、お願い申し上げます。

セレモニーホール　ＪＡやすらぎ会館富来
志賀町里本江乙220　Tel：42-8882　Fax：42-2747

ＪＡ志賀やすらぎの会　会員募集中
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　ＪＡ志賀は令和２年２月３日（月）より、「中甘田支店」と「上熊野支店」において営業日を変更し、下記
のとおり隔日営業とすることといたしますのでお知らせします。

１．隔日営業実施店舗
　　中甘田支店　羽咋郡志賀町長沢リの24番地2
　　上熊野支店　羽咋郡志賀町直海れ2番地1

３．変更後の営業日

４．休業支店のご利用者様の利便性確保について
　（１）　休業する支店の各事業につきましては本店にて対応いたします。
　（２）　普通貯金の払出・受入や振込については、ＪＡ志賀各店舗でお取り扱いいただけます。
　　　　また、ＪＡ志賀ＡＴＭコーナーもご利用いただけます。
　（３）　その他ご不明の場合は本店にお問い合わせください。

貯金・貸出金等　　金融課　☎0767-32-1184
共　　　済　　　　共済課　☎0767-32-1184
営 農 相 談　　　　営農課　☎0767-32-0102
資材等購買　　　　経済課　☎0767-32-5111
そ　の　他　　　　総務課　☎0767-32-1155

２．隔日営業実施日
　　令和２年２月３日（月）より当面の間

店舗名 月 火 水 木 金 土 日
中甘田支店 休業 通常営業 休業 通常営業 休業 休日 休日
上熊野支店 通常営業 休業 通常営業 休業 通常営業 休日 休日

※　祝日および 12月 31日～ 1月 3日は従来どおり営業いたしません。

「中甘田支店」「中甘田支店」およびおよび「上熊野支店」「上熊野支店」のの隔日営業実施について隔日営業実施について

令和元年度　ＪＡ志賀営農座談会のご案内
月　日 開始時間 支店 (エリア ) 開催場所

2月12日
(水)

午前９時30分～
高浜・堀松エリア 本店　二階大会議室

上熊野支店 上熊野公民館

午後１時30分～
志加浦支店 志加浦公民館

福浦・熊野地区 熊野公民館

2月13日
(木)

午前９時30分～
下甘田支店 下甘田多目的集会場

富来・稗造・東増穂・西増穂地区 富来活性化センター　中会議室

午後１時30分～
中甘田支店 中甘田多目的集会場

西海・西浦地区 西浦コミュニティセンター

2月14日
(金) 午前９時30分～

加茂支店 加茂高齢者センター

土田支店 土田支店　二階会議室
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