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金芽米を試食する参加者 講演する雜賀代表取締役

金芽（胚芽の基底部）
胚芽の舌触りの良くない部分を
除き、基底部だけを残しました。
※金芽は全てのお米についているわけ
ではありません。

亜糊粉層（うまみ層）
ヌカ層と白米の境い目にある層で
栄養と旨み成分が含まれています。金芽米

〈第11回島根県乾椎茸品評会〉

〈やすぎ乾椎茸品評会〉

優良賞
島根県椎茸生産者組合協議会長賞
茶花どんこ・長島伸一（広瀬）

優秀賞
東部農林振興センター所長賞
こうこ・門脇正美（伯太）
安来市長賞
どんこ・長島伸一（広瀬）
しまね東部森林組合長賞
こうしん・大塚聖治（広瀬）
島根県農業協同組合やすぎ地区本部長賞
どんこ・岩田　誠（広瀬）
日本きのこセンター賞
こうこ・藤原康孝（広瀬）
森産業株式会社賞
どんこ・藤原昌則（広瀬）
やすぎ椎茸部会長賞
こうこ・土居俊彦（広瀬）

　ＪＡしまねは松江市学園南のくにびきメッセで5
月19日、米と健康をテーマにしたイベントを開催
し、県内外から20歳代～90歳代の男女320人が
参加しました。健康長寿をテーマにした講演会や同
ＪＡが新たに製造を開始した「金芽米」の試食・即
売会などを通して、米と健康についての認知度向上
を図りました。
　同ＪＡと東洋ライス（株）は４月19日、「金芽米」
を中心とする「健康長寿しまね」の創造に向けた包
括連携協定を締結。同社の精米技術で精米する「金
芽米」は、ヌカの一部を残すことで健康機能性が期
待されており、普及により県内産米の消費拡大や生
産意欲の向上、健康増進に寄与することを目指して
います。
　講演会では、同社代表取締役雜賀慶二氏、社団法
人生命科学振興会理事長渡邊昌氏、フードコーディ
ネーター西本敦子氏がそれぞれ、米食の健康効果に
ついて研究や自身の体験をもとに講演しました。参
加者は「主食であるお米から健康な身体を維持でき
ることなど勉強になった」と話しました。
　ＪＡしまねは今後も地域住民に向けた米と健康に
ついてのイベントを定期開催し、「健康長寿しまね」
の創造を目指します。

「米と健康」をテーマにイベント開催

　やすぎ椎茸部会は５月23日、平成29年度やすぎ乾椎茸
品評会を広瀬支店経済課で開催し、伯太町の門脇正美さん
のこうこが２年連続で優秀賞一席に選ばれました。
　この品評会は、管内の乾椎茸の品質向上と生産技術の高
揚を図り、乾椎茸の消費拡大と生産者の経営発展を目的に
開催していて、同部会員の８人が丹精込めて栽培した乾椎
茸17点を出品しました。
　審査は、大きさや形の揃い、色合いなどをポイントに行
われ、優秀賞７点が選ばれました。また、今回の出品物は
すべて、６月２日に行われた島根県乾椎茸品評会にも出品
され、出品総数120点の中から長島伸一さんの茶花どん
こが優良賞に選ばれました。入賞の結果は次の通りです。

乾椎茸品評会開催

金芽米とは･･･
金芽と亜糊粉層を残したお米（無洗米）です

新しいお米のパワーで

“健康長寿しまね”を
目指そう！
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　やすぎ担い手支援センターは５月24日、島田小学校３年
生19人の梨の小袋掛け体験を行いました。児童は、総合的
な学習の時間に年間を通して梨について学んでいて、４月
には梨の花に花粉を付ける授粉作業も行っています。
　児童は、同センターの職員から梨の袋掛け作業のやり方
やコツを教わり、台に乗ったり、背伸びをして手をいっぱ
いに伸ばしたりしながら、ひとつひとつ丁寧に袋を掛けて
いきました。作業を終えた児童は「楽しくてたくさん袋を
かけることができた。大きな梨がいっぱいできると嬉しい」
と話しました。
　袋掛けが終わると、頑張ったご褒美にイチゴの収穫体験
も行いました。トレーいっぱいに赤く実ったイチゴを入れ
て、大満足の体験学習となったようです。

　やすぎ花卉部会は５月29日、広瀬町の部会員のハウス
で現地研修会を開催し、部会員６人が夏の出荷に向けての
当面の管理について確認しました。
　同部会はトルコギキョウ専門部を設置して生産に当た
り、30戸の農家が約1.7㌶で栽培しています。品質の良
いものを栽培・出荷するため、毎月１回程度時期に合った
研修会を開催し、品質向上に努めています。
　７月に出荷ピークを迎える二度切り栽培や、盆向けの盆
出し栽培の管理が重なる時期になることから、県の普及員
からそれぞれの今後の管理方法や注意点などの確認を受
け、意見を交わしました。
　同部会の足立昌俊専門部会長は「高品質のものを作るた
めには適期
の管理が大
切。出荷率
が上がるよ
う、今後の
管理に気を
付けていき
たい」と話
しました。

小学生が梨の袋掛けを体験 トルコギキョウ現地研修会開催

　ＪＡしまねやすぎ女性部と
青年連盟は、毎年、ひろせ保
育園の園児と一緒に女性部員
の圃場でサツマイモの定植を
行っています。この活動は、
園児たちに土や農作物に直接触れてもらう食農教育と地域
交流を目的に行っています。
　５月30日には、ひろせ保育園の年長組23人が、部員や
盟友らに苗の植え方を教えてもらい、約700本のサツマ
イモの苗を定植しました。園児たちは一生懸命土を掘って
「大きくなぁれ」と声をかけながら植えていき、土をかけ
て水やりも行いました。
　今後は女性部と青年連盟でイノシシ対策や除草作業など

の管理を
して、秋
には収穫
と芋煮会
をする予
定です。

女性部・青年連盟が保育園児と定植

各地区でサツマイモの定植が行われました！

　伯太町の新田谷地区では、
国の多面的機能支払交付金を
利用して、使用されなくなっ
た畑で赤屋小学校の児童とサ
ツマイモの栽培を行っていま
す。この活動は始まってから５年以上になり、子どもたち
との交流や食農教育にも繋がっています。
　５月16日には同小学校の１・２年生７人が、約150本
の「紅はるか」の苗植えに挑戦しました。同地区からは
12人が参加し、事前に畝たてやマルチ張りなどを行った
後、やすぎ地区本部の営農指導員と一緒に、児童らに苗の
植え方などを指導しました。児童らは竹の棒を使って苗を
押し込んで植えていき、１つ１つ丁寧に水やりと土かけを
行いました。

　参加した児童
は「秋においし
いおいもを収穫
するのが楽し
み」と話し、収
穫を心待ちにし
ています。

小学生が地区の協力で定植
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M I R A I
k i d s  

安来の元気なこども達を紹介します！

の たち

家の光料理倶楽部に関するお問い合わせは…
JAしまねやすぎ地区本部 総合企画課 電話：0854-22-3751

　ブロックで遊ぶのが好きな結依ちゃん
は、幼稚園の年少さん。幼稚園では、お友
達とおままごとをして遊んでいるよ。幼稚
園にはバスに乗って通っていたり、苦手な
野菜に挑戦したりと、とっても頑張り屋さ
んです。
　おうちでは、料理のお手伝いをしたり洗
濯物も一緒にたたんでくれる、優しい結依
ちゃん。おじいちゃんとおばあちゃんのこ
とが大好きで、間違い探しをして遊んだり、
おでかけしたり、寝るときも一緒なんだっ
て。
　最近楽しかったことを聞いたら、５月に
家族でディズニーランドに行ったことが思
い出に残っていて、来年もまた行きたい
なって教えてくれました。

～お父さんお母さんより～
「結依は我が家のアイドルです。結依がい
るだけで、みんなが笑顔になります。これ
からも誰にでも優しく、太陽のような笑顔
をたくさん見せてね。嫌いな野菜も食べら
れるように頑張ろうね。大好きだよ。」

◎講師：栄養士　飯塚生美子 氏

アンケートより
◆スピード料理なのにとてもおいしく、家でもすぐに作ろ
うと思います。
◆野菜たっぷりで栄養を考えられていて、年代を問わずい
ただけると思いました。

5月24日開催

完成
品

家の光料理倶楽部掲示板

Ｍ　Ｅ　Ｎ　Ｕ
ひとつの鍋で作るスピード料理

★南瓜と枝豆の和風サラダ
★しゃぶしゃぶとアスパラのシンプルサラダ添え
★ニラと豆腐ピリ辛味噌汁

★新玉ねぎのおろしだれ
★ぷるぷるミルクココアプリン

※料理は家の光６月号を参考にした、先生の
オリジナルレシピです♪

松 浦 結
ゆい

依 ちゃん（３さい）
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　プランター栽培では、カラフルキャロットの種ま
きをみなさんで協力して行いました。また、ママ's
キッチンさんの安全安心でひと手間かけたお惣菜
は、作り手の思いが伝わるおいしさだったようです。

ＪＡしまね　やすぎ福祉サービスセンター
ＴＥＬ：２３－８２３０　ＦＡＸ：２３－８２３１

女子大レポート
①プランター栽培講座
②ママ'sキッチン紹介

①生産流通課

小山　浩平 職員

②ママ'sキッチン
陶山　由香 氏

講 師

◆種から栽培することが初めてで何もわかりませんで

したが、 きちんと説明いただいたり、 同じグループ

の方に教えていただいて完成することができました。

芽が出るか心配ですが、 子供を育てるように可

愛がっていきたいと思います。

◆ママ'sキッチンさんの惣菜は、 良い素材を工夫し

て作っておられて今までも買っていましたが、 もっと

買ってみようと思いました。 安心して食べられます。

生徒感想

第２回

講座

福祉課だより

お問い合わせ

地域のお客様大歓迎！
　５月晴れの朝のデイルーム……ふと外を見るとオレンジ色や
ピンク色の帽子をかぶった可愛らしい園児の姿、サービスご利
用者とデイの職員は、思わず「どうぞ寄ってください！お入り
ください！」と手招きや拍手でみなさんをお迎えしました。や
わらかくモミジのような手に触れ、歌声を耳にし、デイルーム
は暖かい陽射しと心優しい雰囲気に包まれました。
　ＪＡは地域密着型サービスとして家庭的なデイサービスを運
営させていただいており、時折お越しのボランティアの方々に
も感謝の気持ちで一杯です。これからも地域のみなさまと共に
地域福祉の充実を願うものです。

可愛い園児さんたちとのふれあい
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　安来産のブルーベリーを使用した
ジャム。ブルーベリーの形を少し残し
ているので、食感と風味が味わえます。
甘さ控えめに仕上げているため、パン
はもちろん、アイスクリームやヨーグ
ルトなどのトッピングとしても幅広く
ご利用いただけます。

各グリーンセンター・なかうみ菜彩館でお求めいただけます♪

ブルーベリージャム

安来の特産を使って作られた加工品を紹介します！

安来南支
店編

（後列左から）
古志野
古曳
矢田
岡田

（中列左から）
細田
宇山
戸崎
野口
藤田

（前列左から）
藤原
勝部
福島
岩田
峯松

中村

発見！ やすぎ地区本部

私たちにおまかせくださ
い！

　安来南支店は、信用課と経済課が同一店舗内にあり、女性職員も多く明るい元気な支
店です。
　当支店は、たくさんの田んぼに囲まれている水稲が盛んな地域にあり、冬になるとエ
サを求めて白鳥も飛来してきます。
　農業機械課やＪＡのガソリンスタンドも隣接しておりますので、ぜひお気軽にお立ち
寄りください。今後も明るい笑顔と元気な挨拶で、皆様のご来店をお待ちしております。

◎所在地／安来市宇賀荘町1255　◎電話番号／0854-22-1123

安来南支店DATA
■信 用 課　7人
■経 済 課　3人
■渉外担当　5人

販　売　者：ＪＡしまね　やすぎ地区本部
問い合わせ：生産流通課（電話：0854－28－7800）

150ｇ入り
570円（税込み）
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≪期限≫　平成29年7月末 まで

お問い合わせ・お申し込みは、

やすぎ地区本部各支店 または 営農経済部 資材課（TEL：28-7800）まで

普通肥料

かんとりースーパーやすぎ（マッシュ）15kg
　　　　　　　　　　　　特別価格キャンペーン 

ＪＡしまねバイオマスリサイクルセンターで作った天然
素材の牛糞を使用した普通肥料で安心安全な土づくり!!

家庭菜園にも最適な肥料

牛糞を高温発酵（80°以上）させ臭気もなく、雑草種子を死滅

させたクリーンな堆肥で、長期間の肥料効果が持続します。

（特に葉物野菜に最適!!）

特別キャンペーン250円（税込）
項目

窒素全量（N）
りん酸全量（P2O5）
加里全量（K2O）
石灰全量（CaO）
炭酸窒素比（C/N）

2.52%
5.18%
1.33%
12.79%
6.4

成分
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ＡＴＭ工事のため、下記の通りＡＴＭを休止させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

※キャッシュカードでのご利用の方は、お近くのコンビニＡＴＭでもお取引いただけます
　（コンビニＡＴＭ　平日午前9時～午後6時までは、入出金手数料無料）

◎伯太支店
7月19日（水）9:00～ 13:00まで
◎安来市役所出張所
7月28日（金）15:00～ 19:00まで
◎安来東支店（硬貨対応ＡＴＭのみ休止）
7月28日（金）15:00～ 7月30日（日）19:00まで
（硬貨対応ＡＴＭをご希望の方は、やすぎ支店（旧本所）ＡＴＭをご利用ください）

ＡＴＭ休止のお知らせ
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5月子牛市場県外移出頭数
山口県 兵庫県 福岡県 長野県 岡山県 香川県 三重県 佐賀県 徳島県 その他 合計 県外移出率

雌 0 13 0 4 8 4 10 8 10 23 80 44.69%
去 31 5 13 8 4 7 0 2 0 12 82 41.41%
合計 31 18 13 12 12 11 10 10 10 35 162 42.97%

島根中央子牛市場
（単位：円・頭）

地区区分種別区分 安来地区 伯太地区 広瀬地区 地区平均 中央市場

雌
平均価格 772,740 699,300 758,520 758,160 753,133
頭　　数 8 2 3 13 115
最高価格 835,920 761,400 773,280 835,920 1,248,480

ヌ
キ

平均価格 839,062 887,976 832,248 849,086 863,547
頭　　数 11 5 5 21 134（1）
最高価格 935,280 993,600 972,000 993,600 1,086,480

総 平 均 価 格 811,137 834,069 804,600 814,320 811,992
合 計 頭 数 19 7 8 34 250

（　）内♂頭数

　平成29年５月の全国主要子牛市場平均価
格（全農・畜産生産部５月19日現在速報）は、
雌759千円（前月比99％）、去勢882千円（前
月比98％）で“弱含み”の取り引きとなっ
ています。
　本県５月の子牛市場は西部・中央で開設し、
368頭の上場があり、平均価格は西部市場
811千円（前回比13千円安）、中央市場812
千円（前回比５千円安）で“弱含み”の取り
引きとなりました。ＧＷ需要も一段落した５
月は全国的に枝肉相場が弱含み傾向となり、
それに呼応して素牛相場も弱含み傾向となり
ました。
　５月の中央市場は発育・体積に富むものが
多く見られた反面、過肥気味の子牛も散見さ
れたため注意が必要です。

市 況 動 向 ５月島根県子牛市場西部・中央で開設

税務相談会日程
⃝広 瀬 支 店　６月30日（金）10時～12時
⃝安来東支店　７月３日（月）10時～12時
⃝伯 太 支 店　７月３日（月）13時30分～15時30分
⃝広 瀬 支 店　７月24日（月）10時～12時

7月の外務日は
12日（水）・13日（木）
担当職員がお伺いします。

肥育センターA5評価牛（5月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS 備考

美津百合－安福久－平茂勝 去勢 420.7㎏ A5 12 キャトルセンター
隆娘－徳悠翔－第６栄 雌 429.8㎏ A5 8
隆娘－徳悠翔－福栄 雌 422.3㎏ A5 9
久富福－百合茂－安福久 雌 484.7㎏ A5 10
安茂勝－金安平－美津福 去勢 457.6㎏ A5 9

　ほっとフェスタ2017（第３回ＪＡしま
ねやすぎ地区本部総合展示会）を開催いた
します。ご満足いただける充実した品揃え
と、楽しんでいただけるイベントを企画し
て、皆様のご来場をお待ちしております！

と　き　７月16日（日）
　　　　午前９時から午後４時
ところ　ＪＡしまね やすぎ生産センター

ほっとフェスタ2017を開催します
【第３回総合展示会】

年金相談会日程

事前にお電話にて相談時間のご予約をお勧めします。
最寄りの支店または年金相談センター（22-3752）までお問い合わせください。

以下のものをご持参いただければ、詳しいご相談ができます。
◦ねんきん定期便　◦年金手帳及び年金番号通知書（ご本人・配偶者）　
◦年金証書（ご本人・配偶者）◦年金請求書　◦認印　◦年金加入記録のお知らせ等

● 7月2日（日）　9：00～15：00（安来東支店）

◎異動（平成29年５月29日付）（　）内は旧部署
▼広瀬支店栄町店・伊東友美
　（総務部総務課付）
◎正職員登用（平成29年６月１日付）
▼営農経済部生活燃料課・岡田正樹
▼伯太支店信用課地域渉外・村本　彩
◎退職（平成29年５月31日付）
▼近藤早苗
▼三島輝美

人事異動
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