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　やすぎ地区本部はわかさ会館で６月17日、第３回通常
総代会に先駆けやすぎ地区本部総代説明会を開催し、総代
定数79人のうち68人の総代が参加しました。
　本店より山根盛治副組合長や常務理事も参加し、やすぎ
地区本部平成28年度の事業報告、やすぎ地区本部平成29
年度の事業計画、第３回通常総代会の議案などが説明され
ました。説明が終わると、総代の方々から様々な質疑、意
見等が出され、山根副組合長や伊藤精一地区本部長より説
明や回答が行われました。
　伊藤地区本部長は「今後もＪＡしまねの経営理念のもと、
組合員はじめ利用者、地域の皆さまに愛され、親しまれ、
信頼される組織となるよう役職員一丸となって取り組んで
いく」と話しました。

第３回地区別総代説明会開催

　沢地区では毎年、地区の子どもたちやその保護者
に農業体験を通して地域との交流を図り、農業の楽
しさやふるさとの大切さを学んでもらおうと、沢営
農組合を中心に自治会やＪＡなどの協力のもと農業
体験活動を行っています。
　地区の小学生７人とその保護者や関係者ら約30
人が６月４日、沢営農組合の田んぼで田植えを行い
ました。約３㌃の田んぼに「きぬむすめ」の苗を手
で植えていき、児童も泥だらけになりながら頑張っ
たおかげで30分程度で植え終わりました。
　体験した児童は「土が気持ちよくて、植えるのも
楽しかった」「今年は転ばずに植えることができて
よかった」と話しました。今後は生きもの調査や稲
刈り体
験も行
う予定
です。

　農業体験でふるさとの大切さ学ぶ

各地で田植え体験が行われました！

　宇賀荘地区にある農事組合法人ファーム宇賀荘は６月４日、同
法人が栽培する特別栽培米の取引先であるグリーンコープ生協
とっとりと島根の組合員家族と産直米田植え交流会を開きまし
た。関係者約140人が参加し、昔ながらの手植えでの田植えを
体験しました。
　生産者と消費者の交流を通して米について知ってもらい、安全
安心な米づくりを実際の現場を見てもらうことを目的として、今
年で13年目になります。
　参加者は圃場に１列に並び、生産者の指導のもと一斉に「ヒノ
ヒカリ」の苗を植えていきました。田植えが終わると、無農薬と
水環境の良さをＰＲするため、ドジョウの幼魚の放流も行いまし
た。
　市内から親子で参加した女性は「今年で３回目。普段体験できな
いことを子
どもと一緒
に体験でき
て嬉しい」
と話しまし
た。

生産者と消費者が交流

＜基本方針＞
　平成29年度は、「農業戦略実践３ヵ年営農
計画」の２年目となり、その実践に向けてよ
り一層農業振興に取り組むとともに、米の買
取制度充実による「農業所得の増大」と、健
康志向の高まりに対応する「金芽米」の製造
開始により、生産者米として組合員への供給
と販売促進を行い、組合員および消費者の健
康増進に向けて取り組みます。
　また、担い手支援センターを核として、Ｕ
Ｉターンも含めた新規就農者の育成と認定農
業者の支援並びに地域の担い手としての集落
営農組織の育成や法人設立支援を行い「農業
生産の拡大」に努めます。
　さらに、くらしの活動として女性・青年組
織の強化とともに、教育文化活動や介護予防
活動等に積極的に取り組み「地域の活性化」
に努めます。

やすぎ地区本部 平成29年度事業計画
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首席＝川上裕惟さん「たからしげ」
次席＝細田雅康さん「さき」
三席＝長尾寿晃さん「よしみつなが」

　今年もなかうみ菜彩館では、市内の保育園児が作ったて
るてる坊主が、梅雨時期の店内を明るくしてくれました。
　６月９日、島田幼稚園の園児13人がてるてる坊主作りに
挑戦。園児は、菜彩館の稲田佳代店長や安来東支店の職員
から作り方を教えてもらいながら、思い思いに顔や模様を
描き、安来節にちなんで手ぬぐいもかぶせました。
　今年で６回目となるこの企画は、梅雨時期の風物詩になっ
ています。稲田店長は「毎年お客さまにも好評をいただい
ている。子どもたちの自由な発想で一生懸命作ったてるて
る坊主は、見ていると気持ちまで明るくなる」と話しました。

　赤屋地区和牛部会は赤屋小学校前駐車場で６月23日、
平成29年度赤屋畜産まつりを開き、共進会を行いました。
伯太地区から生後11～20カ月の肉用種牛９頭が出品さ
れ、審査員２人による厳正な審査の結果、川上裕惟さん出
品の「たからしげ」を首席に選びました。講評としては、
出品された牛は全体的に発育良好だったが、首席に選ばれ
た牛は特に発育が良く、全体的なバランスもとれていたた
め受賞となりました。
　また、審査結果を待つ間には、地元小学生や保育園児の
見学、地域住民が参加する審査競技なども行い、約60人が
牛とのふれあいを楽しみました。審査結果は次の通りです。

てるてる坊主で店内明るく 赤屋畜産まつり開催

　やすぎ地区本部は６月16日、安来市役所で近藤宏樹市
長に「金芽米」の取り組みについて説明し、意見交換を行
いました。
　ＪＡの担当者から金芽米を製造するやすぎ精米センター
の紹介や金芽米の健康効果、今後目指している「健康長寿
しまね」の創造に向けた取り組みなどを説明し、金芽米の
贈呈と試食を行いました。試食した近藤市長は「食べやす
くて美味しい。毎日食べるお米が美味しくて健康に良いの
は理想的」と話しました。
　伊藤精一地区本部長は「金芽米を通して、まずは地元の
皆さんの健康に寄与していきたい」と述べました。

　やすぎ地区本部は６月14日・15日の２日間、やすぎ担
い手支援センターで、大型特殊免許（農耕車限定）取得に
向けた講習会を開催しました。市内の営農組合や新規就農
者など総勢11人が受講し、大型トラクターの基本操作の
確認や試験のポイントなどを学びました。
　近年、営農組合や大規模農家において大型機械の導入が
増加する中、免許を取得し安全に使用してほしいと毎年開
催しています。講師は免許を持つＪＡの職員がつとめ、受
講者は交通ルールなどの座学講座を１時間半程度受けた
後、敷地内で実際に大型トラクターを運転し、走行確認や
方向変換などの練習を行いました。
　職員は「試験に受かることも大切だが、安全に使用して
もらうことを第一に免許取得の推進に力を入れていきた
い」と
話しま
した。

市長に金芽米をＰＲ 大型特殊免許（農耕車限定）取得講習会
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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

　とっても明るくて元気な沙和子ちゃん
は、こども園の年中さん。こども園では、
お友達とおうちごっこやブランコをして遊
んでいるよ。おうちでは、お絵かきやお人
形で遊ぶのも好きだけど、外で自転車に乗
ることや水遊びをするのも好きなんだっ
て。料理のお手伝いもしてくれる、しっか
り者のお姉ちゃんです。
　電車や飛行機が好きな孝祐くん。よく乗
り物のおもちゃで遊んでいるよ。お姉ちゃ
んのことが大好きで、一緒に音楽に合わせ
て踊ったり、お姉ちゃんを追いかけたりし
て遊んでいるんだって。お風呂洗いを手
伝ってくれたり、少しずつ絵を描くことや
お話も上手になってきた、孝祐くんです。
　そんなふたりは、おじいちゃんが作った
野菜が大好き！特にトマトが大好きで、一
緒に畑に行って水やりのお手伝いもしてい
るんだって！

～お父さんお母さんより～
「いつも外でおじいちゃんとトマトに水やり
をしたり、ブルーベリーをつんだり、土い
じりが大好きなふたり。野菜と一緒に太陽
の光をたくさん浴びて、元気いっぱい、笑
顔いっぱい育ってね。」

◎講師：栄養士　飯塚生美子 氏

アンケートより
◆ナスの皮までおいしくいただけました。夏野菜がたくさ
ん採れるので、家でも作りたいと思います。
◆普段魚料理をあまりしないので、下処理等勉強になりま
した。いろんなアレンジも聞けてよかったです。

6月28日開催

完成
品

家の光料理倶楽部掲示板

Ｍ　Ｅ　Ｎ　Ｕ
★ツナトマトライス
★ひすい茄子の長芋かけ
★茄子の皮のきんぴら
★魚の酒酢煮
★麩レンチトースト

※料理は家の光７月号を参考にした、先生の
オリジナルレシピです♪

岡屋沙
さわこ

和子 ちゃん（５さい）

　 　 孝
こうすけ

祐 く　ん（２さい）
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　今回は伝統のちまき作りに挑戦しました。粉のこ
ね方や笹の巻き方など難しそうでしたが、女性部員
にコツを聞いて納得のちまきが完成したようです。

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

ちまき作り

ＪＡしまねやすぎ女性部

原　ますみ 氏
永田三知子 氏
門脇　瑞枝 氏
石原久美子 氏
武上　能江 氏

講 師

◆楽しい時間でした。 ちまきは巻いたことがありました

が、 ここまで綺麗に出来たのは初めてです。 ポイ

ントを教えていただけてよかったです。 また来年作っ

てみたいと思いました。

◆小さい頃におじいさんに教えてもらった記憶を思い

出しながら巻いてみましたが、 ほぼ忘れていたので

とても時間がかかりました。 でも、 とても良い経験

ができて、 子どもにも伝えたいなと思いました。

生徒感想

第３回

講座

福祉課だより

お問い合わせ

ＪＡヘルパーのスキルアップ研修
　私たちヘルパー（訪問介護員）の仕事は、ご利用者宅で調理
を一緒にさせていただき、また入浴介助等を通じて、ご利用者
のみなさまが可能な限り住み慣れた我が家（地域）でお過ごし
いただけるよう支援させていただくことです。
　今月のスキルアップ研修は調理実習。日ごろの訪問介護サー
ビスと同じ状況下で旬の食材を使用し、その場で献立を考え、
時間内に作りあげるという内容でした。食材は同じでも献立や
切り方、味付けや盛り方等々で様々な出来栄えになったことに
一同感動し、それぞれの調理のポイントをプロとして貪欲に情
報収集し、今後のサービスに活かしていこうと話し合いました。

調理実習の様子

完成した料理
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　安来の自然に育まれた、旬の紅さし

梅を使用したドレッシングです。梅の

さっぱりとした酸味は、暑いこの時期

にぴったりです。サラダはもちろん、

冷しゃぶや和え物などにもご利用いた

だけます。ぜひ一度お試しください。

なかうみ菜彩館でお求めいただけます♪

うめドレッシング

安来の特産を使って作られた加工品を紹介します！

伯太支店
編

（後列左から）
平井
田口
足立
奈良井
宇名手

（中列左から）
景山
稲田
村本
髙橋
池田
天根
浦瀬

（前列左から）
野田
遠藤
永澤
原
安藤
原田

発見！ やすぎ地区本部

私たちにおまかせくださ
い！

　伯太支店は、信用課と経済課が同一店舗内にあり、来店されるお客様も多く活気あふれ
る支店です。
　伯太支店管内は、自然に囲まれた環境の中で、春には色とりどりのチューリップが畑を埋
め尽くし沢山の来場者が訪れます。グリーンセンターやスーパーはありませんが、毎週火曜日
と金曜日には『伯太さい菜市』が支店や近くのコンビニエンスストアで開催され、管内の農
家さんが育てたたくさんの野菜や花などが販売され賑わっています。
　今後もより親しまれ、満足いただける対応を心がけ、皆様のご来店をお待ちしております。

◎所在地／安来市伯太町東母里537-1　◎電話番号／信用課：0854-37-1515 経済課：0854-37-1414

伯太支店DATA
■信 用 課　8人
■経 済 課　4人
■渉外担当　6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）

210ｇ入り
400円（税込み）
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≪期限≫　平成29年8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

規格 特別価格（税込） 500㎖換算
500㎖ 1,580円

1ℓ 2,830円 1,415円
5ℓ 8,150円 815円

20ℓ 26,710円 668円

規格 特別価格（税込） 500㎖換算
500㎖ 1,960円

2ℓ 6,290円 1,573円
6ℓ 18,080円 1,506円

10ℓ 26,710円 1,336円
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Ｑ：どこで買えるの？

安来⇒グリーンセンターひろせ店・はしま店・
　　　なかうみ菜彩館・ホック
米子・松江⇒ホック全店
島根県産「きぬむすめ」を使用した５㎏袋と
２㎏袋を販売しています。
ぜひ一度ご賞味ください。

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

最近話題の（?!）金芽米について詳しくお答えします！
Q & A
［金

きん

芽
め

米
まい

］

Ｑ：金芽米って？

最新の精米技術で金芽と亜糊粉層を残した無洗米で、栄養とおい
しさを両立した健康志向のお米です。白米と同じ口あたりで、白
米より旨味・甘みがあり、栄養価が高いのが特徴です。

Ｑ：金芽米の良さを具体的に知りたい！

Ａ：

Ａ：

Ａ：

お問い合わせ　ＪＡしまねやすぎ精米センター　TEL：0854-22-6958　FAX：0854-22-6960

この袋が
目印です!
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8月の外務日は
16日（水）・17日（木）
担当職員がお伺いします。

6月子牛市場県外移出頭数
山口県 岐阜県 兵庫県 三重県 佐賀県 鳥取県 その他 合計 県外移出率

雌 1 4 8 13 9 6 9 50 42.37％
去 24 10 6 0 3 0 3 46 27.54％
合計 25 14 14 13 12 6 12 96 33.68％

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 628,097 686,880 713,880 665,612 658,910
頭　　数 7 1 5 13 108
最高価格 831,600 686,880 754,920 831,600 1,630,800

ヌ
キ

平均価格 762,960 756,720 750,360 756,669 738,756
頭　　数 9 3 9 21 151
最高価格 1,026,000 803,520 872,640 1,026,000 1,040,040

総 平 均 価 格 703,958 739,260 737,331 721,853 705,461
合 計 頭 数 16 4 14 34 259

　平成29年６月の全国主要子牛市場平均価
格（全農・畜産生産部６月16日現在速報）は、
雌741千円（前月比97％）、去勢848千円（前
月比97％）、計802千円（前月比97％）で“続
落”の取り引きとなっています。
　本県６月の子牛市場は中央のみの開設で、
271頭の上場がありました。平均価格は、雌
659千円（前回比87％）、去勢739千円（前
回比87％）で“急落”の取り引きとなりま
した。今月の上場牛はややバラツキがみられ、
発育良好なものが多く見られた反面、発育・
肋張りが弱いもの、過肥気味のものが一部で
見受けられました。
　需要期後の今月は枝肉価格が軟調に推移し
ていることから、肥育農家が需要期まで出荷
を控える傾向が見られ、それに伴い素牛の引
き合いが弱まっており、全国的に下げ基調の
相場展開となっています。しかしながら素牛
価格が高騰している状況に変わりはなく、肥
育経営を大きく圧迫しているため、今後の枝
肉相場から目が離せない状況となっています。

市 況 動 向 中央“急落”の相場展開

税務相談会日程
⃝広 瀬 支 店　７月24日（月）10時～12時
⃝安来東支店　８月４日（金）10時～12時
⃝伯 太 支 店　８月４日（金）13時30分～15時30分
⃝広 瀬 支 店　８月28日（月）10時～12時

肥育センターA5評価牛（6月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS

花国165乃9－第2平茂勝－美津福 去勢 498.6㎏ A5 10
福安照－第7福桜－糸晴波 去勢 454.8㎏ A5 10

◎正職員登用（平成29年７月１日付）
▼赤江支店信用課・金坂祥汰
▼安来南支店信用課・福島沙和

人事異動
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