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グランドチャンピオン
▼肉用種牛子牛の部　　安達美千子・みちこ６の３
▼肉用種牛の部　　　　青戸猛虎・ゆきこ
▼乳用種牛未経産の部　遠藤肇・申請中
▼乳用種牛経産の部　　松本雄司・イブ アットウッド ダンディー

　やすぎ地区本部は６月17日と７月２日、３年生のＰＴＡ活動
に講師として参加し、やすぎ女性部の協力のもと「お米を食べよ
う！」をテーマに調理実習を行いました。２日間で親子44組、
総勢約100人が参加し、お米の炊き方や安来産野菜をたっぷり
使ったスープ作りに挑戦しました。
　３年１組はおにぎりと味噌汁を、２組はとうもろこしごはんと
ミネストローネ風スープを作りました。児童は、お米の研ぎ方や
野菜の切り方を女性部員に教えてもらいながら、親子で協力して
調理していきました。料理のできあがりを待つ間には、ＪＡの職
員がお米ができるまでの紙芝居やお米クイズを行い、楽しみなが
らお米について学んでもらいました。
　料理を食べた児童は「自分で作ったごはんはおいしかった。家
でもお手伝いをしてみようと思う」と話しました。
　また、６月24日には５年２組のＰＴＡ活動に講師として参加
し、親子28組、約60人がカエルのデコ巻き寿司と味噌汁作りに
挑戦しました。
　味噌汁は煮干しからだしを取り、班でそれぞれ好きな具材を４
種類選んで調理していきました。巻き寿司は、酢飯を均等に分け、
魚肉ソーセージやチーズかまぼこを目や口にして、できあがりを
想像しながら親子で協力して可愛いカエルの顔を完成させました。
　ＪＡの職員は「子どもたちがお米の大切さや料理の楽しさを知
るきっかけになると嬉しい」と話しました。

十神小学校のＰＴＡ活動で食育★

　安来農林振興協議会は７月11日、利弘町
で島根中央子牛共進会と島根県種畜共進会
の予選を兼ねた安来市種畜共進会を開き、
市内の農家から肉用種牛・乳用牛種牛が４
部門に前年を上回る計35頭出場しました。
　審査員４人が出場牛の体積や均称、骨格
などを審査し、各部門のグランドチャンピ
オンと、島根中央子牛共進会へ４頭、島根
県種畜共進会に３頭の出品を決定しました。
　同協議会伊藤精一副会長は「前年を上回
る出品牛の数に、生産者の畜産に対する思
いを感じた。宮城全共に向けても関係機関
と連携し、最大限の支援をおこなっていく」
と話しました。審査結果は次の通りです。

安来市種畜共進会開催
肉用種牛
子牛の部

肉用種牛
の部

乳用種牛
未経産の部

乳用種牛
経産の部

３年１組★

５年２組★

３年２組★
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　広瀬町比田地区で地域の活性化に向けて事業を展開して
いるえーひだカンパニーは７月15日、同地区初となる夏
秋イチゴの収穫を記念して、サマーフェスタ比田いちご祭
りを開催しました。収穫した夏秋イチゴを使用したケーキ
やスムージーなど４種類のオリジナルスイーツやドリンク
の販売などを行い、地域住民で賑わいました。
　夏秋イチゴを栽培するか
みさこ農園で新規就農を目
指して研修に励む重森はる
かさんが、来場者に向けて
品種の「すずあかね」を紹
介。しまね観光大使の安田
英里香さんが取れたてのイチゴを試食し、ＰＲしました。
　同農園では４月から夏秋イチゴの栽培を開始。約3000
株を定植し、現在市内の道の駅や近郊のスーパー、洋菓子

店などに順調に出荷しています。重森
さんは「不安はあったが、無事に収穫
を迎えることができてほっとしている。
支えてくれるたくさんの方に感謝して、
今後も栽培管理を頑張っていきたい」
と意気込みを話しました。

　ＪＡカップ第34回県学童軟式野球選手権大会（県軟式
野球連盟、山陰中央新報社主催、ＪＡしまね、ＪＡ共済連
島根特別協賛）の安来地区予選が７月15日・16日に安来
運動公園野球場で開かれ、出場した８チームの中から、安
来ゴールドスターズ（宇賀荘・南・能義）が初優勝を飾り
ました。
　16日の予選最終日は、安来、島田、社日、赤江がベス
ト４に進出し、熱戦を繰り広げました。決勝は安来ゴール
ドスターズと社日ドジョーズ。安来が初回に先制すると、
３回、５回にも得点を加えて突き放し、６回に２点を追加
して７－０で優勝を果たしました。
　安来ゴールドスターズは、８月19日・20日に松江市営野
球場で開かれる県大会に出場します。キャプテンの藤田弘
樹くんは「県大会に向けてしっかりと練習して、優勝できる
よう一戦一戦頑張りたい」と意気込みを話しました。優勝目
指してがん
ばれ！

え～ひだサマーフェスタ
比田いちご祭り開催

安来ゴールドスターズ初優勝飾る

　やすぎ地区本部
は７月16日、安来
生産センターで第
３回総合展示会を
開催しました。
　展示会では、特
産品青空市や農業機械・自動車の商談、生活用品の展示即
売、農青連やＪＡ職員が作る安来の農畜産物を使った飲食店
など多くの店が出店。他にも空くじなしのお楽しみ抽選会や
スタンプラリーなども行い、多くの人で賑わいました。
　また、総合司会には、ＢＳＳ山陰放送アナウンサー山根伸
志さんを迎え、会場を盛り上げました。

ほっとフェスタ2017開催
（第３回総合展示会）

　ファーム宇賀荘は７月25日・
26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・島根の組合員家
族と、田んぼの生きもの観察会と
かかし作りを行いました。
　生きもの観察会には約50人が
参加し、生産者と一緒に水田近くの水路に入り、タモを使っ
てタニシやメダカ、カエルなど20種類の生きものを捕まえ
ました。宍道湖自然館ゴビウスの淺津紳司さんを講師に、捕
まえた生きものを観察しながら、それぞれの生きものの説
明や生きものが住める環境についての説明を受けました。
　かかし作りには約40人が参加し、生産者に指導を受け、
家族で協力しながら竹やワラを使って胴体を作り、古着を
着せて思い思いの顔を描いて完成させました。
　同法人の河津幸榮組合長は「子どもたちが米作りや水田

の生きものに興
味を持ってくれ
ると嬉しい」と
期待を込めまし
た。

生産者と消費者が米作りを通して交流

暑い中、たくさんのご来場ありがとうございました！
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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

お問い合わせ先■JAしまねやすぎ地区本部　総合企画課（担当：熱田）　電話：0854-22-3751

　今月は、双子だけど性格や好き嫌いも違
う鈴ちゃん唯ちゃんと、ふたりに負けない
くらい元気な惺くんの３人姉弟を紹介しま
す！
　しっかり者の鈴ちゃんは野菜が大好き！
特におじいちゃんが畑で作ったトマトが大
好きなんだって。とっても優しい唯ちゃん
は音楽が大好き！歌を歌うことや、ピアノ
を弾くことが好きなんだって。好きなもの
は違うけど、ふたりで追いかけっこしたり、
カーテンでかくれんぼしたり、虫取りや水
遊びをして仲良く遊んでいるよ。
　つたい歩きが出来るようになった惺く
ん。お姉ちゃんたちが遊んでいるところに
入りたくて、いつもふたりを追いかけてい
るよ。いろんなものに興味津々で、口に入
れてみたり、おもちゃにして遊んでみたり
しているんだって。惺くんと一緒に遊べる
日をみんな楽しみにしているよ。

～お父さんお母さんより～
「いつも明るく笑い声の絶えないお笑いコ
ンビのような鈴と唯。そのふたりに惺とい
う新しい仲間が増えました！これからも笑顔
いっぱいのトリオのような姉弟でいてね。私
たちの元に生まれてきてくれてありがとう！」

◎講師：栄養士　飯塚生美子 氏

家の光料理倶楽部掲示板

山本　鈴
りん

 ちゃん（２さい）

唯
ゆい

 ちゃん（２さい）

惺
せな

 く　ん（10ヵ月）

家の光料理倶楽部が1年経過することに伴い、新メンバーを募集いたします。毎月1回、雑誌『家の光』
を参考にした先生オリジナルの料理を、仲間と一緒に楽しく作って、おいしく食べませんか?♪

新メンバー募集!!

活動日▼原則第4水曜日　10時～13時頃
第1回活動日▼9月27日（水）
場所▼赤江交流センター
参加資格▼家の光年間購読者

※未購読の方は年間購読をしていただきます

募集人数▼10名程度
※定員になり次第締め切ります

年会費▼3,000円／年
※別途、材料費（500円程度）を料理教室参加時にいただきます

申込締切▼平成29年9月8日（金）
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　普段何気なく撮っている写真ですが、プロのカメ
ラマンに構図やアングルを意識して撮ることを教え
てもらい、外に出て実際に写真を撮ってみました。
撮った写真は講評をしてもらったり、他の人の写真
を見たりして、新たな発見があったようです。

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
㈲モリオカフォトスタジオ

盛岡　義弘 氏

講 師

◆普段、 構図やアングルをあまり意識せずに写真を
撮っていましたが、今回の講座で勉強になりました。
露出補正の機能などこれから使ってみたいと思い
ます。 ちょっと苦手な分野でしたが、 講座を受けて
みて面白かったし参考になりました。

◆三分割構図を意識して写してみました。 明るさ調
整ができると、 もっとステキな写真が撮れるだろう
なと思いました。 レンズを通してみると、 意外にも
知らなかったことがわかったりして興味がわきました。

生徒感想

第４回

講座

福祉課だより

お問い合わせ

地域のボランティアのみなさま
いつもありがとうございます！

　大正琴の音色にあわせて歌う懐かしい歌の数々は、情景を思
い浮かべることができ心が豊かになります。また華やかな衣装
のボランティアの方々との交流は、心が明るくなり笑顔がこぼ
れます。
　デイサービスふれあいへボランティアのみなさまが来てくだ
さると、ご利用者の方々はもちろん職員も元気をいただきうれ
しくなります。誰もが通る同じ道･･･その道を誰かのために役
立ちながら年齢を重ねていくことが大切なこと、と学ばせてい
ただくことの多いこの頃です。

しなやかな踊りに素敵な衣装

懐かしい曲は心に響きます

銭太鼓の軽快なリズム

写真の撮り方
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広瀬支店
編

（後列左から）
岩田律

岩田章

内田
門脇
横山
石田
渡部
清山

（前列左から）
岩田睦

濱田
山本
藤田
坂田

発見！ やすぎ地区本部

私たちにおまかせくださ
い！

　広瀬支店は、広瀬地区の信用窓口として日々活動しております。現在は窓口担当と渉

外担当合せて13名と以前に比べると職員が少なくなりましたが、広瀬地区の皆様と共

に活動し、愛される支店を目指しております。

　元気なあいさつと明るい対応に心がけ、皆様のご来店をお待ちしております。

◎所在地／安来市広瀬町広瀬802　◎電話番号／0854-32-2331

広瀬支店DATA
■信 用 課　8人
■渉外担当　6人

生産者DATA
大阪からIターンして
就農し、米粉を使った
商品を開発している。
他にも、まるでパスタ
な米粉麺シリーズとし
て平たい麺の『フェッ
トチーネ』も販売して
いる。

　安来産米を100％使用した、もちもちと
した新食感の米粉麺。「子どもに食べさせ
たい野菜」ランキング上位の、ニンジン・
カボチャ・ホウレンソウが入った人気の米
粉麺を一袋にミックスしました。カラフル
でサラダやスープ、お弁当など様々な料
理を彩ります。小麦を使用していないの
で、アレルギーの方にも安心してお召し上
がりいただけます。

グリーンセンター各店・なかうみ菜彩館でお求めいただけます♪

販　売　者：まいもん工房　中村 一人
問い合わせ：０８５４－３４－０１３０

まるでパスタな米粉麺
フィジリ　　　　

安来の特産を使って作られた加工品を紹介します！

70ｇ入り
380円（税込み）
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≪期限≫　平成29年9月末まで

お問い合わせ・お申し込みは、

やすぎ地区本部　生活燃料課（TEL：28-7200）まで
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※行程表の時間はあくまで目安です。交通機関の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。
※集合・解散地の当社指定配車場所につきましては、後日書面にてご案内致します。　　　　

本旅行は次の条件に基づきます。
●募集型企画旅行契約　この旅行は、㈱農

協観光（以下「当社」といいます。）が企画
する旅行であり、この旅行に参加されるお
客様は当社と募集型企画旅行契約（以下

「旅行契約」といいます。）を締結すること
になります。また、旅行条件は、下記による
ほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、
出発前にお渡しする最終旅行日程表と称
する確定書面及び当社旅行業約款募集型
企画旅行契約の部によります。

●旅行代金には諸税・サービス料が含まれ
ております。

●この旅行は「うきうき（国内旅行傷害保
険）」に加入しています。詳しくは、弊社社
員へご照会ください。 

●変更 輸送機関のスケジュール、気象条件、その他不可抗力
による事由又通過、料金の規定により旅行日程・旅行代金を
変更する場合があります。

●免責事項 天災地変、暴動、運送、宿泊機関が事故遅延もしく
は火災のために生ずる旅行日程の変更もしくは中止、盗難、
食中毒、伝染病、自由行動の中の事由によりお客様が損害を
受けられた場合は賠償の責任は負いません。

※旅行の日程及び旅行代金は平成29年6月1日現在を基準と
しています。

ご旅行条件（要約・国内）＊詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申し込みください

●取消手数料
取　消　日

旅行出発日の前日より起算してさかのぼって21日前まで
旅行出発日の前日より起算してさかのぼって20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算してさかのぼって7日～2日前まで
旅行出発日の前日
旅行出発日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

取　消　料
無　　　　　　料
旅行代金の  20％
旅行代金の  30％
旅行代金の  40％
旅行代金の  50％
旅行代金の100％

写真は全てイメージです。

※上記ホテルは、同等クラスまたは同等クラス以上に変更になる場合があります。最終しおりにてご案内いたします。

ホテル・土佐御苑は四国観光・高知観
光の宿に最適・便利な高知県の老舗旅
館です。日本の名旅館１００選・料理部
門に連続入選中の料理・おもてなしに
てお寛ぎ下さい。

イメージイメージロビーロビーイメージ大浴場

イメージイメージ外観外観

国内旅行保険加入
のおすすめ

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や
賠償金回収が困難な場合があります。これらの移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保険にお客様自身でご加入されることをお勧めします。
国内旅行保険については、弊社係員にお問い合わせください。

※お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要となる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「3.お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が
　必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。
　総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引きに関する責任者です。このご旅行に関しご不明な点がありましたらご遠慮なく下記の取扱管理者におたずね下さい。　※写真は全てイメージです。

イメージ夕食料理

JAしまね やすぎ地区本部親睦旅行

広島県

岡山県島根県

香川県

高知県

岡山

瀬戸大橋

岡山市総合文化体育館

牧野植物園土佐御苑

桂浜

至安来

■コース表 ◎入場観光 ○下車観光 △車窓観光 食事日次

昼

夕

10/
23

月

10/
24

火

18:30～19:30

10:40～15:30

途中のSAにて自由夕食購入

ホテル（8:00）　　　　　　　　　　　〈高速道路〉　　　　　　　　　　 豊浜SA（休憩）

　◎岡山市総合文化体育館　　　　　　　　　

　　　　　　　　　〈高速道路〉　　　　　　　　　　　　　　　　安来地区各地（当社指定配車場所）

安来地区各地（当社指定配車場所）　　　　　　〈高速道路〉　　　　　豊浜SA（休憩）

　　　 三翠園【昼食】　　　 ○桂浜【散策】　　　 ◎牧野植物園
　　　ホテル（泊）（16:50）

6:30～7:30

※夕食では、人気の「よさこい踊り」と
　「うげうげ踊り」等でお楽しみください。

弁

朝
秋巡業/大相撲岡山場所（お弁当付）

■旅行企画・実施

松江市千鳥町15コープビル1F
総合旅行業務取扱管理者　水田　章信

☎0852-26-2600島根支店 

■旅行に関するお申し込み・お問い合わせは■JA事業に関するお問い合せは

年金のお受け取りは近くて便利な
最寄りのJAをご指定ください

観光庁長官登録旅行業第939号

島根県農業協同組合 やすぎ旅行センター
島根県知事登録旅行業者代理業第17号
島根県安来市下坂田町1075-1
総合旅行業務取扱管理者　佐中　繁俊 ☎0854-28-6699

代理業 観光庁長官登録旅行業第939号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

やすぎ地区本部

平成29年

（税込）39,800円39,800円
※3名1室利用お一人様4,000円アップします。
　2名1室利用お一人様6,000円アップします。（ただし手配できない場合もあります。）

申込金 8,000円（旅行代金に充当）

旅行実施日

旅行代金 （大人お一人様4～5名以上1室利用）

食事条件 朝食1回、昼食2回（弁当含む）、夕食1回
利用予定バス会社 一畑バス・仁多観光・奥出雲観光・

はつみ交通 又は同等クラス

募集人員 35名様（最少催行人員30名様）

〆切日
※但し満員になり次第締め切らせていただきます。

9月22日㈮平成
29年

添乗員 同行いたします。
10月23日㈪～24日㈫

2日間・・・
ととと

1 日目

桂浜桂浜 イメージイメージ

平成29年秋巡業

大相撲岡山場所
平成29年秋巡業

大相撲岡山場所

坂本龍馬像坂本龍馬像 イメージイメージ

イメージイメージ

うげうげ踊りうげうげ踊り 三翠園での昼食三翠園での昼食
イメージイメージ

イメージイメージ

※弊社「貸切バス事業者リスト」当社ウェブサイト（http://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）をご覧頂くか、当社支店へご請求下さい。
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7月子牛市場県外移出頭数
山口県 滋賀県 兵庫県 長野県 香川県 三重県 佐賀県 その他 合計 県外移出率

雌 1 19 13 1 6 10 5 11 66 41.25%
去 27 3 8 13 5 0 5 5 66 36.26%
合計 28 22 21 14 11 10 10 16 132 38.60%

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 739,954 723,240 642,870 708,634 691,647
頭　　数 7 3 4 14 99
最高価格 804,600 789,480 840,240 840,240 1,030,320

ヌ
キ

平均価格 800,010 868,320 804,000 804,747 788,900
頭　　数 12 1 9 22 123（1）
最高価格 940,680 868,320 901,800 940,680 987,120

総 平 均 価 格 777,884 759,510 754,422 767,370 744,033
合 計 頭 数 19 4 13 36 223

（　）内♂頭数

　平成29年７月の全国主要子牛市場平均価
格（全農・畜産生産部７月21日現在速報）は、
雌714千円（前月比96％）、去勢821千円（前
月比97％）、計774千円（前月比96％）で“続
落”の取り引きとなっており、高値疲れの様
相を呈している状況です。
　本県７月の子牛市場は、隠岐・西部・中央
市場で開設し710頭の上場があり、平均価格
は隠岐656千円前回比23千円安）で“弱含
み”、西部市場が712千円（前回比99千円安）
で“急落”、中央市場は744千円（前回比38
千円高）で“反発”の取り引きとなりました。
　枝肉相場においては、今月に入ってからも
軟調傾向で推移しており、今後の需要期に向
かって不透明感が強まっていることから、素
牛相場に反映し続落傾向となっています。
　中央市場においては、発育良好な牛がみら
れた反面、発育の劣る牛や過肥気味の牛も散
見されるなど、発育状況にややバラツキがあ
りました。

市 況 動 向 隠岐“弱含み”西部“急落”中央“反発”

税務相談会日程
⃝広 瀬 支 店　８月28日（月）10時～12時
⃝安来東支店　９月１日（金）10時～12時
⃝伯 太 支 店　９月１日（金）13時30分～15時30分
⃝広 瀬 支 店　９月22日（金）10時～12時

9月の外務日は
13日（水）・14日（木）
担当職員がお伺いします。

肥育センターA5評価牛（7月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS

久冨福－照美－茂重桜
（平成29年度第1回枝肉共進会にて優秀賞1席を受賞） 去勢 477.8㎏ A5 12

勝早桜5－安平幸－茂重桜 雌 473.5㎏ A5 10
隆娘－亀勝－平茂勝 雌 413.5㎏ A5 8
諒太郎－平茂勝－北国7の8 雌 441.3㎏ A5 8

　平素より肥育センター堆肥をご利用いただき誠にありがとうございます。
　さて、堆肥配送について

1．8月23日（水）までの受付分は8月31日までに配達

2．8月24日（木）以降の受付分は11月1日より随時配達

とさせて頂き、その間の配達は停止いたしますのでご理解とご協力を
賜りますようお願いいたします。
　尚、上記の期間中でも自己引取りはご利用いただけますのでよろし
くお願いいたします。

お問合せ先 JAしまねやすぎ地区本部 営農経済部 畜産課　℡ 0854-28-7800

肥育センター堆肥の配送停止について（ご案内）
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