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　ＪＡしまねと島根県花き生産者協議会は７月28日から30
日の３日間、平成29年度島根夏の花品評会をゆめタウン出
雲で開きました。出品総数162点で、安来管内から67点出
品があり５点が受賞しました。受賞結果は下記の通りです。

　やすぎ梨生産部会による今年
産の梨の選果が始まり、下坂田
町の梨選果場で８月２日、部会
員や関係者ら約60人が集まり
開場式を行いました。同部会は
33戸の農家が約12㌶で栽培
に当たっており、２日から「幸
水」、23日からは「二十世紀」
の選果も始まり、９月中旬まで
２品種で合計80㌧の出荷を計画しています。
　今年産の梨は、受粉期の春からの好天に恵まれ、病害虫
の被害が少ないことや生産者らの綿密な生産管理で、形が
綺麗で糖度も高く良好に仕上がっています。金山浩美部会
長は「安来のおいしい梨をたくさんの方に味わってほしい」
と話しました。
　また、選果場では二十世紀梨の小売りイベントも行われ、
進物用の梨を求める多くの人で賑わいました。購入者は「県

外に嫁いだ娘が地元の梨
を楽しみにしていて毎年
送っている」と話してい
ました。

島根夏の花品評会今年産の梨 仕上がり上々

　やすぎ担い手支援センターは８月22日、農業入門基礎
研修の秋コースを開講しました。この研修は平成24年秋
からスタートし、年２回、８月～１月の秋コースと３月～
７月の春コースを行っており、秋コースには21人が参加
しています。
　開講式では、伊藤精一地区本部長が「研修修了後には新
たな担い手や農業サポーターとして、地域の農業に携わっ
てくれる人が増えると嬉しい」と挨拶しました。
　研修は雲南地区本部の高橋英次職員を講師に、野菜栽培
の基本や秋まき野菜に関する基礎知識について講義を行い
ました。その後ハウスに移動し、土づくりや畝たて、キャ
ベツとブロッコリーの定植、ニンジン、白菜、レタスの播
種作業などを行いました。参加者は「今まで自己流で栽
培していた
が、基本か
らわかりや
すく学べる
ので次の講
座 も 楽 し
み」と話し
ました。

　ＪＡしまねやすぎ女性部は８月２日、女性倶楽部えにょ
ば第２期生の修了式をゆう心で行い、29人が２年間のカ
リキュラムを修了しました。
　この倶楽部は、市内の50歳以上のＪＡ女性部員を対象
に、立ち振る舞いやヨガ教室など様々な講座を通して、自
分磨きや仲間づくりを行ってきました。
　修了式では、長島千代子女性部部長が女性部員の鈴木惠
美子さん手作りの修了証をひとりひとりに手渡し、「いろ
んな講座を通して皆さんと楽しい時を過ごせた。このご縁
が続くよう、今後も女性部の活動に積極的に参加していき
ましょう」と挨拶しました。
　修了式後には食事会を行い、楽しく食事をしながら２年
間の講座の写真をスライドショーで振り返り、思い出話に
花を咲かせました。
　女性倶楽
部えにょば
で は、10
月から新た
に第３期生
の講座をス
タートする
予定です。

農業入門基礎研修秋コース開講女性倶楽部えにょば第２期生修了

島根県農業協同組合組合長賞
　三輪　慎一さん　トルコギキョウ
島根の花振興協議会長賞
　藤原喜美男さん　りんどう
（株）ＪＦ兵庫県生花社長賞
　梶岡　優一さん　トルコギキョウ
（株）花満社長賞
　藤原喜美男さん　カラー
（株）ＪＡアグリ島根社長賞
　野島　年光さん　小菊
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　やすぎ地区本部は毎年夏休みに、放課後児童クラブの
夏休み活動支援を行っています。今年は各地区でトマト
だし料理やホバークラフト作り、染め物体験などを行い
ました。
　８月９日には広瀬町西比田で、あかえっ子クラブの１
～６年生31人が自然体験活動を行いました。児童たち
は、小川に放流したアユのつかみ捕りや小さな滝登り、
木のブランコなど、自然に囲まれた中での遊びを楽しみ
ました。つかみ捕りをしたアユは山根盛治副組合長がそ
の場でさばき、塩焼きにして提供。お昼には、近隣農家
の協力で手作りカレーも振る舞われました。
　児童クラブの教諭は「街部
に住んでいる子どもたちは、
暑くて校庭でもなかなか遊べ
ず、川遊びも簡単にはできな
い。自然の中でのびのびと遊
べるので毎年楽しみにしてい
る」と話しました。山根副組
合長は「自然と接することで、
児童たちの生きものや自然を
大切にする心を育てたい」と
意気込みを話しました。

児童クラブ夏休みの活動支援

　やすぎ月の輪まつり実行委員会などが主催する『やすぎ月
の輪まつり』の安来節踊りが８月16日に開催され、やすぎ地
区本部から23人の職員が参加しました。
　職員たちは本番に向けて練習を重ね、当日は揃いのハッピ
に身を包み、正調安来節の曲に合わせて会場を踊り歩きなが
らＪＡをＰＲしました。参加した職員は「ＪＡとして地域の
お祭りに参加することで、地域貢献にもつながると嬉しい」
と話しました。
　ＪＡでは、今後も地元イベントへの積極的な参加を通じて、
地域の皆様との交流やＪＡへの理解促進を図っていきます。

ＪＡ職員『やすぎ月の輪まつり』に参加

　やすぎ地区
本部は８月
18日、赤江
交流センター
で今年度５回
目の家の光介
護予防講座を行い、15人が参加しました。
　はじめに参加者は、ＪＡ島根厚生連の保健師さんからリ
ンパマッサージについて学びました。リンパ節や筋肉の流
れを意識しながら、つま先から顔まで丁寧にマッサージを
していきました。
　マッサージ終了後には、家の光９月号掲載のラッピング
ネックレス作りにも挑戦。手先を使うことで脳の活性化に
もなり、30分程度で素敵なネックレスが完成しました。
　参加者は「リンパマッサージは、実際に先生に指導や説

明を受けてわかりや
すかった」「ネック
レス作りはキレイに
出来上がり、頭の体
操にもなってよかっ
た」と話しました。

好評！家の光介護予防講座

トマトだしで

みそ汁作り★

ペットボトルで

ホバークラフト

　作り★

タマネギの皮で

ハンカチ染め★
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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
　作ることが好きな蒼宙くんは、小学３年
生。学校のお勉強は、図工や理科が好きな
んだって。おうちでは粘土でキャラクター
を作ったり、カードゲームをして遊んでい
るよ。最近は未確認生物や謎解きクイズに
もハマっているんだって。
　甘い物に目がないスイーツ男子の宏海く
んは、小学１年生。お手伝いが好きで、自
分から進んで料理やお皿を並べるお手伝い
をしてくれるよ。学校のお勉強は音楽の時
間が好きで、おうちでもよく歌っているん
だって。
　踊るのが好きな世夏くんは、こども園の
年中さん。よさこいチームに入っていて、
イベントに向けて練習を頑張っているよ。
最近のお気に入りはブタさんのぬいぐる
み！お兄ちゃんたちが選んでくれて、大切
にしているんだって。
　毎日ケンカもするけど、一緒にテレビを
みたり押し入れに入って秘密基地ごっこを
したり、とっても仲良しな三兄弟です。

～お父さんお母さんより～
「よくケンカもするけれど、いざという時は
力を合わせる三人。これからもお互いを助け
合いながら、ゆっくり大きくなっていってね。」

松岡　蒼
あおい

宙 く　ん（８さい）

宏
ひろみ

海 く　ん（６さい）

世
せな

夏 く　ん（４さい）

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

◎講師：栄養士　飯塚生美子 氏

アンケートより
◆楽しい１年間でした。先生の笑顔と若い方のパワーに、倶楽
部の日を毎月楽しみにしていました。家の光の料理が安来の
食材でアレンジされて、手軽に家で作れたことが収穫でした。
◆最後のとても豪華なランチを、全メニューおいしくいただきま
した。パエリアは難しいと思っていましたが、意外と簡単に
できて感激です。１年間ありがとうございました。

8月30日開催

完成
品

家の光料理倶楽部掲示板

Ｍ　Ｅ　Ｎ　Ｕ
★フライパンでパエリア
★豆腐ピザ
★人参ポタージュ
★ピーマン味噌
★クリームブリュレ風ライスカスタード

※料理は家の光９月号を参考にした、先生の
オリジナルレシピです♪

１年目
最終回
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　今回は夏休みということで、子どもさんも一緒に
しじみのストラップ作りに挑戦しました。しじみの
貝殻や着物の端切れを使って、エコで可愛いスト
ラップができ、夏の思い出になったようです。

女子大レポート
暮らしのギャラリー なすの花

山根 良太 氏・英美 氏

講 師

◆子どもたちも一緒に参加させてもらいました。 子ども

がそれぞれの好みでパーツを選び、 頑張って作っ

ていて楽しそうでした。 エコな作品なのでお勉強に

もなり、 よかったです。

◆最初できるか心配でしたが、 意外と簡単に可愛

いオリジナルのストラップができて、 とても嬉しいで

す。 同じテーブルの方ともより仲良くできてよかった

です。

生徒感想

第５回

講座

福祉課だより

しじみストラップ作り

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

お問い合わせ

デイサービスふれあいの夏祭り
　「かき氷の蜜は何味にする？イチゴかね、メロンかね？」「イ
チゴにすーわ、練乳もかけてごしないよ！」……各地で夏祭り
が催される８月のある日、ふれあいのデイルームでも、かき氷
や綿菓子などで昔懐かしい風景の一端が再現され、ご利用者の
みなさまの生き生きとした表情に出会うことが出来ました。
　デイサービスふれあいでは古来からの文化や生活習慣を取り
入れながら、サービスを通じて、ご自分の人生を振り返ってい
ただけるよう努めています。そして『春夏秋冬』、季節を実感
しながら年齢を重ねていただきたいと願っています。
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【お問合せ先】 くにびき生活燃料センター☎0852-36-9270 やすぎ生活燃料課☎0854-28-7200
雲南ＬＰガス課☎0854-42-9131 隠岐どうぜん経済部☎08514-7-8005 出雲ガスセンター☎0853-28-1234

斐川ガスセンター☎0853-72-3304 島根おおちＬＰＧセンター ☎0855-95-0362

平素はＪＡしまねのＬＰガスをご利用いただき、ありがとうございます。

日頃のご愛顧に感謝を込めて、ガス川柳(豪華景品付)を募集します。日常生

活でのガスの便利さや、お祭り･屋台での楽しい思い出など、ＬＰガスにまつ

わるさまざまなエピソードを川柳という17文字に込めてご応募ください。

●応募方法：川柳、住所、氏名、年齢、電話番号を官製ハガキにご記入のうえ、応募してください。

（注）発表の際、ペンネームを希望される方は、必ずペンネームを記入してください。

●送り先：〒699-0631 出雲市斐川町直江5030番地 ＪＡしまね自動車燃料部「川柳募集係」まで

●応募規定：５・７・５の１７文字の川柳で、応募はお一人様 ３点までとします。

●各賞（賞品）

◇最優秀賞 ３本 ガスファンヒーター＆島根の特産品詰合せ

◇優 秀 賞 １２本 ガスファンヒーター

◇佳 作 ３０本 島根の特産品
注１）当選の権利は譲渡できません。

注２）ＬＰガスファンヒーターは取付工事・配管無料。

●募集締切：平成29年10月31日(火)当日消印有効

●選 考 会： ＪＡしまね本店自動車燃料部にて

●各賞発表：受賞作品とともに１月号の情報誌に掲載します。

皆さまのご応募、お待ちしております!!

ガス川柳 大募集!!

※賞品の写真はイメージです。実物と異なる場合、または

商品が変更となる場合がございますのでご容赦ください。

入賞作品例

ガ
ス
で
炊
く

お
ふ
く
ろ
の
味

み
な
笑
顔

★一般米
（１）うるち玄米 30㎏紙袋、円

品　　　種 １等 ２等 ３等
コ シ ヒ カ リ 5,950 5,600 5,100
き ぬ む す め 5,800 5,450 4,950
ヒ ノ ヒ カ リ 5,800 5,450 4,950
ハナエチゼン 5,600 5,250 4,750
に こ ま る 5,800 5,450 4,950
そ の 他 5,500 5,150 4,650

※ＪＡ米の▲300円/30kgとする
※一般米における品質仕分け（１・２等）は廃止する

（２）醸造好適米 30㎏紙袋、円
品　　　種 特上 特等 １等 ２等 ３等

五 百 万 石 7,900 7,800 7,600 7,050 6,550
神 の 舞 7,900 7,800 7,600 7,050 6,550
佐 香 錦 8,250 8,150 7,700 7,050 6,550

（３）もち米 30㎏紙袋、円
品　　　種 １等 ２等 ３等

ヒ メ ノ モ チ 7,000 6,500 6,000
ヤ シ ロ モ チ 7,000 6,500 6,000
ココノエモチ 7,000 6,500 6,000
ミ コ ト モ チ 7,000 6,500 6,000
そ の 他 7,000 6,500 6,000

★JA米
（１）うるち玄米 30㎏紙袋、円

品　　　種 １等 ２等 ３等
コシヒカリ（ 上 ） 6,350 － －
コシヒカリ（基準） 6,250 5,900 5,400
きぬむすめ（ 上 ） 6,200 － －
きぬむすめ（基準） 6,100 5,750 5,250
ヒ ノ ヒ カ リ 6,100 5,750 5,250
ハ ナ エ チ ゼ ン 5,900 5,550 5,050
つや姫（特別栽培米）上 6,550 － －
つや姫（特別栽培米） 6,450 6,100 －
に こ ま る 6,100 5,750 5,250

＊コシヒカリ（上）・きぬむすめ（上）・つや姫（上）１等は、
ふるい目1.9㎜が対象

＊特別栽培米（減農薬コシヒカリ）は、１～２等400円加算
＊はで干し（コシヒカリ・きぬむすめ）は、水分13.9～15.5％で
（基準）に対して１～２等 250円加算かつふるい目1.9㎜の
１等は100円加算。

＊MOA（コシヒカリ・きぬむすめ）は、ふるい目1.9㎜で１等は
（基準）に対して100円加算。

（２）低水分・高水分米 30㎏紙袋、円
品　　　種 １等 ２等

コ シ ヒ カ リ 6,000 5,650
き ぬ む す め 5,850 5,500

※低水分米とは、13.8％以下のコシヒカリ・きぬむすめ
※高水分米とは、15.6％～16.0％のコシヒカリ・きぬむすめ

★加工用米 30㎏紙袋、円
品　　　種 １等 ２等 ３等

う る ち 米 全 品 種 4,202 3,902 3,402

平成29年産米　買取単価一覧表

14



≪期限≫　平成29年10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

９月の一番商品

１８，５００ 円
（税込）

特別

価格

定価 47,304 円(税込)

ＪＡグループ
推奨！

≪特別価格≫
１０月末まで

パロマ ガステーブルコンロ

片面魚焼きグリルで、機能もシンプルなタイプです。

型 番 PA-N41B-R、L
本体サイズ 590（幅）×461（奥行）×180（高さ）mm

強火力が 右側 か 左側 か選べます。

取付け、処分、ゴムホース
サービスします。
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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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8月子牛市場県外移出頭数
岐阜県 岡山県 佐賀県 兵庫県 山口県 長野県 その他 合計 県外移出率

雌 4 5 9 9 0 6 23 56 56.57%
去 14 8 3 2 11 4 3 45 32.61%
合計 18 13 12 11 11 10 26 101 42.62%

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 629,100 670,410 691,920 656,308 669,691
頭　　数 6 4 3 13 95
最高価格 720,360 698,760 713,880 720,360 870,480

ヌ
キ

平均価格 738,720 846,180 728,383 747,630 781,993
頭　　数 7 2 7 16 135
最高価格 848,880 851,040 838,080 851,040 1,126,440

総 平 均 価 格 688,126 729,000 717,444 706,692 735,405
合 計 頭 数 13 6 10 29 230

　平成29年８月の全国主要子牛市場平均価
格（全農・畜産生産部８月21日現在速報）は、
雌697千円（前月比98％）、去勢819千円（前
月比100％）で“弱保合”の取り引きとなっ
ています。
　本県８月の子牛市場は中央市場のみの開
設で、230頭の上場があり、平均価格は、雌
670千円（前回比97％）、去勢782千円（前
回比99％）と全国同様に“弱保合”の取り
引きとなりました。
　今回は盆前から枝肉相場が急落しており、
盆明け早々の中央子牛市場でも価格の下落が
予想されていましたが、結果的に前月並の相
場となりました。
　また、肥育センターの８月出荷の内、左記
の牛が８月１日開催の第39回しまね和牛枝
肉即売会において、ボリューム・肉色・コザ
シが評価され、最優秀賞を受賞しました。

市 況 動 向 中央“弱保合”の相場展開

税務相談会日程
⃝広 瀬 支 店　９月22日（金）10時～12時
⃝安来東支店　10月２日（月）10時～12時
⃝伯 太 支 店　10月２日（月）13時30分～15時30分
⃝広 瀬 支 店　10月16日（月）10時～12時

10月の外務日は
18日（水）・19日（木）
担当職員がお伺いします。

肥育センターA5評価牛（8月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS

福安照－安茂勝－平茂勝 去勢 500.4㎏ A5 12
第39回しまね和牛枝肉即売会最優秀賞受賞（８/１開催）

◎異動（平成29年９月１日付）
▼総務部総合企画課・坂本直也
　（営農経済部生産流通課）

◎新規採用
▼信用共済部資金課・岩崎愛理
▼営農経済部資材課・梶原学斗
▼営農経済部生産流通課・松浦　聡

◎定年退職（平成29年８月31日付）
▼門脇　進

人事異動

新人職員紹介

定年退職ご挨拶

門脇　進

　社会人としての
知識や経験不足な
点もあるとは思いま
すが、職員としての
自覚を常に持ち努
力していきたいと思
います。よろしくお
願いいたします。岩﨑　愛理 梶原　学斗 松浦　　聡

　組合員、地域
の皆様のお力に
なれるよう、誠心
誠意努力して参
りたいと思ってい
ます。よろしくお
願いいたします。

　組合員、地域
の皆様をはじめ多
くの方に感謝さ
れるよう、頑張っ
ていきたいと思い
ます。よろしくお
願いいたします。

この度、８月末を以って

定年退職いたしました。在

職中は公私ともに心温まる

ご指導とご厚情を賜りまし

たことを、心より感謝申し上

げます。地域の皆様のご健

勝とご多幸並びに、ＪＡし

まねの益々のご発展をお祈

り申し上げます。
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