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（左上から）北中宏一さん　三輪慎一さん　
藤原康孝さん　梶岡優一さん　藤原喜美男さん

島根の花品評会

◦島根県知事賞
　藤原康孝さん　ハイブリッドスターチス
◦島根県農業協同組合組合長賞
　藤原喜美男さん　風車菊　
◦島根の花振興協議会長賞
　藤原康孝さん　カラー
　野島年光さん　リキュウソウ
◦（株）ＪＦ鶴見花き社長賞
　北中宏一さん　トルコギキョウ
◦（株）ＪＦ兵庫県生花社長賞
　梶岡優一さん　トルコギキョウ
◦（株）ＪＡアグリ島根社長賞　
　三輪慎一さん　トルコギキョウ
◦しまね花商組合長賞
　北中宏一さん　ハボタン
◦福花園種苗（株）社長賞
　藤原康孝さん　ハイブリッドスターチス

やすぎの花品評会

◦安来市長賞
　梶岡優一さん　トルコギキョウ
◦島根県東部農業共済組合長賞
　藤原康孝さん　ハイブリットスターチス
◦島根県農業協同組合長賞
　千原利夫さん　トルコギキョウ
◦島根県花き生産者協議会長賞
　原田慎太郎さん　輪菊
◦（株）ＪＦ鶴見花き社長賞
　加藤敏枝さん　小菊
◦（株）花満社長賞
　梶岡優一さん　トルコギキョウ
◦（株）姫路生花卸売市場社長賞
　千原利夫さん　リンドウ
◦西日本花き（株）社長賞
　島田文子さん　トルコギキョウ
◦（株）南関東花き園芸卸売市場社長賞
　藤原喜美男さん　カラー
◦松江合同青果（株）社長賞
　藤原康孝さん　カラー
◦東亜青果（株）社長賞
　三輪慎一さん　トルコギキョウ
◦（株）中国種苗社長賞
　小池隼己さん　スプレーストック
◦やすぎ花卉部会長賞
　加納仁志さん　風車菊

　やすぎ花卉部会が主催する「やすぎの花」品評会が10月６日、道の駅あらエッサで開催され、出品総数50点の中から最優
秀賞の安来市長賞に、梶岡優一さん出品のトルコギキョウが選ばれました。また、ＪＡしまねと島根県花き生産者協議会が主
催する平成29年度「島根の花」品評会が10月21日、松江イングリッシュガーデンで開催されました。今年は高温で品質管理
に苦労された中、一昨年を上回る128点が出品され、安来管内から６人の入賞者があり入賞

の半数を安来が占める活躍をみせました。
　同部会の小池隼己部会長は「今後も花の
品質向上を図りながら、イベント等を通し
てやすぎの花の知名度アップと消費拡大を
目指していきたい」と意気込みました。
　各品評会の受賞者は次のとおりです。

「やすぎの花」・「島根の花」品評会

　やすぎ女性部と青年連盟は10月10日、ひろせ保育園の
年長・年中組の園児と、女性部の圃場で今年５月に一緒に
定植したサツマイモの収穫を行ないました。女性部と青年
連盟は定植して
から、水やりや草
取り、イノシシ対
策などを行なっ
て園児との収穫
を心待ちにして
いました。
　収穫の際、園児
たちは手で土をか
き分けたり、大人たちに土を起こしてもらったりしながら
一生懸命掘っていき、収穫した大きなサツマイモに歓声が
上がっていました。収穫後には女性部員が用意した蒸かし

イモが振る舞われ、美
味しそうに食べていま
した。園児は「大きな
おイモがとれて嬉し
かった。楽しかったか
らまたやりたい」と、
笑顔で話しました。

　安来市立十神小学校の５年生60人は10月10日、手作
業による稲刈りを行ないました。児童らは作業前に安来地
区民生児童委員会長で水田を提供している佐川裕通さんか
ら、米の生育状況や収穫までの管理、稲の刈り方などを教
えてもらいました。
５月31日に手作業
で田植えをした約４
㌃の水田で稲刈りを
行い、刈り取った稲
は束にしてはで干し
もしました。
　作業を終えた児童
は「初めて稲刈りをして難しかったけど、みんなで協力し
て楽しくできた。また稲刈りをやりたい」と話しました。
佐川さんは「この体験をもとにお米の大切さを知っていた

だいて、しっかりお
米を食べて欲しい」
と期待を込めまし
た。刈り取った稲は
精米され、学校給食
で全校生徒に提供さ
れる予定です。

女性部と青年連盟が園児とイモ掘り地域と学校が連携して稲刈り
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●男性の部
　優　勝　北尾　正作さん（島田）
　準優勝　角田　敏明さん（母里）
　第３位　安達　紘二さん（十神）
●女性の部
　優　勝　細田　明子さん（十神）
　準優勝　井塚　幸恵さん（荒島）
　第３位　細田　糸子さん（十神）

　ＪＡしまねやすぎ女性部は10月４日、赤江支店の２階
で女性倶楽部えにょば第３期生の開講式を行いました。長
島千代子女性部長より３期生24名一人一人に会員証を授
与し、これから２年間のカリキュラムがスタートします。
　この倶楽部はやすぎ女性部が主体で、市内の50歳以上
の女性を対象に女性部入会を条件としています。いつまで
も輝く女性であるためにお茶の入れ方やヨガ教室などの
様々な講座を通して、自分磨きや仲間づくりを行う目的で
４年前に設立しました。今回３期生は女性部に無縁だった
方が多く加入し、女性部全体の活性化につながっています。
　長島部長は ｢１回１回を大切に参加し、仲間と一緒に自
分を磨いていきたい｣ とあいさつしました。また式を終え
た３期生からは「地域が活性するために微力ながらお手伝
いしたい」と話し、来賓の伊藤精一地区本部長は「えにょ
ば等の女性部の活動に参加していただけることに敬意を表
したい。こ
の活動を通
じて何かを
つかんで欲
しい」と話
しました。

　第３回ＪＡしまねやすぎ地区本部杯親善グラウンド・ゴ
ルフ大会が10月７日、安来運動公園で行われ、総勢210
人が熱戦を繰り広げました。不安定な天候でしたが、ホー
ルインワンも多数出るなど賑やかな大会となりました。大
会には職員も参加させていただき、参加の皆様と親睦を深
めることができました。入賞者は以下の通りです。

女性倶楽部えにょば第３期開講熱戦！グラウンドゴルフ大会！

　ＪＡしまねやすぎ地区本部なかうみ菜彩館は道の駅あ
らエッサと協力し10月21、22日、｢新米とまいもん祭｣
を開催しました。
　同地区本部の新人職員５人が ｢新人｣ という意味の新米
と平成29年産のお米の「新米｣ を掛け、新米職員として
お客様と直接ふれあい新米の美味しさをお客様にＰＲしま
した。新米の販売をしつつ実食コーナーをもうけ、金芽米
の炊き立てご飯と共に地元農家の手作りかき揚げ、漬物、
目玉焼きなどを販売しました。他にも季節ならではのス
イーツの販売、新米紅白もち配布、｢新米すくいどり｣、｢米
俵の重量当てクイズ｣ など内容盛りだくさんで多くの方が
イベントを楽しみました。
　新米を味わったお客様
は ｢香りがすごくいい、美
味しいのでおかわりしてし
まった｣ と笑顔をみせまし
た。同店舗の稲田佳代店長
は「今回は様々なコーナー
をもうけ新米をＰＲできた、
毎年恒例のイベントとなる
よう取り組んでいきたい」
と意気込みを語りました。

新米とまいもん祭

　やすぎ地区本部の新入職員２人は４月24日、10月２日
からのそれぞれ５日間、農青連の協力で盟友の農場10ヶ
所で、農業研修を行いました。研修では、果樹･野菜の収穫、
花卉の調整や水稲播種、稲刈り、牛のえさやりなど、様々
な作業を体験しました。
　研修を受け入れて
くださった１人の上
廻達矢さんは「農業
の大変さ、楽しさを
感じてもらってＪＡ
に役立てて欲しい」
と話しました。研修
を終えた新入職員は
「今回の研修で農作業の大変さや農家さんの思いを知るこ

とができました。この
経験を今後の仕事に活
かしていきたいと思い
ます」と意気込みまし
た。現在、金坂祥汰は
赤江支店信用課、福島
沙和は安来南支店信用
課で頑張っています。

新入職員、農業を学ぶ
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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
　おてんばで元気いっぱいの咲愛ちゃん
は、遊ぶことが大好きなお姉ちゃん。ブロッ
クやパズル遊びにはまっていて、最近だと
お話上手になったんだって。普段は気分屋
でいつも元気がありあまっているみたい。
だけどはじめての人には恥ずかしがり屋な
一面も。
　お姉ちゃんとは対象的におっとりとした
性格の陽梨ちゃんは今年生まれたばかりの
女の子。最近は指しゃぶりに夢中で、ギター
の音とお風呂が大好き。お父さんが歌って
くれる大きなのっぽの古時計がお気に入り
みたい。
　ふたりともお父さん大好きなパパっ子！
咲愛ちゃんはチョコレートが好きみたいだ
けど、小さな陽梨ちゃんはこれからどんな
食べ物を好きになるのかな？今後の成長が
楽しみな姉妹です。

～お父さんお母さんより～
「甘えん坊で泣き虫だった咲愛。妹が生ま
れて、積極的にお手伝いをしてくれる妹想
いな優しいお姉ちゃんに成長してくれまし
た。まだまだ妹にやきもちをやいたり、わ
がままを言ってみたりそんな一面もあるけ
れど仲良くしている２人を見るとパパもマ
マも嬉しいよ。これからの２人の成長がと
ても楽しみです。咲愛、陽梨、大好きだよ。」

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（担当：熱田） 電話：0854-22-3751

◎講師：栄養士　飯塚生美子 氏

アンケートより
◆さつま芋料理のいろいろな簡単レシピを知ることができ
大変勉強になりました。

◆皆さんと協力し楽しくできました。どの料理も、とても
美味しかったので家でも作ってみようと思います。

10月25日開催

完成
品

家の光料理倶楽部掲示板

Ｍ　Ｅ　Ｎ　Ｕ
★根菜酢豚
★さつま芋サラダ
★さつま芋のスープニョッキ
★さつま芋入りみたらし団子
★金芽米ごはん

※料理は家の光11月号を参考にした、
先生のオリジナルレシピです♪

田 中 咲
さくあ

愛 ちゃん（３さい）

　 　 陽
ひまり

梨 ちゃん（４ヵ月）
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　国際交流ということでスコットランドとオランダ
に国籍をお持ちのジャック・ジェームス氏に外国料
理を教わりました。メニューはハロウィンが近いの
でカボチャのスープ、手作りカッテージチーズ、ブ
ロッコリーのリゾット、りんごのコンポートの４品を
作りました。外国人らしいジョークを交えながら説
明し、意外にも隠し味に醤油を使うなど驚きの連続
で料理を通して皆さん楽しく国際交流が出来ました。

女子大レポート
ジャック・ジェームス 氏

講 師

◆おいしいチーズが簡単に作れてびっくりしました。

今度家でも挑戦してみようと思います。

◆普段作ることがない料理が作れてよかったです。

ハロウィンでは是非試してみたいです。

生徒感想

第７回

講座

福祉課だより

国際交流クッキング講座

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

～安来市を知ろう！
デイサービスからのお出かけ！～

　デイサービスふれあいでは、切川地区に新しく完成
した総合文化ホールアルテピアへ見学に出かけました。
立派な建物の玄関を入ると、まず旧市民会館から移設
されたという地元陶芸家の壁タイルが目に入り、また
展示室には地元出身画家の作品が展示されていました。
　アルテピアから眺める風景に、季節や安来市の変わ
りようを実感し、ご利用者はそれぞれに感嘆した様子
でした。デイサービスふれあいではご利用者の外出の
機会を大切にしています。

ここも
安来かねぇ
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赤 屋 店
編

（左から）
上原
来間
岩田
長谷

発見！ やすぎ地区本部

私たちにおまかせくださ
い！

　こんにちは赤屋店です。日頃は皆様にご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

　当店は、店長以下４名の職員で日々の業務を行っています。当管内には、平成の名水百選の選定を受けている「鷹

入の滝」をはじめ、自然豊かな地域です。ご来店いただく地域住民の皆様も、人情味が厚く人間的に豊かな方ば

かりです。私たちはこれからも、こうした地域の皆様と共に、より「豊か」になりたい

と願いながら頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

◎所在地／安来市伯太町赤屋127　◎電話番号／0854-38-0633

赤屋店DATA
■信 用 課　4人

　原料の梅は安来産紅さし梅のみを贅沢に使用し
た風味豊かなジャムです。紅さし梅がもつ程よい
すっぱさと風味を活かしたジャムに仕上がっていま
す。甘酸っぱい味わいのジャムはパンはもちろん、
ヨーグルトのトッピングや紅茶にいれたりしても美
味しくいただけますのでぜひご賞味ください。

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♪

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）

梅 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！

150ｇ入り
570円（税込）
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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

※ガスファンヒーター用ガス栓と配管（５m以内）を
　ＪＡ負担で設置いたします。（共に１箇所）

工事費はＪＡが負担いたします。（５m以内）

１シーズン

ＪＡでガスを利用されることが条件となります。
ガス料金の目安
ファンヒーター１日３時間で月30日ご利用で
約5,600円（ご利用状況により変動します）

限定20台

翌年4月末まで
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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。
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10月子牛市場県外移出頭数
山口県 滋賀県 長野県 岐阜県 香川県 福岡県 佐賀県 その他 合計 県外移出率

雌 0 10 9 5 6 0 5 18 53 52.48%
去 18 5 4 8 6 9 4 5 59 39.86%
合計 18 15 13 13 12 9 9 23 112 44.98%

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 630,000 671,760 634,320 635,472 636,537
頭　　数 6 1 3 10 88
最高価格 937,440 671,760 852,120 937,440 1,410,480

ヌ
キ

平均価格 748,116 596,700 733,320 727,625 737,699
頭　　数 10 2 10 22 147
最高価格 955,800 677,160 918,000 955,800 1,095,120

総 平 均 価 格 703,823 621,720 710,474 698,828 699,817
合 計 頭 数 16 3 13 32 235（0）

（　）内♂頭数

　平成29年10月の全国主要子牛平均価格
（全農・畜産生産部10月19日現在速報）は雌
688千円（前月比98％）、去勢800千円（前
月比97％）と“弱含み”の取引きとなって
います。本県10月の子牛市場は中央市場の
みの開設で248頭の上場があり、平均価格は
雌637千円（前回比95％）、去勢738千円（前
回比89％）、総平均700千円（前回比93％）
で“反落”の取り引きとなりました。今月に
入ってから全国的に枝肉相場が下落してお
り、これに伴い素牛相場も全国的に弱含み傾
向にあります。さらに、枝肉では等級間の価
格差が大きくなってきているため、これを反
映するかのように中央市場でも上場牛の価格
差が顕著に現れました。

市 況 動 向 全国的に“弱含み”の取引き

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

● 11月27日（月）　9：00～14：00（安来南支店）
● 12月15日（金）　9：00～14：00（やすぎ支店）

肥育センターA5評価牛（10月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS

諒太郎－亀勝　－安茂勝 雌 540.0㎏ A5 12
公幸福－安福久－平茂晴 雌 434.1㎏ A5 9

◎異動（平成29年10月25日付）（　）内は旧部署
▼総務部総務課付・細田十美
　（信用共済部共済課）
◎新規採用（平成29年11月１日付）
▼信用共済部共済課・安井智子

人事異動

税務相談会日程
⃝広 瀬 支 店　11月27日（月）10時～12時
⃝安来東支店　12月１日（金）10時～12時
⃝伯 太 支 店　12月１日（金）13時30分～15時30分
⃝広 瀬 支 店　12月22日（金）10時～12時

12月の外務日は
13日（水）・14日（木）
担当職員がお伺いします。
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