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田辺さんご夫婦

　ＪＡしまねやすぎ地区本部は11月３日、サツマイモの
栽培体験「いもイモ★大作戦2017」の収穫祭を中海干拓
地で開催、毎年家族連れで来られる方もたくさんおられ今
年は約120名が参加しました。５月に定植したサツマイ
モはのびのびと大きく育ち、参加者は「今年のサツマイモ
は大きいので収穫していて楽しい」と話しました。また収
穫した区画ごとのサツマイモの総重量を競う「おいもコン
テスト」もあり大変盛り上がりをみせました。
　同地区本部はイモ掘りを終えた参加者に、ＪＡしまねの
金芽米を使用したおむすびと豚汁を無料で提供し、おかわ
りが出るなどとくに子供達に好評でした。

　島根県農業協同組合は11月10日平成29年度島根中央
子牛共進会を開催し、最優秀賞の島根県知事賞に安来市広
瀬町の田辺和正さんのふくめぐみが選ばれました。同会に
は計40頭が出品され、安来管内からは代表牛として伯太
から２頭、広瀬から４頭の計６頭が出品されました。
　午前に個体検査、午後に比較検査が厳しく行われ、各区
首席からグランドチャンピオンに選ばれた田辺さんの子牛
は発育が良く、体上線が
しっかりしており輪郭が
鮮明で品があると評価さ
れました。田辺さんは「大
変驚いております。そし
て感激しております」と
夫婦揃って喜びの言葉と
した。
　安来管内の審査結果は次の通りです。

　安来市下坂田町にある安来梨選果場が創立50周年を迎
え、ＪＡしまねやすぎ地区本部とやすぎ梨生産部会は11
月21日、同市の夢ランドしらさぎで記念大会を開催しま
した。安来で梨の生産がはじまって１世紀以上と歴史が古
く、同選果場は昭和43年に建設してから50周年、またや
すぎ梨生産部会も設立15周年を迎え大きな節目となりま
した。
　今大会には部会員や市場関係者ら約50人が集まり、過
去10年間の歴代役員らが功労者として表彰されたほか、
市場や運送業者らに感謝状が贈られました。同部会長の金
山浩美さんは「今後さらに部会員等が一致団結して安来梨
のブランド化を目指し、安心安全な特色ある梨作りに挑戦
しよう」と意気込みました。

　11月１日安来市伯太町の新田谷地区で安来市立赤屋小
学校の１・２年生７人は、５月に約200本定植したサツマ
イモ１区画の収穫作業を行いました。同地区からは７人の
住民とＪＡ職員２人が児童らの収穫をサポートしました。
　はじめに児童らはツル刈りやマルチ剥ぎに挑戦し、収穫
までの大変さを体感しました。収穫作業では移植ごてを
使って土を掘っていき、次々とサツマイモを収穫していき
ました。収穫を終えた児童は「なかなか掘れなくて大変だっ
たけど、去年よりも大きなサツマイモがたくさんとれてう
れしかった」と感想を言いました。収穫したサツマイモは、
学校給食で全校児童に振る舞われる予定です。

いもイモ★大作戦収穫祭

安来の子牛県内No.１に安来梨選果場50周年記念

地域と学校が連携してサツマイモ収穫

グランドチャンピオン　田辺 和正さん

部位賞 上部　細田 好二さん

１区　次　席　細田　好二さん
　　　優秀賞　秦　　百一さん

２区　首　席　田辺　和正さん
　　　優秀賞　安達美千子さん
　　　優良賞　庄見　隆好さん
　　　　　　　清山　高康さん
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　ＪＡしまねやすぎ地区本部は11月12日、
安来生産センターで日頃の感謝の気持ちを込
めて「謝恩市」を開催しました。第３回目と
なった今回の謝恩市は「実りの秋と地域に感
謝」をテーマに行われ、昨年度を上回る約
1,300人が訪れました。
　会場では、各支店等が企画運営した手作り
の食べ物屋台コーナーや、地元の野菜を使っ
た豚汁の無料サービス、はずれなしの抽選会
や餅まきなどで来場者をもてなしました。イ
ベントステージでは、テレビやラジオで活躍
しているべるを氏が総合司会を努め、今年
25周年の伯太太鼓同好会の太鼓演奏やシン
ガーソングライター六子のライブ、ビンゴ大
会が行われ会場を盛り上げました。
　伊藤精一地区本部長は「組合員・地域住民
の皆様に、イベントを通じて感謝の気持ちを
伝えることができた。今後も感謝の気持ちを
忘れず、地域に根ざした活動を行なっていき
たい」と話しました。

感謝の気持ちを込めて
謝恩市開催

　やすぎ女性部は10月24日マンモグラフィー検診に合
わせてＪＡ介護予防体操講座を開催しました。今回は転倒
する原因や危険性、そして転倒しないための改善方法を学
び、改善方法のひとつの ｢てんとうむし体操｣、骨盤底筋
群鍛え失禁予防のための ｢ミツバチ体操｣ などを実践しま
した。
　姿勢を正した状態で下半身だけでなく全身を鍛える椅子
を使った筋力トレーニングは、簡単そうな運動にみえます
がしっかりやると意外にも大変で、受講した方は｢普段使っ
ていない筋肉を使って汗をかきました。今後転倒しないよ
うに毎日トレーニングしていきたい｣ と話しました。

転倒をなくすために！

　ＪＡしまねやすぎ地区本部は11月８日、安来市下坂田
町にあるふたばこども園で地産地消マクロビオティック料
理教室を開催しました。６組の親子が参加し、講師には
20年以上前から松江市などでマクロビオティック料理の
提供や教室を行っている北村由美子さんを迎えました。
　参加者は北村さん
からお米や無農薬野
菜、旬の食材の大切
さを聞きながら、冬
野菜の重ね煮みそ汁、
車麩をお肉にみたて
てサンドイッチ、ナムル丼、などのマクロビオティック料
理を６品作りました。また、ご飯には栄養価の高い金芽ロ
ウカット玄米を使用し、米の消費拡大のためＰＲも行いま
した。参加者は「普段野菜の捨ててしまっていた部分も使
うなど、とても勉強になりました。とても美味しかったの

で今後試していきたい」と話
しました。北村さんは「野菜
中心としたマクロビオティッ
ク料理も大切だけど、家族団
らんの楽しい食事が１番大切
です」と深い話をしました。

マクロビオティック料理教室

たくさんのご来場ありがとうございました！

ＪＡしまねやすぎ地区本部　総合企画課（担当：熱田）まで
電話：0854-22-3751

ぜひやってみたい方は...

大盛況！ 各のブースやもちまき

音楽で盛り上げる太鼓演奏と六子のライブ♪

豪華賞品が当たる抽選会やビンゴ大会！
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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
　毎日自己学習をするくらい勉強が大好
きなひまりちゃんは、長女でしっかり者の
小学1年生。習い事で水泳をしていてもう
50メートル泳げるんだって！そんなひまり
ちゃんの将来の夢は学校の先生になること。
　我が道を行くりおなちゃんは、マイペー
スな次女。好きな食べ物はイクラと将来は
大物になる予感！？そんなりおなちゃんの
将来の夢はお父さんと一緒なコックさんな
んだって。
　今年生まれたばかりのりゅうのすけくん
は、よく笑う穏やかな性格。とくにりおな
ちゃんの歌で笑うんだって。12月からお
姉ちゃんと一緒な保育園に通う予定で、今
から楽しみにしているみたい。
　しっかり者なひまりちゃん、マイペース
なりおなちゃん、穏やかなりゅうのすけく
ん、それぞれ性格はちがうけどすごく仲良
しな３人でした。

～お父さんお母さんより～
「ひまりちゃん、頼もしいお姉ちゃんにな
りましたね。勉強大変だけど頑張って！！
りおなちゃん、来年は年長さんですね。保
育園生活最後の年、お友達といっぱい遊ん
で、楽しく過ごせますように。りゅうのす
けくん、元気にすくすくと育ってね。３人
が立派に成長するのを、お父さんお母さん
は楽しみにしています。」

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
◆レンコンの歯ごたえ、ゆずやしょうがの香りがとてもよ

かったです。
◆丼ぶり物は、子供たちに作ってやろうと思います。
◆お正月にお客様に出せるごちそうを教えていただきあり

がとうございました。

11月22日開催

完成品

家の光料理倶楽部掲示板

Ｍ　Ｅ　Ｎ　Ｕ
★蓮根そぼろ丼（207p）

★里芋海老茶巾のみぞれ餡かけ（42p）

★麩の辛子和え（205p）

★ブロッコリーのキッシュ風（208p）

※料理は家の光12月号を参考にした、
先生のオリジナルレシピです♪

青戸 陽
ひまり

万里 ちゃん（７さい）

里
りおな

桜菜 ちゃん（４さい）

龍
りゅうのすけ

之介 く　ん（４ヵ月）
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　講師に未生流（庵家）の師範の飯塚生美子氏を招
き、大人の女性のたしなみのひとつでもある生け花
を体験しました。はじめに華道の意味と歴史を学び、
今回は生け花入門ということで花瓶ではなく身近な
インサートカップで花器を作り、ポイントを教わり
ながらアレンジメント感覚で花を生けました。最後
に作品の鑑賞会を行い楽しい時間となりました。

女子大レポート
未生流（庵家）
飯塚生美子 氏

講 師

◆ずっと生け花をやってみたかったので、 今回参加

できてとても嬉しかったです。

◆身近なもので生け花を楽しむことができたので、

生活の中にも活かしていきたいなと思います。

学生感想

第 8 回

講座

福祉課だより

生け花入門講座

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

介護予防で健康長寿！
　11月20日、能義地区の年金友の会の介護予防講座で、
皆さんに日々気をつけておられることを伺ってみまし
た。「グランドゴルフをしとるよ」、「歩いているよ」等々、
運動を意識的にしておられ方が多いようでした。
『笑うことも大切ですよ』とお話しすると、「新聞にも
書いてあったで！」「家では笑うことないわ」……と。
『笑うことで免疫力があがりますよ！』と、みんなでゲー
ムを楽しみながら大声で笑いました。
　福祉課では、各地域へ出かけ『介護予防活動で健康
長寿を目指しましょう！』と呼び掛けています。
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比 田 店
編

（左から）
若狭
近藤
藤田
坂東

発見！ やすぎ地区本部

私たちにおまかせくださ
い！

　みなさんこんにちは。今回は比田店を紹介させていただきます。

　比田店は、４人の職員で、信用・共済・経済業務を行っています。店舗は、国道432号線沿いの奥出雲町まで

５分の位置にあり、隣に「いきいき市場農産直売所」もあって地域の憩いの場となっています。米倉庫には、秋

に収穫した「おいしい比田米」がたくさん入庫してあります。

　笑顔と丁寧な対応を心掛け、皆様のご来店をお待ちしております。気軽にお立ち寄り下さい。

◎所在地／安来市広瀬町梶福留1230-2　◎電話番号／0854-34-0101

　寒い冬と言えば“お餅”の季節ですよね。安来市
広瀬町比田産の新米もち米を贅沢に使用したお餅
で、杵つき製法による強いコシとつやのあるやわら
かい食感の美味しい杵つき餅に仕上がりました。
　10個入り真空パックでの提供となっております。
無くならないうちにぜひご賞味下さい。

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）

お も ち

安来の特産を使って作られた加工品を紹介します！

10個入り
590円（税込み）

12月15日から
発売予定!
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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

≪期限≫平成30年1月末まで
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　ＪＡでは年度末の農業所得申告に向けて、希望される方に農業経営データを提供させていた
だいております。
　平成29年のデータにつきましても、例年どおり自動更新で配布いたします。期中で経営移
譲をされたり亡くなられた場合の新規、変更を希望される方は手続きが必要となりますので、
お早めにお申し込み下さい。

　提供データについては以下のとおりです。
　１．提供内容　　指定ＪＡ貯金口座の平成29年分取引内容を集計したデータ

（一人あたり３口座まで）
　２．データの種類　　
　　①パソコン用データ
　　　◆エクセル用データ　　◆ソリマチ農業簿記ソフト用データ
　　　　※ＣＤ－Ｒ、インターネットダウンロードでの配布となります。
　　②帳票データ（紙に出力したもの）

　３．料　　　金　　
　　　１世帯あたり500円（税込）
　　　　※データを受け取られる際にお支払い下さい。

　４．申込締切　　平成29年12月29日（金）

　５．データ配布時期　　平成30年２月上旬（※予定）

新規・変更の申し込み・お問い合わせは最寄りの支店・店までお願いいたします。

　ＪＡでは、ご自宅のパソコンに農業所得申告用農業経営データやプログラムを取り込むこと
ができるサービスを提供しています。
　利用登録してＪＡしまねやすぎ地区本部のホームページにアクセスすれば、パソコン用デー
タやエクセルプログラムなどを必要なときにいつでもダウンロードすることができます。
　一度登録をされますと、次年度からは申し込み不要のうえ無料（初年度登録料

（ID、パスワード発行）：１世帯500円）でご利用いただけますので、この機会に是非このサー
ビスをご利用下さい。
　詳しい内容をお知りになりたい方は、農業振興課（電話28-7200）までお問い合わせ下さい。

インターネットのできるパソコンをお持ちの皆様へのご案内

インターネットを利用して、農業所得申告用農業経営

データをご自宅のパソコンに取り込むことができます!

平成29年分農業所得申告用 農業経営データの申し込みついて
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11月子牛市場県外移出頭数
長野県 兵庫県 山口県 広島県 佐賀県 滋賀県 その他 合計 県外移出率

雌 13 19 0 0 5 7 13 57 35.85%
去 34 8 13 8 3 0 11 77 37.38%
合計 47 27 13 8 8 7 24 134 36.71%

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 741,060 703,620 738,180 732,996 668,236
頭　　数 6 2 2 10 100
最高価格 979,560 775,440 810,000 979,560 979,560

ヌ
キ

平均価格 763,560 847,800 723,600 759,099 787,116
頭　　数 8 4 11 23 128
最高価格 972,000 952,560 918,000 972,000 991,440

総 平 均 価 格 753,917 799,740 725,843 751,189 736,244
合 計 頭 数 17（1） 6 13 40（1） 228（0）

（　）内♂頭数

　平成29年11月の全国主要子牛平均価格
（全農・畜産生産部11月17日現在速報）は雌
704千円（前月比101％）、去勢831千円（前
月比103％）と“強気配”の取引きとなって
います。
　本県11月の子牛市場は隠岐・西部・中央
で開設し773頭の上場があり、平均価格は隠
岐609千円、西部711千円の“保合い”、中
央市場は736千円で前回比36千円高の“反
発”の取引きとなりました。
　11月に入り需要期も近づいたことから枝
肉相場が若干上昇傾向で推移しており、それ
を反映してか素牛相場も上昇傾向に転じてい
ます。

市 況 動 向 需要期近づき“上昇傾向”

肥育センターA5評価牛（11月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS

久富福－第２平茂勝－花桜 去勢 479.4 A5 8
美国桜－平茂勝－第７糸桜 雌 442.4 A5 8
安福久－福之国－安平 去勢 470.2 A5 9

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

● 12月15日（金）　9：00～14：00（やすぎ支店）
● 2 月 5 日（月）　9：00～14：00（安来東支店）

◎異動（平成29年11月15日付）
（　）内は旧部署
▼山陰酸素工業㈱へ帰任・山本隆之
　（営農経済部生活燃料課課長補佐）
（平成29年11月16日付）
▼営農経済部生活燃料課・藤井昌則
　（山陰酸素工業㈱より出向）
◎新規採用（平成29年12月1日付）
▼営農経済部農業振興課・藤原有香
▼営農経済部直売店舗課・青砥諒
▼営農経済部畜産課・渡部真澄
（平成29年12月5日付）
▼広瀬支店信用課・足立美紗
◎正職員登用
▼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
▼信用共済部資金課・岩﨑愛理
◎退職（平成29年11月30日付）
▼沖本真弓

人事異動 新人職員紹介

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

藤原 有香
　組合員、地域の皆様のお力になれ
るよう、笑顔で頑張りたいと思いま
す。よろしくお願い致します。

青砥 　諒
　組合員の皆様、山陰地域の皆様、
地域農業の為元気いっぱいに働きたい
と思います。よろしくお願い致します。

渡部 真澄
　笑顔を常に心がけ、組合員、地域
の皆様に信頼される職員になれるよ
う努力していきたいと思います。よ
ろしくお願い致します。

1月の外務日は
17日（水）・18日（木）
担当職員がお伺いします。
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