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島根県農業協同組合長賞 銀　　　賞

社日小学校６年 山﨑さん
『自然豊かなぼくの町』

社日小学校６年 野坂さん
『田んぼの思い出』

　ＪＡしまねやすぎ白ネギ生産部会は１月15
日、安来市赤江町にあるあかえっこクラブの小学
１年生から６年生の学童29人と同部会の山本進
部会長の圃場で白ネギの収穫体験を行いました。
同部会は、部会員の多くが県の推奨する「エコロ
ジー農産物」の認証を受けるなどの環境にやさし
い農業への取り組みや、子どもたちに白ネギや農
業にふれあう機会をもってもらう食農教育などに
力を入れています。
　収穫体験では、山本部会長が収穫の仕方や皮は
ぎ作業を指導し、学童は１本ずつ一生懸命収穫し
ていき、白ネギ約300本をあっという間に収穫
していきました。またＪＡ職員による白ネギに関
するクイズや収穫したばかりの白ネギを使って白
ネギのベーコン巻きをふるまい、大いに盛り上が
りました。
　収穫体験を終えた学童は「白ネギが甘くてすご
くおいしかった」「いっぱい収穫できて楽しかっ
た」と話し、山本部会長は「子どもたちに喜んで
もらえて嬉しい。白ネギを食べて寒い冬も元気に
過ごして欲しい」と話しました。

　ＪＡ共済が主催する第46回（Ｈ29年度）全国小・中学
生交通安全ポスターコンクールに安来管内の小学校から佐
藤史都さんの作品が大賞の内閣府特命担当大臣賞に選ばれ
ました。
　ＪＡ共済では、組合員およびその家族の生命・財産を危
険から守るための保障活動・地域貢献活動に積極的に取り
組んでおり、その一環として児童・生徒の図画工作・美術
教育の高揚をはかり、交通安全思想を幅広く社会に訴える
ことを目的として同コンクールを開催しております。
　今回受賞された佐藤さんは「通学路に危険なカーブがあ
ります。その前にはカーブミラーがあるので、それをお互
いが見て気をつけてほしくて描きました」と話しました。

　ＪＡしまね女性部主催の「第39回みどりをまもる小学
生作文コンクール」に、やすぎ管内の社日小学校から２作
品の応募がありました。審査の結果、全88作品の中でや
すぎ管内から、同校の山﨑汰一さんの『自然豊かなぼくの
町』が島根県農業協同組合長賞に、同校の野坂茉莉さんの
『田んぼの思い出』が銀賞に選ばれました。
　賞状・トロフィー・参加賞を届けるため、安来東支店長
らが学校を訪れ、応募者全員にＪＡしまね女性部より参加
賞とやすぎ地区本部から図書カードを贈りました。

冬も元気に収穫体験

交通安全ポスターコンクール第39回みどりをまもる
小学生作文コンクール

いっぱい
採れました
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　ＪＡしまねやすぎ地区本部は１月20日、広瀬
支店が中心となって、支店管内の方を対象とした
『家の光クッキングフェスタ』を開催し、総勢約
100人が参加しました。料理を通じて地産地消
や食と農の大切さを伝え、ＪＡをより身近に感じ
てもらうことを目的に、オリジナル料理の試食会
などを行いました。
　料理の講師は安来グランパオーナーシェフの新
城直樹氏がつとめ、安来の農畜産物を使ったオリ
ジナル料理を考案しました。安来グランパの方々
とやすぎ女性部広瀬支部のメンバー、ＪＡ職員が
心を込めて調理し、安来産の食材をふんだんに
使った料理６品を作り上げました。
　試食会後には、新城氏から料理の紹介や家の光
協会の中野竜治氏による「家の光手芸　犬のボン
ボンストラップ作り」の講座、ハズレ無しの抽選
会を行い大いに盛り上がりました。
　参加者は「お料理がともて美味しかった。子ど
もと一緒に楽しく手芸がきてよかったです」と話
しました。

家の光クッキングフェスタ
in　広瀬

おいしい

平成27年産米に係る精算結果について
　平成29年12月25日開催のやすぎ地区本部米穀共同計算
委員会の審議に基づき、下記の通り平成27年産米の最終
精算を行いましたので、ご案内申し上げます。

記
（最終精算日：平成29年12月27日）

（単位：円）

平成29年産米の追加確定金について
　平成29年産米追加確定金の振込を、平成29年12月28日
（木）に下記のとおり実施しました。

平成27年産米 金   額
販売代金等の収入総額（概算金を超えた金額等） 152,382,746

支 出 総 額 3,491,280
出荷契約金金利 653,858
広告宣伝費 2,553,859
販売に係る手数料等 283,563

米出荷者への支払総額 148,891,466
振　込　額 148,887,966
残　　　金 3,500

※平成28年産より「買取」手法による集荷・販売に移行しました。支払い額残金
3,500円は繰り越すことが出来ないため、産米改良経費に充当させて頂きます。

（単位：円／30㎏）
※税込

制度 種類 品種 1～3等
ＪＡ米 うるち コシヒカリ 200
ＪＡ米 うるち きぬむすめ 200
ＪＡ米 うるち つや姫ＳＴ（特別栽培米） 200
ＪＡ米 うるち にこまる 200
一般米 もち もち米（全品種） 30
一般米 醸造用 五百万石 150
一般米 醸造用 佐香錦 150

※上記他、ＪＡ米（うるち）は200円、一般米（うるち）は50円

平成27年産米生産者手取価格表 （円／30㎏）
※税込

平成27年産米 等級 概算金 最終精算 手取価格

コシヒカリ

1（上）注１ 5,500 704.45 6,204
1 5,400 704.45 6,104
2 5,100 696.74 5,796
3 4,600 687.45 5,287

特別栽培コシヒカリ 1 5,800 537.21 6,337
2 5,500 537.92 6,037

はで干コシヒカリ 1 5,750 637.79 6,387
2 5,350 637.40 5,987

きぬむすめ
1 5,000 642.43 5,642
2 4,700 642.54 5,342
3 4,200 637.14 4,837

特別栽培つや姫 1 5,500 837.25 6,337
2 5,200 838.12 6,038

注１：1（上）とは、整粒75％以上、被害粒・着色・発芽・乳白は検査規格内のものです。
※出荷数量に最終精算単価を乗じた後の小数点以下は切捨て処理としております。
※他の品種に関しては、支店担当者または米穀課にご確認下さい。

お米に
関する
お知らせ

MENU
安来産牛肉とタケノコのしぐれ煮牛丼風
梨とブロックリーのヨーグルト白和え
安来産米粉のショートパスタと野菜のチャンプルー
さつまいものスパニッシュオムレツ
椎茸と里芋の味噌チーズ焼き
やすぎのいちごを使ったカップチーズケーキ
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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
　とっても明るい性格の晃希くんは元気な
男の子。好きな食べ物はうどんで、まだ２
歳なのに１人前を完食できるんだって。最
近は相撲にハマっていて、よくお父さんに
勝負を挑むみたい。今はひらがなを練習中
で、お母さんの料理も手伝うようになった
んだって。
　お風呂が大好きな惇希くんは、穏やかな
男の子。話しかけると可愛い笑顔でお返事
をしてくれるみたい。最近はゴロゴロと上
手に転がることが出来るようになって、今
はハイハイを練習中なんだって。
　みんなでお散歩するときは惇希くんが
乗っているベビーカーをお兄ちゃんの晃希
くんが押してくれるみたい。４月から惇希
くんは晃希くんと同じ保育園に通う予定で、
今から楽しみにしている仲良し兄弟でした。

～お父さんお母さんより～
「照れ屋で甘えん坊の晃希くんがしっかり
者の優しいお兄さんになりましたね。甘え
たいのを我慢して惇希くんのお世話手伝っ
てくれてありがとう！いつも笑顔の惇希く
ん、お兄ちゃんと笑顔で見つめ語りあう姿
に癒やされるよ！兄弟仲良く時にはケンカ
もしながら、元気にすくすく育ってね♪」

岩 田 晃
みつき

希 く ん（２さい）

　 　 惇
あつき

希 く ん（４ヵ月）

家の光介護予防講座 メンバー大募集
雑誌『家の光』をテキストに毎月１回開催している家の光介護予防講座のメン
バーを募集いたします！集まった仲間と、楽しみながら介護予防しませんか？

◎参加資格　家の光年間購読者 ※未講読の方も年間購読をしていただくことでご参加いただけます

◎募集人数　やすぎ地区本部管内の男女（10名程度）
◎参 加 費　年間購読者は無料 ※講座によっては材料費がかかることもあります

◎活動日時　原則毎月第2金曜日　10：00～12：00頃まで（月1回）
◎内　　容　JA島根厚生連の保健師等による健康体操教室と、家の光をテキストにした手芸や料理など

の2部構成となっています。
◎申込期限　平成30年3月16日（金）

※定員になり次第締切らせ
ていただきます

【健康体操教室の例】
★ストレッチポール
★セラバンド
★ベリーダンス　etc...

▼ お問い合わせ・申込み先　ＪＡしまねやすぎ地区本部 総合企画課（熱田）　電話：0854-22-3751
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　今回は現代流の冠婚葬祭マナーについて、講師に
池上由美氏を招き講座を行いました。はじめに冠婚
葬祭とは何かを学び、ＴＰＯに合わせた服やアクセサ
リーなどの選び方、礼儀正しい乾杯の仕方、祝儀袋
等の選び方書き方など現代で通用するマナーを学び
ました。また冠婚葬祭のやり方は地域によっても様々
で、今回の講座で全国的には珍しい安来のやり方が
わかり、皆さん楽しくマナー講座を受けられました。

女子大レポート
池上 由美 氏

講 師

◆知らない事もあり、 とても参考になりました。 知って

いる事も再度確認ができ、 良い講座でした。

◆マナーは時代と共に変わることがわかり、 時代の

変化に合わせていかなければならないと思いました。

学生感想

第10回

講座

福祉課だより

現代流 冠婚葬祭マナー講座

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

第23回ＪＡ共済
高齢者ふれあいの集い開催！

　『長寿社会』にあって、住み慣れた地域で生活しな
がら『健康長寿』を目指すことが住民一人ひとりに求
められています。今年度も健康長寿を目指すべく、介
護予防を目的として、１月22日～23日に伯太支店・南
支店・東支店、29日～30日に広瀬支店・赤江支店管内
の組合員のみなさまに、ホテル玉泉で実施した「ＪＡ
共済高齢者ふれあいの集い」にご参加いただきました。
　参加されたみなさまは交流を深めながら、「笑う」「声
を出す」「身体を動かす」ということを意識しながら、
生き生きとした表情で楽しいひと時をお過ごしになりま
した。
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◎所在地／安来市広瀬町下山佐146-1　◎電話番号／0854-32-2336

（前列左から）
田口
柴田
原

（後列左から）
川井
山本

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！広瀬支店経済課です。

　広瀬支店経済課は、営農指導業務と経済事業全般・倉庫管理を、ベテランの5名で行っております。

事務所周辺には、自動車課・カントリー・ガソリンスタンドが隣接しております。

　皆様に頼られる事務所を目指します。ご気楽にお寄り下さい。

　今回お料理には欠かせない！みそを紹介し
ます。原料の米・大豆は全て安来産を使用し
ており、さらに無添加で安心。半年以上ゆっ
くりと熟成させたみそはまろやかでなつかし
さを感じさせる風味に仕上がりました。お手
軽に試せる400ｇとお得な価格の900ｇをご
用意しております！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）

熟成広瀬みそ

安来の特産を使って作られた加工品を紹介します！

400ｇ
310円（税込み）

900ｇ
560円（税込み）

広 瀬 支 店

経 済 課 編  
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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 資材課（TEL：28-7800）まで

【対象期間】平成30年3月末まで

追肥は各作物の生育
に応じ適宜増減して
下さい

※ロングはジェイカムアグリ（株）の登録商標です。

★特に「ロング入り野菜美人」は、追肥の軽減がはかれます。
※施肥量は作型により変わりますので、詳しくはJA又は農業改良普及センターにご相談下さい。

施肥量の目安

20㎏ ポリ袋 10㎏ ポリ袋 20㎏ ポリ袋
通常価格（税込） 2,387円 1,261円 2,838円

超 特 価（税込） 1,980円 1,070円 2,380円

ほう素入り ロング入り

ロング入り野菜美
人は、ほう素入り
野菜美人より肥料
が長く効きます。
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マイナンバーの入力と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。ただし、e-Taxで送信すれば本人確認書類の提示等は不要です。
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1月子牛市場県外移出頭数
長野県 山口県 滋賀県 兵庫県 香川県 福岡県 佐賀県 その他 合計 県外移出率

雌 17 0 15 14 12 2 6 22 88 49.44%
去 24 27 4 0 2 12 5 2 76 38.97%
合計 41 27 19 14 14 14 11 24 164 39.38%

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 733,752 826,200 766,584 767,400 711,335
頭　　数 5 3 10 18 118
最高価格 866,160 896,400 950,400 950,400 1,141,560

ヌ
キ

平均価格 839,916 822,960 818,208 831,060 834,452
頭　　数 10 3 5 18 117
最高価格 925,560 841,320 898,560 925,560 1,110,240

総 平 均 価 格 804,528 824,580 783,792 799,230 772,624
合 計 頭 数 15 6 15 36 235

　平成30年１月の全国主要子牛平均価格（全
農・畜産生産部１月22日現在速報）は雌732
千円（前月比99％）、去勢841千円（前月比
97％）、計794千円と“弱含み”の取引きと
なっています。
　本県１月の子牛市場は西部・中央市場で開
設し345頭の上場があり、平均価格は、西部
738千円（前回比27千円高）で“上昇”、中
央市場は773千円（前回比５千円高）で“も
ちあい”の取引きとなりました。
　年明けとなる今回は、需要期を終えたこと
もあって全国的に枝肉相場が下落しており素
牛相場においても全国的に弱含み傾向にあり
ます。今後は年末出荷用の素牛導入時期に向
かっていくため、堅調な素牛相場が予想され
ており、枝肉相場から目が離せない状況です。

市 況 動 向 需要期を終え“弱含み”傾向

肥育センターA5評価牛（1月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS

美津照重－亀勝－安福（岐阜） 去勢 408.6kg A5 10
安福久－勝忠平－福桜（宮崎） 去勢 457.3kg A5 10

税務相談会日程
⃝広 瀬 支 店　２月19日（月）10時～12時
⃝安来東支店　３月２日（金）10時～12時
⃝伯 太 支 店　３月２日（金）13時30分～15時30分
⃝広 瀬 支 店　３月19日（月）10時～12時

肥育センター堆肥の取扱いについて（ご案内）
　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、春期に入り堆肥配送が難しくなるため停止させていただくこととなりました。つきましては、
下記のとおりの対応とさせていただきますのでご理解賜りますようよろしくお願いいたします。但し、
配送停止期間中でも、自己引取は供給いたしますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

記
１．配送時期　　平成30年４月１日（日）から６月３日（日）まで配送を停止させていただきます。
　　　　　　　　２月28日（水）迄の注文受付分は３月31日迄に配達
　　　　　　　　３月１日（木）以降の注文受付分は６月４日より随時配達

3月の外務日は
14日（水）・15日（木）
担当職員がお伺いします。

やすぎ農業青色申告会のご案内！

JAしまね　やすぎ地区本部農業振興課
TEL　0854―28―7200
FAX　0854―28―6581

やすぎ地区本部 営農経済部畜産課　TEL　0854-28-7800

年会費1,000円です。

青色申告会は、青色申告者で組織された納税者の団体として、会員に対する税務指導など正しい
申告納税を進める取り組みを行っています。青色申告をお考えの方は是非ご入会ください。
加入申込み、その他のお問い合わせは農業振興課までご連絡下さい。

◎異動（平成30年1月26日付）（　）内は旧部署
▼総務部総務課付・山本晶代
　（安来南支店信用課地域渉外）
◎新規採用（平成30年2月1日付）
▼営農経済部精米センター・上田勉司
◎退職（平成30年1月31日付）
▼小松光広

人事異動
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