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　ＪＡしまねやすぎ地区本部は３月24日、松江市のくにびきメッセで
行われた春のＢＳＳまつりに参加し、ＪＡしまねの『金芽米』のＰＲを
行いました。
　当日は、たくさんの来場者に美味しさを知ってもらおうと、ＪＡ職員

　やすぎ苺部会と安来農林振興協議会は３月３日と４日
の両日、「やすぎのいちご祭り2018」を安来市中海町
にある道の駅あらエッサで開催し、訪れた多くの人に安
来のイチゴをＰＲしました。
　山陰地方は比較的日照時間が短いため、赤く色づくま
で長い時間を掛けることで糖度が増し、甘くなるのが安来
市で栽培されるイチゴの特徴で、県内最大のイチゴ産地
です。同イベントではやすぎのイチゴのおいしさを生産者
自ら消費者に伝えるため、採れたての『紅ほっぺ』『章姫』
『かおり野』の試食販売を行い、来場者にそれぞれの品種
の特性や、おいしいイチゴの見分け方などを説明しました。
　また、やすぎのイチゴやペーストを使用した40種類
以上の和洋菓子の試食販売、イチゴをプレゼントする「や
すぎのいっちゃん」とのジャンケン大会、フェルトで作っ
たイチゴで農家のスゴ技に挑戦するパック詰め競争、イ
チゴの作り方を知ってもらおうと栽培に関するクイズ、
島根県立安来高等学校の美術部の生徒にデザインしても
らった塗り絵や幟などでイベントを盛り上げました。
　イベントに訪れた来客者は「それぞれイチゴの味が
違って美味しいです」「パック詰めは難しかったけど楽
しかった」と話されました。同部会の遠藤孝部会長は「や
すぎのイチゴを知ってもらういいイベントになった。い
ちご祭を毎年行えるよう取り組んでいきたい」と意気込
みを話されました。

春のＢＳＳまつりで金芽米をＰＲ

いちご祭2018開催

と開発元の東洋ライス（株）の社員が、
金芽米の健康特性や炊き方を説明し、炊
き立ての金芽米とロウカット玄米を試食
してもらいました。また今回のイベント
にあわせて、無洗米の製造過程でできる
肌ヌカを肥料化した「米の精」を使用し
て育てた、和歌山産南高梅の梅干しと金
芽米３合のセットを販売しました。
　試食された来客者は、「ふっくらとし
ていて、普段食べているご飯より美味し
い」「ＣＭで気になっていたので、説明
が聞けて良かった」と好評でした。精米
センターの三島裕所長は「多くの方に金
芽米、ロウカット玄米を食べていただき
健康特性を実感してもらいたい」と話し
ました。
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　中学生の夜間の交通事故防止に役立ててもらおうとＪＡ
しまね、ＪＡ共済連島根、島根県農協共済福祉事業団は
県内の中学校に夜光反射材を寄贈しました。これは、Ｊ
Ａ共済の交通安全活動の一環で、毎年行っているもので
す。今年は反射タスキ3,700本、自転車用夜光反射テー
プ5,000個を、県内中学校92校の新１年生に向け用意し
ました。
　やすぎ地区本部では、伊藤本部長と国須金融共済部長が
３月22日に安来市立第三中学校を訪れ、趣意書と夜光反
射タスキ80個、自転車用夜光反射テープ80個を廣中敏校
長に手渡しました。廣中校長は「毎年頂いており、すごく
ありがたいです」とお礼を述べられました。

　ＪＡしまねやすぎ地区本部は３月７日、伯太中央交流セ
ンターわかさ会館で親子ストレッチ教室を開催し、ＪＡし
まねやすぎこども倶楽部の会員親子13組が参加されまし
た。こども倶楽部の会員は胎児から生後1歳までの親子が
対象で、地区本部では毎年2回ベビーマッサージやエアロ
ビクスなど、こどもとふれあう教室を開催しています。
　今回は「ＮＰＯ法人総合ケアセンターのぎ」の助産師の
田中明美氏を講師に招きました。参加者たちは熱心に講師
の説明を聞き、こどもと一緒にスキンシップをとりながら
ストレッチを行いました。また、赤ちゃんのマッサージの
後には、お母さんたちのティータイムもあり、会員同士で
育児についての情報交換も行われました。
　参加者からは「子供と一緒にストレッチ出来て楽しかっ
たです」「またセミナーに参加してみたいです」と話され
ました。

　ＪＡしまねやすぎ地区本部は３月３
日、安来市飯島町の旧グリーンセン
ターはしま店で「米もん食っきんぐ」
イベントを開催しました。
　同イベントは食農教育の一環とし
て、お米消費拡大を目的に開催され、
親子13組がイベントに参加されまし
た。参加親子はＪＡしまねの「金芽米」
を使用したかざり巻き寿司２種類と、
やすぎのイチゴを使用した残りご飯で
手軽にできるおはぎ作りに挑戦されま
した。巻き寿司作りではきれいな断面
になるよう具材をのせ、おはぎ作りで
は親子で協力しながらご飯をつぶし、
きなこ、あんこ、黒ごまのいろいろな
味を楽しまれました。
　参加者は「親子で楽しく作れました」
「作るのが難しかったけど、みんなで
一緒に作ったのはすごく美味しかった
です」と話されました。

中学生の事故防止のために！こども倶楽部セミナー

米もん食っきんぐ
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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・申込み先
ＪＡしまねやすぎ地区本部総合企画課（担当：宇山）
電話：0854-22-3751

◎講師：栄養士　飯塚生美子 氏

アンケートより
◆春らしい食材で美味しかったです。

◆子供達が春休みで家におりますので、一緒にクレープを
作ってみます。

3月28日開催

完成
品

家の光料理倶楽部掲示板

Ｍ　Ｅ　Ｎ　Ｕ
★鮭のおろし煮（210p）
★じゃが芋とブロッコリーのイタリ
アン煮込み（205p）

★スナップえんどうのしいたけ
ソースからめ（212p）

★いちごのクレープ包み（208p）

※料理は家の光４月号を参考にした、
先生のオリジナルレシピです♪

　人見知りしない奏太くんは、明るい性格
の男の子。普段からすごく元気！そしてパ
ワフル！だけど、家の中で遊ぶのが好きな
インドア派なんだって。
　お父さんの影響かな？好きなものは車と
電車、好きなスポーツはバレーボール。２
才の誕生日プレゼントに両親からバレー
ボールのボールをもらって、お父さんと練
習しているんだって。
　保育園ではこの前、発表会があって「鬼
のパンツ」と「ブンバ・ボーン」の歌や踊
りを真ん中で発表したんだって。あと、足
がすごく速くて、年下の面倒をよくみてい
るみたい。
　最近は数字を覚えて、今は文字と時計が
読めるよう勉強中みたい。すごく元気で
ちょっとヤンチャなところもあるけど、と
ても楽しい雰囲気にしてくれる奏太くんで
した。

～お父さんお母さんより～
「自分ができること、できそうなことに一
生懸命取り組む奏太。これからもいろいろ
なことにチャレンジして、自分を成長させ
ていってね。お父さんとお母さんはいつも
奏太を応援しているよ。優しい奏太、お友
達や自分を大切にできる子になってね。そ
して『ありがとう』『ごめんなさい』が素
直に言える奏太でいてください。」

安 松 奏
かなた

太 くん（３さい）
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　今回の女子大はＪＡしまね安来南支店敷地内のみ
なみ加工場で、安来産の米と大豆を使用した添加物
を入れないみそづくりを体験しました。講師には新
田咲子氏を招き、参加学生はみそづくりの基本から
米麹の作り方や麹、塩、大豆の割合など実際に作り
ながら学びました。最後に新田氏からできたみその
保存方法などを教わり皆で協力してつくったみそを
それぞれ持ち帰りました。

女子大レポート
新田 咲子 氏

講 師

◆みそづくりの知識は全くありませんでしたが、 先生に

教えてもらい、 皆で楽しく出来ました。

◆秋頃に食べ頃ということなので、今から楽しみです。

学生感想

第12回

講座

福祉課だより

やっぱりすごい！日本の味『みそづくり』

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

デイサービスセンターふれあい
新施設完成

　冬季間の工事中、サービスご利用のみなさ
まにはたいへんご不便をおかけし、お待たせ
しました。百花繚乱、あたたかい春の佳き日
に「デイサービスセンターふれあい」が完成
しました。
　デイサービスセンターふれあいでは、サー
ビスご利用のみなさまに子供の頃の生活の様
子や懐かしい風景、農業のことなど、精一杯
頑張ってこられた事をお話ししていただける
ような言葉かけに努めています。また、食事
は昔から食べ慣れておられるものや行事食な
ど、みなさまに伺いながらお出ししています。
　ご利用者のみなさまに教えていただくこ
と、感動を共にすることを力に変えて、これ
からも地域のみなさまの期待に応えられるよ
う、職員一同「誠心誠意」の理念のもと、心
を合わせてサービス提供に努めさせていただ
きます。
　今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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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5月末まで

7,370

24,200 23,430 22,550

5,500 9,020
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◎異動（平成30年４月１日付）（　）内は旧部署
▼金融共済部安来市役所出張所・岩﨑愛理（金融共済部資金課）
▼営農経済部直売店舗課・青砥諒（営農経済部農業機械課付全農農業機械協同事業体出向）
▼伯太支店信用課・岩田友里（伯太支店赤屋店）
▼伯太支店赤屋店・藤原有香（金融共済部付）
▼広瀬支店栄町店・来間敦子（企画総務部総務課付）
▼金融共済部資金課・小笹黎子（金融共済部安来市役所出張所）
▼営農経済部付・相坂純子（営農経済部旅行センター）
▼ＪＡ共済連島根自動車損害調査部松江被害調査サービスセンター出向・鳥谷佳弘（金融共済部共済課）
▼ＪＡ共済連島根自動車損害調査部松江被害調査サービスセンター出向・山岡達也（金融共済部共済課）

◎採用（平成30年３月15日付）
▼営農経済部米穀課・門脇進

（平成30年４月１日付）
▼企画総務部総務課付（有）サンコープ雲南出向・田中有史
▼総務部総務課付事務見習い・佐藤陽奈
▼総務部総務課付事務見習い・野路佳佑
▼総務部総務課付事務見習い・米山菜摘

◎退職（平成30年３月31日付）
▼狩野寛子

新人職員紹介
　私はＪＡ職員とし
て島根県安来市の
皆様を笑顔にできる
ように努力して参り
ます。よろしくお願
いいたします。野路 佳佑佐藤 陽奈 米山 菜摘

　趣味はピアノを弾くこ
とです。自分の仕事に
責任を持ち、地域に貢
献できるように努力して
参ります。よろしくお願
いいたします。

　私のチャームポイント
は、笑顔です。いつも
笑顔を忘れずに思いやり
を持って、日々努力して
いきます。よろしくお願
いいたします。

人事異動

16



3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 10 0 15 0 0 0 10 37 72 49.44%
去 1 28 7 1 5 0 5 20 67 38.97%
合計 11 28 22 1 5 0 15 57 139 43.97%

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 687,600 692,280 656,748 672,408
頭　　数 9 1 10 20
最高価格 907,200 692,280 1,321,920 1,321,920

ヌ
キ

平均価格 785,970 827,928 821,448 803,569
頭　　数 12 5 5 22
最高価格 1,003,320 935,280 924,480 1,003,320

総 平 均 価 格 743,811 805,320 711,648 741,111
合 計 頭 数 21 6 15 42 0

（　）内♂頭数

　平成30年３月の全国主要子牛平均価格（全
農・畜産生産部３月19日現在速報）は雌715
千円（前月比99％）、去勢839千円（前月比
100％）、計785千円（前月比100％）で“も
ちあい”の取引きとなっています。
　本県３月の子牛市場は隠岐・西部・中央
市場で開設し754頭の上場があり、平均価格
は728,129円（前回比52千円安）で“反落”
の取引きとなりました。
　年末出荷用の仕入期となる今月は、例年は
相場が上がる傾向にありますが、今年は年明
けからの枝肉相場の下落に呼応し弱含みの傾
向となっています。

市 況 動 向 本県“反落”取引き

税務相談会日程

年金相談会日程

⃝広 瀬 支 店　４月20日（金）10時～12時
⃝安来東支店　５月１日（火）10時～12時
⃝伯 太 支 店　５月１日（火）13時30分～15時30分
⃝広 瀬 支 店　５月７日（月）10時～12時

5月の外務日は
16日（水）・17日（木）
担当職員がお伺いします。

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資金課（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

● 4 月 22 日（日）　9：00～14：00（伯 太 支 店）
● 6 月 18 日（月）　9：00～14：00（赤 江 支 店）
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