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《基本方針》
　平成30年度は、「第１次中期経営計画」と「農業戦略実践３ヵ年営農計画」の最終
年度にあたり、３年間の集大成の年として「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地
域の活性化」の自己改革目標の実現に向けて取り組みます。
　「農業者の所得増大」については、農畜産物の更なる販売強化と、肥料・農薬・飼
料の銘柄集約等による生産資材価格の引き下げに取り組みます。また、無洗米の取扱
拡大と組合員の健康増進に向けて、前年度より取扱いを開始した「金芽米」の販売を
強化します。
　「農業生産の拡大」については、担い手支援センターを中心に、新規就農者の育成
と認定農業者への支援、新たな法人等の設立支援、集落営農組織の育成支援など、多
様な担い手の育成に取り組むとともに、農業振興支援資金を活用し経営基盤の拡充を
図ります。
　「地域の活性化」については、くらしの活動としての支店活動の充実を図るとともに、
女性部・農青連の組織強化と教育文化活動や介護予防活動等に積極的に取り組みます。

やすぎ地区本部 平成30年度事業計画

　やすぎ地区本部はわかさ会館で６月16日、第４回通常総代会に先
駆けてやすぎ地区本部総代説明会を開催し、総代定数79人のうち66
人の総代が参加されました。
　本店からは、山根盛治副組合長、高木賢一専務、井田満常務が出席し、
第４回通常総代会で提案する議案を中心に、やすぎ地区本部の事業報
告及び事業計画を説明しました。総代の方々からは様々な質疑、意見
等が出され、山根副組合長や伊藤精一地区本部長より説明や回答を行
いました。
　伊藤地区本部長は「今後もより一層の経営基盤の安定を図るととも
に、組合員はじめ利用者、地域の皆さまに愛され、親しまれ、信頼さ
れる組織となるよう役職員一丸となって取り組んでいく」と話しまし
た。
　なお、第４回通常総代会では、長年に渡り総代を務められた方々が
表彰を受けられました。やすぎ地区本部管内の功労者表彰受賞者は左
記の通りです。

第４回地区別総代説明会開催

《功労者表彰　受賞者》
石井　教昭 安来地区

足立　克己 安来地区

池田　忠範 安来地区

遠藤　彰治 安来地区

遠藤　俊吉 安来地区

近藤　忠治 安来地区

佐川　裕通 安来地区

細田　佳宏 安来地区

山田　順一 安来地区

岡田　一夫 安来地区

前田　知友 安来地区

長瀬　博美 伯太地区

原　　守男 伯太地区

角森　　宏 伯太地区

岩佐　　確 伯太地区

梶谷　　厚 伯太地区

細田　　昇 伯太地区

安野　由晃 伯太地区

安達　正則 広瀬地区

堀江　明延 広瀬地区

小林　貴己 広瀬地区

高野　正志 広瀬地区

永島　　均 広瀬地区
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島根県椎茸生産者組合協議会長賞

　島根県椎茸生産者組合協議会とＪＡしまねが主催する平
成30年度島根県乾椎茸品評会が、6月8日安来市総合文化
ホールアルテピアで開催されました。今年は105点が出
品され安来管内からは15点の出品があり、２人の生産者
が入賞されました。
　やすぎ椎茸部会長の藤原康孝さんは「今後は椎茸の生産
量を拡大し、品評会が続けられるよう努力していきたい」
と話されました。
　受賞結果は次の通りです。

　直売所なかうみ菜彩館は６月６日、ふたばこども園の園
児34人とてるてる坊主作りを開催しました。今年で７回
目となるこの企画は、なかうみ菜彩館の稲田佳代店長が梅
雨時期の店内を盛り上げたいと考え、市内の保育所や園に、
てるてる坊主作りの協力を依頼しています。
　園児は、稲田店
長や赤江支店の職
員からてるてる坊
主の作り方を教わ
りながら、思い思
いに顔や模様を描
き、安来節にちな
んで手ぬぐいを頭にかぶせて完成させました。園児はてる
てる坊主に「頑張って晴れにして下さい」と声を掛けてい
ました。園児が一生懸命作ったてるてる坊主は梅雨の時期

に店内に飾ら
れ、店内と訪
れた客の心を
明るくしてく
れました。

　ＪＡ共済連島根とＪＡしまねは、島根県警察本部と連携
して、６月27日に安来市立第三中学校で自転車交通安全
教室を開催しました。ＪＡ共済連では、交通事故の未然防
止活動に積極的に取り組んでおり、通学や日常生活におい
て自転車の利用頻度が高い中高生に、自転車による交通事
故の危険性を理解してもらうため、平成21年度よりこの
活動を行っています。
　教室では、安来警察署の署員よりよくある自転車事故の
説明を聞いた後、自転車の急な飛び出しによる車との激突
事故や巻き込み事故、自転車が歩行者に衝突する事故など
がプロのスタントマンにより再現され、生徒は事故の怖さ
を目の前で疑似体験しました。教室を終えた生徒は「今日
教わったことを忘れずに、交通ルールを守っていきたい」
と話しました。
　ＪＡしまねやすぎ地
区本部の伊藤精一地区
本部長は「今回の教室
を通じて、生徒の皆さ
んが一層交通安全の意
識をもってくれれば」
と話しました。

　宇賀荘地区に
ある農事組合法
人ファーム宇賀
荘は６月３日、
同法人が栽培す
る特別栽培米の
取引先であるグ

リーンコープ生協とっとりと島根の組合員家族と産直米田
植え交流会を開きました。当日は関係者約150人が参加
され、昔ながらの手植えでの田植えを体験しました。
　生産者と消費者の交流を通じて米について知ってもら
い、安全安心な米づくりを実際の現場で見てもらうことを
目的としており、今年で14年目を迎えました。参加者は、
圃場に４班に分かれて１列に並び、生産者の指導のもと「ヒ
ノヒカリ」の苗を植えていきました。田植えが終わると、
無農薬と水環境の良さをＰＲするため、ドジョウの幼魚の
放流も行いました。
　田植えを体験した参加者は「天気も良く貴重な体験がで
きた。来年も参加したい」と話しました。今後は生きもの
観察やかかし作り、秋には稲刈り体験も行う予定です。

島根県乾椎茸品評会を開催 てるてる坊主で店内明るく

中学校で自転車交通安全教室開催田植え体験で消費者交流

天白どんこ　　藤原 昌則
どんこ　　　　藤原 康孝
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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
◆身近なさば缶での料理は意外性があり、美味しく頂きました。

◆ミルク餅は孫と一緒に作りたいと思います。

6月27日開催

完成
品

家の光料理倶楽部掲示板

Ｍ　Ｅ　Ｎ　Ｕ
★焼き鳥缶で五目飯（46p）
★さば缶で味噌汁（46p）
★さば缶入豆腐ハンバーグやみつき
レタス添え（46p）

★ズッキーニのとろりイタリアン蒸し（68p）
★ミルク餅のきな粉かけ（28p）

※料理は家の光７月号を参考にした、
先生のオリジナルレシピです♪

　お絵描き好きな耀太くんは、ゲーム好き
の男の子。その腕前は、上級生にも勝つほ
ど上手なんだって。習い事は柔道をしてい
て、安来市の大会で３位になったそう。ま
た、全国学芸コンクールの写真部門で２位
になり、耀太くんは天才かも！？そんな耀
太くんの将来の夢は、ユーチューバーなん
だって。
　ちょっと怒りん坊な性格の朝陽くんは、
ぬいぐるみが好きな男の子。最近、自分の
名前が書けるようになったんだって。今夢
中なのは、ダパンプのＵＳＡダンス！取材
中にダンスを披露してくれました。そんな
朝陽くんは、お兄ちゃんの耀太くんが大好
き！いつも後ろをついていっているみた
い。
　とっても素直な性格の２人は、常に元気
いっぱい！元気過ぎてときどきご両親に怒
られることも…でもそんなことは気にしな
い仲良し兄弟でした。

～お父さんお母さんより～
「太陽の様に明るく、そして元気に。と名
前にこめた願いの通り、いつも笑顔でいつ
も元気な２人。喧嘩もたくさんするけど、
それ以上に２人仲良く遊んでいる姿を嬉し
く思います。これからどんなことに興味を
持って成長していくのか、とても楽しみに
してるね。」

北 川 耀
ようた

太 く ん（７さい）

朝
あさひ

陽 く ん（５さい）
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　今回の女子大は、講師に池上由美氏を招き、安来
市清水町にある「ゆう心」で和食のマナーについて
の講座を行いました。学生ははじめに正しい座り方
から箸の割り方や置き方、食べるときの順番、お皿
の持ち方などさまざまなことを学びました。講義中
には和食のマナーの他にもたくさんの質問があり、
池上氏は１つ１つ丁寧に答えて下さいました。皆さ
んは教わったマナーを実践しながら、ゆう心の美味
しい料理を楽しみました。

女子大レポート
池上 由美 氏

講 師

◆洋食のマナーは習ったことはあるが和食のマナーは
初めてで、 今まで知らなかったことがたくさんあり、 勉
強になりました。

◆お箸の正しい扱いを初めて知りました。 毎日使うも
のなので、 日本人のマナーとして知ることができて良
かったです。

学生感想

第15回

講座

福祉課だより

和食のマナー 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

～ＪＡ福祉サービスセンターでは地域とともに歩み続けています～
　デイサービスふれあいでは保育所から笹まき作りのお
誘いを受け、喜び勇んで出掛け楽しいひと時を過ごしま
した。園児のみなさんと一緒に笹まきを作りながら、そ
の可愛らしい声や所作に力をもらうことができました。

　少子高齢社会のわが国において、介護予防
の必要性が問われる昨今、あなたが住む地域
には「支えあい」「励ましあう」福祉の心が
ありますか・・・例えば「ミニサロン」や「ミ
ニデイ」です。顔馴染みの方々との交流の場
をもち、その出会いを大切にしましょう。

毎
月
の
ミ
ニ
デ
イ
は

笑
顔
満
載
！

園
児
ら
と
ふ
れ
あ
い
な
が
ら

た
の
し
く
作
り
ま
し
た
。

介護保険サービスや地域福祉活動についてのお問い合わせは

17



≪対象期間≫平成30年8月末まで

お問い合わせ・お申し込みは、

やすぎ地区本部 各支店経済課  または 生活燃料課（TEL：28-7200）まで

播州手延そうめん

上質の小麦粉を使用し、12月～２月までの厳冬期につくられる絶品です。

１年間寝かせて、熟成させた「ひね（古）物」は、コシが増し、食感が良くなっています。

より細く仕上げるため、熟練した職人が製造し、麺の太さは0.65～0.70になり、

細く滑らかで上品な味わいです。

贈答用として最もご愛顧頂いている名品です

揖保乃糸高級品
特別価格 2,680円（税込）　　注文番号 1302-260

熟練した製造者にしか製造することが許されない

揖保乃糸（特級品・黒帯）　18束
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パソコン農業簿記研修会（基礎編）を開催します!!
　メリットの多い青色申告をおこなうことにより、適切な納税や自らの経営状況をきっちりと把握すること
も可能です。そこで、青色申告者にとって効率的に申告ができるパソコン農業簿記を基礎から学べる研修会
を開催します。

　第１回　日時：７月24日（火）13：30～16：00　　定員15名
　　　　対象者：パソコン農業簿記初心者
　　　　内　容：青色申告とは、勘定科目と仕訳について、パソコン農業簿記の記帳演習
　　　　参加費：テキスト代　2,880円（当日集金）※就農研修生、認定新規就農者の方は農振協より助成あり

　第２回　日時：８月23日（木） ９：30～16：00　　定員15名
　　　　対象者：パソコン農業簿記初心者
　　　　内　容：パソコン農業簿記（ソリマチ）の初期設定、入力演習
　　　　参加費：無料　※第２回のみ参加の方は上記テキスト代が必要となります

＊会　　　　場　　ＪＡしまねやすぎ地区本部　赤江支店２階会議室
＊講　　　　師　　島根県農業技術センター　技術普及部　瀧　広志 氏
＊持参いただくもの　　ノートパソコン、電卓、筆記用具、弁当（第２回のみ）
＊申 し 込 み　　参加希望者は、農業振興課までお申し込みください。
＊問い合わせ先　　ＪＡしまねやすぎ地区本部 営農経済部 農業振興課（TEL：0854－28－7200）

H30年度　青色申告をはじめませんか？
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ＡＴＭ工事のため、下記の通りＡＴＭを休止させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

※キャッシュカードでのご利用の方は、お近くのコンビニＡＴＭでもお取引いただけます。
　（コンビニＡＴＭ　平日午前９時～午後６時までは、入出金手数料無料）

◎やすぎ支店
8月1日（水） 9 :00 ～ 14 :00まで

◎安来市役所出張所
8月1日（水）10 :00 ～ 15 :00まで

◎栄町店
8月2日（木） 9 :00 ～ 14 :00まで

（２台中１台は終日利用可能）

ＡＴＭ休止のお知らせ

今年も梨ドリンクの
季節がやって来ました

～ご注文は～
各支店・グリンセンター各店・なかうみ菜彩館で
お求めいただけます！
販　売　元：ＪＡしまねやすぎ地区本部
問い合わせ：営農経済部生産流通課（TEL：0854-28-7800）

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

～商品説明～　※1箱（190ml×30缶入り）

　暑い夏にピッタリ！島根県安来産の二十世紀梨を贅沢に

使用したドリンクです。 和梨の王様である二十世紀梨がもつ

「爽やか」 で優しい甘みを楽しめます。お土産や贈り物などに

選ばれる人気の品です！ぜひご賞味下さい。
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　平成30年６月の全国主要子牛平均価格（全
農・畜産生産部６月15日現在速報）は雌714
千円（前月比97％）、去勢826千円（前月比
97％）、計778千円（前月比97％）で“弱含み”
の取引きとなっています。
　本県６月の子牛市場は中央のみの開設で、
259頭の上場がありました。平均価格は雌
605千円（前回比37千円安）去勢797千円（前
回比22千円安）で“反落”の取引きとなり
ました。今月の上場牛は、一部極端な発育が
悪い牛や過肥の牛が見受けられましたが、全
体的にみると特に去勢については概ね順調な
仕上りになっていました。
　６月の枝肉相場は引続き軟調に推移するこ
とが見込まれるものの、市場開催数が少なく、
底堅い需要が見込まれることから、“弱もち
あい”の相場展開となっています。

市 況 動 向 全国で“弱含み”の取引続く

6月子牛市場県外移出頭数
兵庫県 佐賀県 山口県 滋賀県 長野県 香川県 栃木県 その他 合計 県外移出率

雌 18 13 2 11 9 0 0 14 67 57.26%
去 15 4 11 0 0 7 6 0 43 30.28%
合計 33 17 13 11 9 7 6 14 110 42.47%

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 698,297 334,260 673,200 631,350 605,160
頭　　数 7 2 3 12 117
最高価格 866,160 640,440 744,120 866,160 1,298,160

ヌ
キ

平均価格 806,436 876,528 774,765 810,657 796,941
頭　　数 10 5 8 23 144
最高価格 919,080 1,141,560 906,120 1,141,560 1,145,880

総 平 均 価 格 761,908 721,594 747,065 749,181 710,306
合 計 頭 数 17 7 11 35 259

（　）内♂頭数

肥育センターA5評価牛（6月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS

直太郎－安福久－平茂勝 去勢 512.3㎏ A5 10
幸紀雄－平茂勝－紋次郎 去勢 503.5㎏ A5 8
美国桜－美津照重－茂重桜 去勢 433.9㎏ A5 10
安福久－勝忠平－第１花国 去勢 484.5㎏ A5 9

◎正職員登用（平成30年７月１日付）
▼営農経済部農業振興課・野路佳佑
▼営農経済部畜産課・佐藤陽奈
▼広瀬支店信用課・米山菜摘
◎新規採用（平成30年７月１日付）
▼営農経済部直売店舗課グリーンセ
ンターはしま店・小林丈志

▼営農経済部直売店舗課グリーンセ
ンターなかうみ菜彩館・柴田耕司

◎退職（平成30年6月30日付）
▼中村　翔
▼丸瀬さおり

人事異動8月の外務日は
16日（木）・17日（金）
担当職員がお伺いします。

税務相談会日程
⃝広 瀬 支 店　７月20日（金）10時～12時
⃝安来東支店　８月１日（水）10時～12時
⃝伯 太 支 店　８月１日（水）13時30分～15時30分
⃝広 瀬 支 店　８月10日（金）10時～12時
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