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　やすぎ地区本部とＪＡ共済連島根は11月10日、島根県
警察本部と連携して、安来市立伯太中学校の全生徒を対象
に自転車交通安全教室を開催しました。この教室は、スタ
ントマンによる危険な自転車走行に伴う交通事故を再現す
ることで、生徒に交通事故の危険性を疑似体験させ、自転
車の安全利用を伝える目的で開催しています。
　当日は、スタントマンが自転車の急な飛び出しで車と激
突する事故、自転車同士や歩行者との衝突事故、トラック
の下敷きになる巻き込み事故などを迫力ある演技で再現。
間近で再現スタントを見た生徒は「目の前で交通事故の再
現を見て怖いなと感じ、自分の命は自分で守れるよう交通
ルールを守っていきたい」と話しました。また、今回の教
室にあわせ事故防止に役立ててもらおうと、全生徒に自転
車用夜光反射バッチを贈呈しました。

　急斜面のあ
ぜなどが多く
あ り、 標 高
200ｍ 以 上
に位置する中
山間地域の伯
太町上小竹地
区は、ハイブ
リッドラジコ

ン草刈り機「神刈」を導入しました。同機は、無線操作
で最大175ｍの通信と最大傾斜角度が45度まで作業可能
で、刈り草は飛散が少なく、細かく刻まれるため集める手
間が省け手軽に処理ができます。機械の導入により作業負
担の軽減と安全な場所から作業ができるためケガや転倒、
転落などの事故リスク低減を期待します。
　10月14日には試運転が行われ、同地区の住民やメー
カー、ＪＡ職員など20名が集まり、操作方法や管理方法
などを確認。１時間かからず急斜面のあぜを１本刈りとり、
性能とスピード（作業効率）を実感しました。同地区代表
の安野豊昭さんは「中山間地域では夏の草刈りが一番大変。
ラジコン草刈り機の導入で作業負担を軽くしたい」と話し
ました。

上小竹地区ラジコン草刈り機導入 中学校で自転車交通安全教室開催

新米とまいもん祭開催安田小 バケツ稲で米作りを学ぶ

　やすぎ地区本部は10
月17・18日、道の駅あ
らエッサで新米イベント
｢新米とまいもん祭｣ を
開催しました。ＪＡしま
ねの金芽米をはじめ安来
産の新米９種が店頭に並
び、２日間で約90袋を
販売しました。イベント
ではＪＡ新入職員も参加
し、｢新人｣ という意味

の新米とお米の ｢新米｣ を掛け「新米職員」として、ＢＧ
無洗米や金芽米の特性、品種の特徴などを消費者の方へ説
明し新米をＰＲしました。
　また、お昼どきには炊き立ての新米を２日間で400杯
ふるまい、テイクアウトのかき揚げやコロッケなどを販売
しました。新米を味わった方は ｢おいしい新米が出てきて
秋を感じます｣ と笑顔をみせました。その他にも新米のす
くいどりが行われ、多くの方がイベントを楽しみました。
新米職員の樋口賢実職員は「安来には美味しいお米がたく
さんあるので、今後も安来産米の魅力を伝えていきたい」
と意気込みました。

　安来市立安田小学校の児童
20名は10月８日、５月に植え
たバケツ稲の収穫を行いました。
当日は、鎌の使い方をＪＡ職員
から教わり、自分で育てた稲を
刈り取りました。収穫後は、玄
米と白米を見比べ、クイズを交
えながら収穫された稲が白米に
なるまでの過程や田んぼにいる
益虫などについて学びました。
　また、児童が育てたバケツ稲の中には生育がうまくいか
なかったものもあり、児童はＪＡ職員と一緒に「なぜ稲の生
育がうまくいかなかったのか？」を考え、水不足や日照不足、
苗の間隔が狭いなどの様々な意見を出し合い、米作りにつ
いて理解を深めました。体験を終えた児童は「普段食べて

いるご飯が、白米
になるまですごく
大変だとわかりま
した。今後はその
ことを思いながら
ご飯を食べます」
と話しました。
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ＪＡ青年の主張の部
最優秀賞　伊藤尚幸さん（斐川）

ＪＡ青壮年組織活動実績の部
優秀賞 北中宏一さん（やすぎ）

　安来市立赤屋小学校の１、２
年生５人は10月28日、伯太町
新田谷地区の住民とサツマイモ
収穫を行いました。同地区は国
の多面的機能支払交付金を利用
し、使用されなくなった畑で同
校の児童とサツマイモを毎年栽
培しています。この活動は子ど
もたちとの交流や食農教育にも
繋がっています。
　５月の定植では紅はるか1,000株を植えつけており、
当日児童は同地区の住民やＪＡ職員と一緒に、ツル刈りや
マルチ剥ぎを体験し、その後、次々と大きなサツマイモを
収穫していきました。作業を終えた児童は「たくさん大き

なサツマイモ
がとれてうれ
しかった」と
話しました。

　やすぎ女性部とやすぎ青年連盟は10月19日、広瀬町の
圃場で社会福祉法人明星会ひろせ保育園の年長組と年中組
47人と一緒にサツマイモを収穫しました。この活動は地
元の園児に土や農作物に直接触れてもらおうと、食農教育
と地域交流を目的に５月の定植と合わせて毎年行っていま
す。しかし今
年の定植は、
新型コロナウ
イルス感染症
拡大防止のた
め園児の参加
は中止。両組
織は水やりや
草取り、イノ
シシ対策など
を行ない、園
児との収穫を心待ちにしていました。
　当日園児は、女性部員と農青連盟友に手伝ってもらいな
がら、紅あずま700株のサツマイモを掘りおこし約150
㎏ 収穫。掘りおこしたサツマイモを見て歓声が上がり、園
児は収穫したサツマイモを持ちながら「大きいのがとれ
た！」と笑顔を浮かべ、収穫を楽しみました。

女性部・農青連が園児とサツマイモ収穫 赤屋小 地域ともにサツマイモ栽培

比田小 ひろせ農青連とフラワーアレンジメント中国・四国地区ＪＡ青年大会出場

　やすぎ青年連盟ひろせ支部は10月15日、安来市立比田
小学校の児童14名を対象に手作りフラワーアレンジメン
ト体験教室を行いました。体験教室は３～６年生合同のク
ラブ活動の一環で行われ、今年で４回目。当日は、花農家
の佐藤明次さんと香苗さんご夫婦が栽培したトルコギキョ
ウやアスターなどを使用しました。
　児童は作り方の説明を受けた後、色鮮やかな花の中から
好きな花を選び、農青連盟友からアドバイスを受けながら、
吸水スポンジが入ったカップに花を自由に活けていきまし
た。それぞれ個性あふれる作品を完成させた後は、グルー
プに分かれて各学年のク
ラスに飾る作品を相談し
ながら作りました。今回
初めてフラワーアレンジ
メントを体験した児童は
「ちゃんとできるか不安
だったけど、キレイなの
ができた。今までは花に
興味なかったけど興味が
湧いた」と話しました。

　中国・四国農協青壮
年組織協議会は11月
４日、中国・四国地区
ＪＡ青年大会を開催し
ました。島根県代表と
して「ＪＡ青壮年組織
活動実績」の部にやす
ぎ青年連盟の北中宏一
さんが、「ＪＡ青年の
主張」の部に斐川青年
連盟の伊藤尚幸さんが
出場しました。
　また、今大会は新型

コロナウイルス感染症防止のためオンライン中継で実施さ
れ、動画配信サイト「YouTube（ユーチューブ）」にも
ライブ配信されました。島根県代表の結果は次の通りです。
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M I R A I
k i d s

福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンター福祉サービスセンターだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだより

ＪＡしまね　やすぎ福祉サービスセンター
ＴＥＬ：２３‒８２３０　ＦＡＸ：２３‒８２３１

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ

年の瀬も
元気に！

そ
れ
ぞ
れ
の
顔
・
光
る
個
性

思
い
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
た
リ
ー
ス

安来の元気なこども達を紹介します！安来の元気なこども達を紹介します！

のの たちたち
　最近「ひつじのショーン」にハマってい
るひよりちゃんは、ポテトとチョコ、枝豆
が好きな女の子。嫌いな食べ物は意外にも
チーズで、この頃ＡＢＣが言えるようになっ
たんだって。また今は、おもちゃを片付け
ることと、保育園で発表会があるそうで、
その練習を頑張っているみたい。
　離乳食をはじめたばかりのつむぎちゃん
は、おてんばな性格の女の子。お粥をモリ
モリ食べるようで、特にカボチャが好きみ
たい。最近はジャンパルーにハマっていて、
足腰を鍛えているんだって。また、うつ伏
せでいるとお姉ちゃんが「カメさんになっ
ているよ」と教えてくれるみたい。
　そんな２人は、おじいさんとお父さんが
庭に作ってくれた砂場とブランコで遊ぶの
が大好き。今後は滑り台を計画中で、でき
るのを楽しみにしています。
～お父さん・お母さんより～
　「いつもニコニコ笑顔のひよりちゃん、で
きることが増えてきてイタズラっ子になっ
てきたつむぎちゃん。２人とも仲良しで、
これからもたくさん一緒に遊んでね。これ
からどういう風に成長していくのか楽しみ
にしているね。」

　デイサービスふれあいで
は、ご利用者の皆さまとクリスマスツリーや干支作りを楽し
みながら、元気に年の瀬を過ごしております。
　クリスマスツリーは、松ぼっくりに飾りつけした「松ぼっ
くりツリー」を作り、干支作りは粘土で来年の干支「丑」
をほのぼのと可愛らしく仕上げ、それぞれに味わい深い作
品を作られました。また、ひ孫さんのためにクリスマスリー
スを何日も特別な思いを込めてつくられた
方もおられました。
　未だ新型コロナウイルス感染症の収束が見
えない状況ではございますが、どうか穏やか
で明るい新年をお迎えください。

細田ひより ちゃん（３さい）

つむぎ ちゃん（７カ月）
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　今回の女子大は、冠婚葬祭に関するマナー講座を
行いました。はじめにマナーの必要性や冠婚葬祭と
は何かについて説明を受けました。続いて披露宴と
葬儀の際の服装やふるまい、贈答のマナーとして水
引の使い分けなどを学びました。受講中は学生から
積極的に質問し、日頃疑問に思っていたことが解決
できたようです。

女子大レポート
池上 由美 氏

講師

◆どうしていいか分からなかったことが聞けて良かっ

たです。

◆五節句という言葉を初めて聞いたので、 これから

子供たちに伝えていきたいです。

学生感想

第16回

講座 現代流冠婚葬祭マナー　講座
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年の瀬市と年末花市では、しめ縄、お餅、
黒豆などお正月用品を多数揃えておりま
すので、お買い物はＪＡの直売店舗で！
　また、30日はみその日！大正屋醤油
店による金山寺みその実演販売を行いま
す。年内最後のてんこもり！

平素よりＪＡしまねやすぎ地区本部をご利用いただき、誠にありがとうございます。
各店舗・センターに関する年末年始の営業時間は、下記の通りとなります。

年末店舗イベントのお知らせ

場所
グリーンセンター
ひろせ・はしま店

日程 12月26日（土）～30日（水）

場所

　道の駅あらエッサ内
なかうみ菜彩館

日程 12月30日（水） 10時～
※無くなり次第終了

年の瀬市

みその日

お問い合わせ先
グリーンセンターひろせ店 TEL：0854-32-9333 なかうみ菜彩館 TEL：0854-23-7310
グリーンセンターはしま店 TEL：0854-23-7288 直 売 店 舗 課 TEL：0854-28-7200
資 材 店 舗 サ ン サ ン TEL：0854-28-7801 農機センター TEL：0854-22-6900

店舗・センター 休業日 臨時営業 通常営業

グリーンセンター
ひろせ店

12月31日（木）
～１月５日（火）

12月27日（日）
８：30～14：00

８：30～14：00
定休日 日曜日

グリーンセンター
はしま店

12月31日（木）
～１月５日（火）

12月28日（月）８：30～16：00
※なお、12月26日（土）～29日（火）は
　営業時間を８：30～16：00に延長します。

８：30～14：30
定休日 月曜日

なかうみ菜彩館 12月31日（木）
～１月３日（日）

９：00～18：00
定休日なし

資材店舗サンサン 12月30日（水）
～１月５日（火）

９：00～18：00
定休日なし

農業機械
サービスセンター

12月26日（土）
～１月５日（火）

８：30～17：00
定休日 土・日曜日

年末年始の営業時間のお知らせ

年末店舗イベント年末店舗イベントのお知らせお知らせ年末店舗イベントのお知らせ

皆様のご来店をお待ちしております。

場所

　道の駅あらエッサ内
なかうみ菜彩館

日程 12月26日（土）～30日（水）

年末花市

お知らせお知らせ年末年始年末年始の営業時間営業時間のお知らせお知らせ年末年始の営業時間のお知らせ
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令和２年分農業所得申告用 農業経営データの申し込みについて

　ＪＡでは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しています。
　令和２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貯金口座の令和２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）

　４．申込締切　　令和２年12月30日（水）

　５．データ配布時期　　令和３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。

令和２年分農業所得申告用 農業経営データの申し込みについて令和２年分農業所得申告用 農業経営データの申し込みについて

　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。

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!
インターネットを利用してインターネットを利用して、農業所得申告用農業経営農業所得申告用農業経営農業所得申告用農業経営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!データをご自宅のパソコンに取り込むことができます!データをご自宅のパソコンに取り込むことができます!
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!

生産流通課 担当：松浦（TEL：0854-28-7800）お問い合わせ
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　数年に及ぶマイナス金利政策など経済情勢により、ＪＡを取り巻く環境は厳しさを増す中、
当ＪＡは昨年６月開催の通常総代会にて決定した中期経営計画（令和元年～令和３年）にお
いて、施設別（店舗、農業施設、支店、ＡＴＭ）に採算性や効率性を十分に検討し、施設の
集約や再配置、広域利用、運営方法の見直しを行うこととしております。
当地区本部においても、信用共済事業改革に伴う店舗のあり方とＡＴＭの再配置を検討す

る中で、やすぎ支店については近隣に複数の店舗及びＡＴＭが存在し、効率性の観点から安
来東支店内へ窓口を移行（店舗内店舗）するとともにＡＴＭを廃止、また赤屋店ＡＴＭは利
用件数が少なく、必要経費を含めた採算性を鑑み廃止させていただくこととします。なお、
今回の店舗等の見直しに伴う資源は、金融サービスの一層の向上につなげるとともに、廃止
するＡＴＭの最寄りのＡＴＭについて通帳繰越等機能充実を図る予定としています。
　ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ＪＡしまね やすぎ地区本部

赤屋店ＡＴＭ    令和３年６月30日（水）廃止
※６月30日（最終日）は通常どおり（８：45～18：00）稼働

やすぎ支店ＡＴＭ（旧.本所）  令和３年２月26日（金）廃止
※２月26日（最終日）は８：00～12：00まで稼働

現在業務を行っていますやすぎ支店（旧.本所）窓口業務・ＡＴＭについては
令和３年２月26日（金）をもって廃止し、３月１日（月）より安来東支店
にて信用・共済部門を取り扱います。
　なお、現在ご利用のやすぎ支店の貯金関係の口座番号は、変更ありません。

信用・共済窓口及びＡＴＭ廃止のお知らせ
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　令和２年11月の全国主要子牛市場平均価
格（全農・畜産生産部11月25日現在速報）は、
雌683千円（前月比106％）、去勢780千円（前
月比108％）で“続伸”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808頭の取引きがあり、平均価格は
隠岐559千円（前回比60千円高）、中央764
千円（78千円高）でいずれも“反発”、西部
704千円（前回比74千円高）の取引きとな
りました。隠岐市場は年３回の開催のため、
上場牛の月齢にはかなりのバラツキがありま
したが、標準的な発育の牛が多く見られまし
た。中央・西部市場の上場牛は、一部過肥の
牛も見受けられましたが、最近まれに見る発
育の良い牛に仕上がっていました。
　枝肉相場においては、新型コロナウイルス
感染症が再び拡大傾向にあり、飲食店の客足
も落ち込み始めている中で、コロナの懸念が
払拭できないために一時の勢いを欠いている
ようです。今後年末までは、模様眺めの状況
であり“弱保ち合い”で推移すると見られま
す。この事から食肉販売・小売業者にとっ
ても販売不振により厳しい状況は変わりませ
ん。事態の早期収束を願うところです。

全国“続伸”もコロナ拡大で…

11月子牛市場県外移出頭数
山口県 滋賀県 宮崎県 長野県 広島県 佐賀県 香川県 その他 合計 県外移出率

雌 6 26 1 7 5 5 5 19 74 48.05%
去 39 8 28 7 5 4 3 13 107 47.35%
合計 45 34 29 14 10 9 8 32 181 47.63%

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 748,157 712,360 700,333 726,660 713,568
頭　　数 7 6 4 17 96
最高価格 953,700 739,200 754,600 953,700 1,394,800

ヌ
キ

平均価格 818,950 815,833 828,911 823,969 800,254
頭　　数 4 3 9 16 133
最高価格 854,700 858,000 896,500 896,500 997,700

総 平 均 価 格 773,900 751,163 796,767 776,884 763,914
合 計 頭 数 11 9 13 33 229

肥育センター５等級評価牛（11月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS

久茂福－百合茂－勝忠平 去勢 489.8㎏ A5 8
花之国－勝忠平－安平照 去勢 469.2㎏ A5 10
美津照重－安福久－平茂勝 去勢 467.6㎏ A5 9
久茂福－百合茂－安福（岐阜） 去勢 501.6㎏ A5 8

市 況 動 向

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金融課（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

● 1 月 27 日（水）　9：00～14：00（安来東支店）

人事異動　◎異動（令和２年12月１日付）（　）内は旧部署
▼営農経済部次長兼資材課長兼生活燃料課長・荒薦喜好（営農経済部次長兼資材課長兼生活燃
料課長兼旅行センター所長）▼営農経済部生活燃料課・佐中繁俊（営農経済部旅行センター）

1月の外務日は
20日（水）・21日（木）
担当職員がお伺いします。

税務相談会日程
●広 瀬 支 店　12月21日（月）10時～12時
●安来東支店　１月12日（火）10時～12時
●伯 太 支 店　１月12日（火）13時30分～15時30分
●広 瀬 支 店　１月21日（木）10時～12時
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