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　安来市立赤屋小学校の１
～４年生13人は10月25
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。同地区では同校の
児童とサツマイモを毎年栽

培しており、10年以上続けられているこの活動は、子ど
もたちとの交流や食農教育にも繋がっています。
　児童は同地区の住民やＪＡ職員と一緒に５月に定植した
紅はるか1,000株のツル刈りとマルチ剥ぎをした後、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「今年もサツマイモ掘りを楽しみに待っていた。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。

　ＪＡしまねやすぎ青年連盟ひろせ支部は10月14日、安
来市立比田小学校の児童11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。当日は、指導してく
ださった花農家の佐藤明次さんと香苗さん夫妻が栽培した
トルコギキョウ、アスター、千日紅、マリーゴールド、ジ
ニアなどを使用しました。児童はフラワーアレンジメント
の説明を受けた後、吸水スポンジが入ったカップに色鮮や
かな花の中から好きな花を選んで、個性あふれる作品に仕
上げました。また、各学年のクラスに飾る花もグループに
分かれて相談し、完成させました。この体験教室は３～６
年生合同のクラブ活動の一環で行われ、今年で５回目。今
回初めてフラワーアレンジメントを体験した児童は「いろ
んな花があって楽しかった。誰かにあげたい気持ちになっ
た」と話しました。指導してくださった佐藤さん夫妻は「実
際に花を見て、花に触れて、花のある生活を身近に感じて
もらえたら」と話していました。

　やすぎ地区本部は10月23、24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。Ｊ
Ａしまねの金芽米をはじめ安来産の新米７種が店頭に並
び、待ち望んでいたお客様が新米を手に取っていました。
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、金芽

米やＢＧ無洗
米の特性、品
種の特徴など
を説明し新米
をＰＲしまし
た。
　炊き立ての
新米を試食し
たお客様は

「甘みがあっておいしい。無洗米は普段使っていないが便
利で美味しいですね」と笑顔を見せました。また、当日は
金芽米の米粉で作ったパンケーキミックスときぬむすめ３
合袋をセットにした商品も好評で、他にも新米のすくいど
りやポン菓子の実演販売などが行われ、多くの方にイベン
トを楽しんでいただきました。新米職員の加納歩奈職員は
「安来には美味しく栄養価も高いお米があるので、地元だ
けでなく、県外の方にも安来産米の魅力を知ってもらいた
い」と意気込みました。

新米とまいもん祭開催 比田小 フラワーアレンジメント体験

赤屋小 地域ともにサツマイモ栽培晩果梨 「あたご」「晩三吉」 出荷始まる

　やすぎ梨生産部会は11月20日、やすぎ生産センターで
晩果梨「あたご」と「晩三吉」の出荷協議会と目合わせ会
を開きました。当日は県や市、市場、ＪＡ関係者も参加し、
品質や規格等を確認。今年は玉太りも良く、糖度は「あたご」
13.6度「晩三吉」13.0度と甘く仕上がりました。

　「あたご」は大
玉で果汁が多く、
大きいものは２㎏ 
近くもあり、「晩
三吉」はほのかな
酸味でさっぱりし
た味わいが特徴で
す。また、どちら

も貯蔵性に長けており、お歳暮としても人気です。
　初出荷は11月22日で、山陰の近郊市場に加え、広島県や
山口県の市場にも出荷します。出荷は２月下旬までで、出荷
量８トン・販売高400万円を目標に取り組みます。同部会
の岩田繁樹部会長は「今年は長雨や風害で栽培に苦労した
が、甘くおいしい梨に仕上がった。多くの方に安来産の梨
をぜひ味わってほしい」と話しました。
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　やすぎ地区本部は11月10日、女性倶楽部「えにょば」
第６回講座として、山陰中央新報社文化センター松江教室
の大国世津子さんを講師に迎え、「ふわふわ羊毛フェルト
講座」を開催しました。
　当日は部員12名が参加し、もうすぐクリスマスという
こともあり、「サンタクロース」作りに挑戦しました。
　ふわふわした羊毛をニードルで刺し、少しずつ固めて形
を作り、講師の丁寧な指導のもと、約１時間ほどで可愛ら
しい個性あふれるサンタクロースが出来上がりました。参
加者からは、「初めて挑戦しましたが、同じ材料でも、作
る人によって違う表情になり楽しかったです。お喋りしな
がら楽しい時間でした。クリスマスが楽しみです」と話さ
れました。

　やすぎ地区本部は11月20日、道の駅あらエッサで開駅
10周年収穫祭を開催しました。
　当日はしまね和牛弁当や限定スイーツの販売、10周年
特別記念切符の配布などが行われ、多くのお客様で賑わい
ました。イベントではやすぎ直売部会員提供の産直品詰合
せのほか、必ず景品が当たる「大根収穫くじ引き」を先着
100名限定で行いました。畑の大根に見立てたくじを収
穫して出てきた番号札の景品が当たる仕組みで、皆さん楽
しんでくじ引きをされていました。くじを引いた方は「大
根くじは見た目もユニークで良いアイデアですね」と話し
ていました。また、他のブースでは牛乳消費拡大運動やＪ
Ａカードのアンケートも実施しており、皆さん関心をよせ
ておられました。

道の駅あらエッサ　開駅10周年収穫祭 羊毛フェルトでサンタクロース作り

地域駅伝でタスキをつなぐ

　やすぎ地区本部は11月21日、安来市広瀬町で開催された第
70回記念安来市駅伝競走大会に参加しました。
　当日は、地区体協や市内の企業など９チームが参加し、沿道
からの応援を受けながら、６区間13.8㎞ をタスキを繋いで一
生懸命走りました。同地区本部は総合４位、参加資格で分けら
れた部門では堂々の１位という素晴らしい結果を収めました。
また、地域の皆様と共に汗をかくことで、大会を通じて交流を
深めることができました。
　今後も同地区本部は地域イベントへ
積極的に参加し、ＪＡの基本目標の１
つである「地域の活性化」に努めてい
きます。
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M I R A I
k i d s
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ＪＡしまね　やすぎ福祉サービスセンター
ＴＥＬ：２３‒８２３０　ＦＡＸ：２３‒８２３１

今年の出来は最高でした！

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
　木登りが上手な深宥ちゃんは明るく元気
な女の子。小学校の登り棒も一番で登れる
んだって。大阪のおじいちゃんから送って
もらった図鑑を見て、色々なことを調べた
りして勉強するのが好きで学校の授業では
算数が一番得意。大きくなったらアイス屋
さんになりたいんだって。
　働く車が大好きな弘佑くんも元気いっぱ
い！最近は大きなショベルカーやパトカー
のおもちゃで遊んだり、お父さんのトラク
ターに乗って遊ぶのが大好きなんだって。
保育園では面倒見のよい優しいお兄ちゃん。
大きくなったら消防士さんになりたいん
だって。
　そんな仲良しの二人は家の手伝いで野菜
の出荷やシール貼りを手伝ってくれて、お
父さんとお母さんはとっても助かってるそ
うです。ケンカもするけど、お母さんが作
るオムライスとクッキーを食べたら、すっ
かりニコニコ仲直り。
　コロナが落ち着いたら、大好きな大阪の
おじいちゃん達に早く会いたいんだって。
～お父さん・お母さんより～
　頑張り屋の深宥。優しくて思いやりのあ
る弘佑。お友達とたくさん遊んで元気に大
きくなってね。

盛 岡 深
みゆ

宥 ちゃん（７さい）

弘
こうすけ

佑 く　ん（５さい）

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

　毎年、デイサービスふれあいでは干し
柿作りを皆さんと一緒に行っています。
　今年も皆さんに皮むきや吊るす作業
をお世話になりました。「カビが生え
んやに上手に乾かしないよ‼ 」と皆さ
んからの言葉があり、職員が天気の良
い日には物干し竿を担いで柿を日なた
に、雨が降ったり夕方になると軒下に

移動して…その甲斐があり、２週間後には、カビひとつ生える事無く皆さ
んがお好みの「ぼってり」した甘～い干し柿が出来上がりました。３時の

おやつに皆さんに
食べていただき大
好評でした。

おやつにはどれがいいかな？

おいしくなあれ

真剣です！

これはたべごろかな？
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規格 超特価（税込） 500ml換算

¥1,940 ―

¥3,580 ¥1,790

¥5,650 ¥1,413

¥10,470 ¥952

¥36,200 ¥905

規格 超特価（税込） 500ml換算

¥1,995 ―

¥6,500 ¥1,625

¥18,700 ¥1,558

¥29,100 ¥1,455 《対象期間　令和３年12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 資材課（TEL:28-7800）まで

ザクサ

ラウンドアップマックスロード

吸収力が違う！
根まで効く！

雨に強い！

効果が速い！
根を枯らさない！
⇒斜面や畔が崩れにくい！

今だからできる特別価格
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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！

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
はしま店

日程 12月26日（日）～30日（木）
※27日は臨時営業

場所

グリーンセンター
ひろせ店

日程 12月27日（月）～30日（木）

年の瀬市

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（金）
～１月５日（水）

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（金）
～１月５日（水）

12月27日（月）８：30～16：00
※なお、12月30日（木）は
　営業時間を８：30～14：00とします。

８：30～14：30
定休日 月曜日

なかうみ菜彩館 12月31日（金）
～１月２日（日）

１月３日（月）
９：00～15：00

９：00～18：00
定休日なし

資材店舗サンサン 12月30日（木）
～１月５日（水）

９：00～18：00
定休日なし

農業機械
サービスセンター

12月28日（火）
～１月５日（水）

８：30～17：00
定休日 土・日曜日

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（日）～30日（木）

年末花市

年末年始の営業時間の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

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
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令和3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３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３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３年12月27日（月）

　５．データ配布時期　　令和４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。

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

令和3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3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
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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、一昨年６月開催の通常総代会におい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、安来市役所出張所については近隣に店舗及びＡＴＭが存在し、効率性の観点から安
来東支店内へ税金等収納業務を含め、窓口を移行（店舗内店舗）するとともにＡＴＭを廃止
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
向上につなげることといたします。何卒皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

安来市役所出張所窓口　　令和４年２月25日（金）廃止

安来市役所出張所ＡＴＭ 令和４年２月25日（金）廃止
※２月25日（最終日）は窓口８：30～15：00まで営業

ＡＴＭ８：45～12：00まで稼働

現在業務を行っています市役所出張所の窓口業務・ＡＴＭについては
令和４年２月25日（金）をもって廃止し、２月28日（月）より安来東支店
にて税金等収納業務を含め取り扱います。

但し、窓口の取扱時間は８：４５～15：00に変更となります。
　なお、現在ご利用の安来市役所出張所の貯金関係の口座番号は、変更ありません。

安来市役所出張所窓口及びATM廃止のお知らせ
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　令和３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17日現在速報）
は雌696千円（前月比104％）、去勢801千
円（前月比104％）で“上昇”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812頭の取引があ
り、平均価格は隠岐582千円（前回比44千
円安）、西部市場668千円（42千円安）でい
ずれも“続落”、中央市場730千円（前回比
13千円高）で“続伸”の取引きとなりました。
隠岐市場では年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、
DG（日増大量）は１以上の良好な牛が多く
見られました。西部・中央市場の上場牛は生
産者の手入れが行き届いており雌・去勢とも
に発育揃いが良く特に肋張りのしっかりとし
た牛に仕上がっていました。枝肉相場におい
ては、外食は十分に回復していませんが、量
販店では年末用の仕込みを少しずつスタート
するとの声も聞かれそのための商品調達も始
まりつつあり、動き出す気配も感じられます。
また一部では３～４等級主体の取引から５等
級の引き合いが強まっています。このような
状況下ですが食肉販売・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。
畜産農家・関係団一体となり和牛肉消費に協
力しこの難局を乗り越えましょう。

全国「上昇」　本県「続落」「続伸」

11月子牛市場県外移出頭数
山口県 滋賀県 宮崎県 鳥取県 佐賀県 兵庫県 香川県 その他 合計 県外移出率

雌 19 22 3 15 9 2 5 16 91 52.30%
去 24 9 24 0 4 7 4 4 76 38.78%
合計 43 31 27 15 13 9 9 20 167 45.14%

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 674,850 633,600 666,967 660,110 644,838
頭　　数 4 3 3 10 97
最高価格 694,100 790,900 676,500 790,900 1,111,000

ヌ
キ

平均価格 839,117 876,700 787,325 823,700 793,245
頭　　数 6 1 4 11 129
最高価格 917,400 876,700 801,900 917,400 988,900

総 平 均 価 格 773,410 694,375 735,743 745,800 729,548
合 計 頭 数 10 4 7 21 226

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 備考

平茂晴－平茂勝－金幸－忠福 去勢 461.6㎏  A5 9
勝茂久－国牽白清－花桜－藤桜 去勢 583.8㎏ A5 9

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 24 日（月）　9：00～14：00（安来東支店）

1月の外務日は
19日（水）・20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24日（金）10時～12時
●安来東支店 １月11日（火）10時～12時
●伯 太 支 店 １月11日（火）13時30分～15時30分
●広 瀬 支 店 １月17日（月）10時～12時

人事異動
◎退職（令和３年11月30日付）
　藤田　隆久
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