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やすぎニュース

　やすぎ白ネギ生産部会は、昨年11月中旬に、今年度の
共選出荷を始めました。同部会は20名の生産者が約２ha
で栽培し、今年度は、出荷量約35トン、販売高約1,000
万円を目標に取り組みます。
　昨年夏に豪雨や台風による浸水や暴風被害があり、例年
になく栽培管理の難しい年となりましたが、生産者の皆さ
んの徹底した管理により前年より１週間程度早く高品質な
白ネギの初出荷をする事が出来ました。年明け以降は低温
が続いているため、さらに甘味が増して上々の仕上がりと
なっています。
　収穫された白ネギはやすぎ地区本部の下坂田集荷所に持
ち込まれ、松江市の卸売市場である松江合同青果（株）を経
由し、県東部を中心にスーパーを運営する株式会社みしまや
に出荷しています。安来市内のＪＡ直売所にも並び、鍋の季
節には欠かせない食材として消費者からの需要も高いです。
　また、部会員の約半数が「しまねエコ農産物」ガイドラ
インに沿った栽培法に取り組み「エコ白ネギ」として販売
しています。慣行栽培に比べて節減対象農薬の使用回数と
化学肥料の窒素成分量を同県基準の半分以下とした、環境
にやさしい栽培が特長です。
　ＪＡ担当者は「安来の白ネギは有機質肥料をたっぷり使
用し、ゆっくり、じっ
くりと育てられてい
る。とても柔らかく、
甘みがあるのが特徴な
ので、ぜひ一度食べて
みてほしい」と話しま
した。

　島根県立情報科学高校の生
徒８名は12月21日になか
うみ菜彩館で、やすぎリブラ
ンディングプロジェクト開発
商品の販売体験をおこないま
した。同プロジェクトは学校
と地元企業が連携して商品開

発・マーケティング・販売を行い、地方創生につなげる取
り組みです。当日は開発商品の「まさげなおからクッキー」
をＰＲするため、お客様への声掛けやチラシ配布、商品説
明を積極的に行い、商品の売れ行きも好調でした。
　体験した生徒は「販売体験を重ねていくうちに声掛けや
説明も自信がついてきました」と話しました。同プロジェク
トの協力企業で
ある有限会社角
久の角様は「こ
の開発商品は継
続的に販売を続
けていきたい」
と意気込んでお
られました。

　やすぎ地区本
部の各直売所で
は、１月３日に
なかうみ菜彩館
が、６日にグ
リーンセンター
ひろせ店とグ
リーンセンター

はしま店が、2022年の初売りを行いました。各直売所で
は、特産品のイチゴや梨、鍋物野菜の白ネギや大根、シイ
タケ等がところせましと並びました。１月９日には道の駅
あらエッサ内の各店舗が協力し、イチゴ、海産物、お買物
券などが入った福袋を税込1,000円で販売しました。30
袋限定の福袋は大好評で販売開始から10分で完売しまし
た。購入された方は「この値段でこんなに入っていて、と
てもお得ですね」と話しました。
　ＪＡ担当者は「本年も新鮮で良質な安来産の農畜産物を
取り揃えていますので、
ぜひ多くの方にご来店い
ただきたい」と期待を込
めました。

ＪＡ直売所で初売り！

情報科学高校生徒　なかうみ菜彩館で販売体験

冬にはやっぱり　白ネギ

やすぎのいちご 出荷本格化

　やすぎ苺部会は、昨年11月上旬より今年度の共選出荷を
始めました。収穫された苺は、やすぎ地区本部の下坂田集
荷所に持ち込まれ、ＪＡ直売所や山陰両県の５市場へ来年
５月末まで出荷されます。同部会は67戸の農家が645アー
ルで栽培しており、今年度は「紅ほっぺ」92.５トン、「章姫」
39.８トン、「かおり野」18.５トン、共選販売高１億9,470
万円を目標に取り組みます。
　昨年は８月中旬の低温と秋の高温の影響で例年より生育
が１週間程度早くなっていますが、味は甘く仕上がっていま
す。
　ＪＡ苺担当の黒田真
一係長は「甘くて美
味しいやすぎのいちご
を、ぜひ味わっていた
だきたい」と話しまし
た。
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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！安来の元気なこども達を紹介します！

のの たちたち
　陽太くんは穏やかな性格でしっかり者の
お兄ちゃん。保育園で女の子に人気があるそ
うで、２年間片思いしている女の子がいるみ
たい。最近ひらがなを勉強していて、お母さ
んのお買物リストを書いてお手伝いしている
よ。将来はお医者さんになりたいみたい。
　奏多くんはみんなを笑わせることが好き
で、家族のムードメーカー的存在。お兄ちゃ
んに憧れていて、陽太くんが目標なんだっ
て。好き嫌いがなく何でも食べてくれるよ。
風船あそびがお気に入りで将来警察官にな
りたいんだって。
　ふたりはお母さんが作るチキンカツが
だーい好き。パワーになるんだね。
　唯菜ちゃんは去年生まれたばかりの女の
子。みんなから大切にされていて、特にお
父さんはメロメロなんだとか。おとなしい
性格で、夜もよく寝てくれてお母さんはとっ
ても助かってるみたい。
　コロナが落ち着いたら大好きな仮面ライ
ダーのイベントで京都の映画村に行きたい
んだって。早く行けるといいね。
～お父さん・お母さんより～
　これからも３人仲良く元気にすごしてね。
　いつもありがとう。
　コロナが落ち着いたら色んな所へ遊びに
いこうね。

矢 田 陽
はるた

太 く　ん（４さい）

奏
かなた

多 く　ん（３さい）

唯
ゆな

菜 ちゃん（５カ月）
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　ＪＡしまねやすぎ地区本部は、ＪＡしまねの事業方針に基づき本年２月末をもちまして
「やすぎ福祉サービスセンター」を廃止することといたしました。
　長年にわたり当福祉サービスセンターをご利用いただきました皆様、そして、事業運営
を支えていただきました関係機関、組合員、地域の皆様に対し、心から感謝申し上げます。

　当福祉サービスセンターは、平成15年より訪問介護事業、居宅介護支援事業、通所介
護事業に順次取り組み、平成30年にはデイサービスセンターふれあいを改修し、「誠心誠
意」の理念のもと地域の利用者の皆様へのサービス内容の充実と向上に努めてきました。
　しかしながら、農協改革のもと農業関連事業の一層の充実とＪＡ経営の安定化が求めら
れるなか、将来的な人口動向や事業見通し等を総合的に判断し介護福祉事業からの撤退を
することとなりました。皆様には、ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解を頂き
ますようお願い申し上げます。
　尚、当福祉サービスセンターの廃止後は、当施設を活用される事業者において介護福祉
サービスが提供されますので、引続きご利用いただきますようお願い申し上げます。

ＪＡしまねやすぎ地区本部　 　　　　
常務理事本部長　伊 藤　精 一

やすぎ福祉サービスセンターの事業廃止について
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　令和４年１月の全国主要子牛市場平均価
格（全農・畜産生産部１月21日現在速報)
は雌687千円（前月比96％）、去勢797千円
（前月比99％）と“反落”の取引となって
います。本県１月の子牛市場は西部・中
央で開設し379頭の取引があり、平均価格
は西部市場は693千円（前回比25千円高）
で“反発”、中央市場は758千円（前回比
４千円安）で“弱気配”の取引となりました。
　西部の上場牛については、一部ばらつきが
ありましたが、概ね順調に仕上がっていまし
た。中央については雌、去勢ともにばらつき
のある牛、Ｄ・Ｇが１㎏ 以下の牛も多く見ら
れました。枝肉相場では、コロナの影響と年
明け閑散期で動きは非常に悪くなっていま
す。しばらくは動きを加速させる要因は乏し
く仕入れを抑える傾向も見られます。今状況
で食肉販売・小売業者にとって販売不振によ
る厳しい状況は変わりません。畜産農家・関
係団体と一体となり、この難局を乗り切りま
しょう。このような時こそ、飼養頭数の維
持・拡大および後継者づくりに取り組み、購
買者に来て頂けるよう上場頭数の確保に努め
ましょう。

全国“反落”本県西部“反発”中央“弱気配”の取り引き

１月子牛市場県外移出頭数
山口県 滋賀県 宮崎県 三重県 兵庫県 佐賀県 和歌山県 その他 合計 県外移出率

雌 36 34 6 10 3 5 8 12 114 62.64%
去 37 11 23 0 6 4 0 7 88 39.46%
合計 73 45 29 10 9 9 8 19 202 49.88%

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 753,683 783,200 655,160 715,092 698,141
頭　　数 6 1 5 12 92
最高価格 836,000 783,200 885,500 885,500 1,185,800

ヌ
キ

平均価格 802,843 800,250 781,000 795,369 801,146
頭　　数 7 4 5 16 127
最高価格 881,100 834,900 972,400 972,400 1,128,600

総 平 均 価 格 780,154 796,840 718,080 760,964 757,875
合 計 頭 数 13 5 10 28 219

肥育センター５等級評価牛（１月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS 備考

寿恵高福－茂重桜－糸貞福－糸晴波 去勢 421.8㎏ A5 10
愛之国－美津照重－茂重桜－糸晴波 去勢 499.3㎏ A5 11
美津照重－照美－第７福桜－藤桜 去勢 526㎏ A5 10

市 況 動 向

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。

さて、未だ猛威を振るう新型コロナウイルスの影響を踏まえ、２月２５日・２６日に予定していまし

た「2022春期　農機展示会」を中止することにいたしました。何卒ご理解をお願いいたします。

20％OFF
期間限定（２月末まで）

ご注文の際は、トラクターと
ロータリーの型式をご連絡ください。

電話 ２２－６９００
やすぎ農機センター

トラクター
耕耘爪
（太陽の爪）

連絡先

3月の外務日は
16日（水）・17日（木）
担当職員がお伺いします。

税務相談会日程
●安来東支店 ３月２日（水）10時～12時
●伯 太 支 店 ３月２日（水）13時30分～15時30分
●広 瀬 支 店 ３月11日（金）10時～12時
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