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やすぎニュース

　やすぎ女性部は３月29日、女性倶楽部えにょば第４期
生の修了式を赤江支店で行い、23人がカリキュラムを修
了しました。
　この倶楽部は９年前に設立され、市内の50歳以上の女
性を対象に女性部加入を条件とし、いつまでも輝く女性で
あるために様々な講座を通して、自分磨きや仲間づくりを
おこなってきました。
　今期はコロナウイルス感染症の影響により十分な活動に
は至りませんでしたが、仲間と共に活動した締めくくりと
して、女性部の原ますみ部長が修了証をひとりひとりに手
渡し、「皆さん『えにょば（いい女）』になれたと思う。今
後も地域で輝く女性として、女性部の活動にも積極的に参
加してほしい。」と挨拶しました。

　なかうみ菜彩館は４月17日、島田加工農業協同組合と協同で毎年恒例となっ
た「たけのこ祭り」を開催しました。粘土質の赤土で育った「島田たけのこ」
はとても柔らかく味が良いのが特徴で、市場でも大変人気が高いです。当日、
店頭には朝掘りされた新鮮な生タケノコや水煮したタケノコがたくさん並び、
天候にも恵まれて多くのお客様で賑わいました。購入されたお客様は「島田
たけのこはとても美味しくて、毎年楽しみにしています。毎年知人にも送って
いて、とても喜ばれています。」と話されました。
　また、「島田たけのこ」を使って商品
開発された新商品「しまね和牛 和風ハン

バーグ（税込486円）」と「蕎麦の実 島田たけのこ雑炊（税
込486円）」が初めて店頭に並び、多くのお客様が手に取っ
ていました。発売前の４月13日には田中武夫安来市長を訪
問して新商品のPRを行いました。

　午後からはタケノコの重量当てクイズが行われ、参加者は大きなタケ
ノコを何度も持ちながら重さを予想し、イベントを楽しみました。正解に
１番近かった３名の方には賞品として「島田たけのこ」が手渡されました。
　島田加工農業協同組合の岩崎義明代表理事組合長は「昨年は来場者が
少なかったが、今年は多くの来場者に恵まれ、非常に好調で手応えを感
じた。」と話し、「コロナ禍が収束して試食がまたできるようになれば、よ
り多くの人に美味しさを知ってもらえるので、早く収束して欲しい。」と
願っておられました。

　やすぎ花卉部会
は３月29日に市
内14カ所の医療
機関へ安来産の花
を使った花束のプ
レゼントを実施し
ました。この取り
組みは、花卉農家

51戸で構成されるやすぎ花卉部会と安来農林振興協議会
特産部会で、今なお医療現場で奮闘されている医療従事者
の皆さんに安らぎを感じて頂けるようにとの思いで企画さ
れたものです。
　花束作りは安来市内の生花店「日の出屋」とコラボし、
前日28日にストック、ラナンキュラス、オリエンタルユ
リ、トルコギキョウなど約400本の安来産の花を使って
綺麗なアレンジメントを作成されました。
　ＪＡ花卉担当の足立美由紀職員は「安来市内の農家さん
が丹精込めて作られた花で医
療従事者の方に安らぎを感じて
いただきたい。今後もやすぎの
花で地元の皆様に安らぎを感じ
ていただけるような取り組みを
行っていきたい。」と話しました。

やすぎの花で医療従事者を応援

たけのこ祭り開催　多くのお客様で賑わう

女性倶楽部えにょば第４期生修了
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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
　美海さんは明るい性格で、三人姉弟の優し
いお姉ちゃん。高校ではバレー部に所属して
いて、ライトアタッカーを担当。最近、ファッ
ションにとても興味があって、お店やネット
でお気に入りの服を探すのが楽しみ。将来は
理学療法士になりたいみたいで、日々勉強中
のようです。
　悠太郎くんは身体を動かすのが好きなス
ポーツマン。小学校から野球をやっていて、
今はセカンドとショートを任されているみた
い。手先も器用で、木で作った自作のゲーム
機用スタンドを見せてくれたよ。将来は大工
になって、色々と作ってみたいんだって。
　夏希くんはこの春小学校一年生になった
ばかり。明るく、ひょうきんな家族のムード
メーカーで、お兄ちゃんと同じように野球
がやりたいんだって。休みの日には兄弟で
キャッチボールをするんだとか。ひらがなが
書けるようになって、お父さんとお母さん宛
てに書いた手紙を見せてくれたよ。将来は
消防士さんになりたいんだって。
　今はコロナ禍で家に居ることが多くなって
きているので、落ち着いたら家族みんなで
キャンプに挑戦したいんだそうです。
～お父さん・お母さんより～
　みう、ゆう、なっちゃん。いつも元気で、
明るく、賑やかで毎日いろんな事があるけ
れど、すごく楽しいよ。みんながいるから、
お父さんもお母さんも頑張れるよ。いつも
ありがとう。
　みんなも学校での勉強やスポーツ頑張っ
てね。全力で応援しているよ。みう、ゆう、
なっちゃん、大好きだよ。

松 坂 美
みう

海 さ ん（16さい）

悠
ゆうたろう

太郎 く ん（13さい）

夏
なつき

希 く ん（６さい）

　平素よりJAしまねをご利用いただき厚くお礼申しあげます。
　予てより検討を進めておりました「伯太支店赤屋店」及び「広瀬支店栄町店」
の効率化店舗への移行（※）を６月１日（水）とし、同日より役席者を含む３人体制
での運営とさせていただきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

赤屋店・栄町店の効率化店舗移行時期
令和４年６月１日（水）

※効率化店舗とは、ＪＡバンク体制整備基準に基づく店舗事務処理体制整備基準の一つであり

①融資業務は手形貸付のみの取扱いとし、それ以外は母店へ取り次ぐ

②集金・渉外業務は行わない 等々の業務制約があります。

　また、栄町店に設置しているＡＴＭ２台は同日より管理を外部委託とさせて
いただき、それに伴い次の日程で一時的に休止させていただきます。

　・１号機（正面右側）…６/１ ８：00～９：00　休止
　・２号機（正面左側）…５/31　15：00～ 終日　休止

何卒、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

赤屋店及び栄町店の効率化店舗への移行のお知らせ
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部門ごとに３グループが第１次審査を通過します。
第２次審査会には代表者２名に出場していただきます。

調理・試食審査 ９月１6日（金）～１７日（土）
第２次審査

書類審査 8月19日（金）
第1次審査

審査

応募はこちら！

募集期間

賞と賞金

２０２2年5月6日（金）～

最優秀賞
各部門１点 賞状と賞金 各１５万円

優 秀 賞
各部門２点 賞状と賞金 各 ５万円

佳　　作
各部門１０点 賞状と賞金 各 １万円

7月22日（金）消印有効

地元農畜産物を使用
ＳＮＳ映えする

郷土料理、思い出の味
我が家の自慢の一品など

●応募は２名以上のグループ・家族に限ります。かならず、メン
バー全員の名前・年齢・職業を応募用紙にお書きください。
●応募用紙に記載されたメンバーのうち２名のみ、第２次審査
会に進むことができます。
　代表者２名と応援者１名の交通費・宿泊費は、主催者が負
担します。
●第２次審査出場の各部門３グループには、８月３１日（水）ま
でに連絡します。
●応募作品はオリジナルで、未発表のものに限ります。
●個人情報については、家の光協会のプライバシーポリシー
に基づき適正に取り扱います。

審査基準
●地元の農畜産物を生かしている
●アイディア、創意工夫がある
●誰にでもかんたんにおいしく作れる
●彩り、見た目の仕上がりの完成度が高い

審査委員
宮本クッキング主宰　宮本和秀 氏　ほか

結果発表
２０２３年１月上旬に家の光協会ウェブサイト「家の光公募サ
イト」で結果を発表し、『家の光』２０２３年２月号誌上で、最優
秀賞・優秀賞の作品を紹介します。

（一社）家の光協会　「ザ・地産地消 家の光料理コンテスト」係
〒１６２－８４４８　東京都新宿区市谷船河原町１１番地
https://www.ienohikari-koubo.com/ryouricon/

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、状況によっては開催を延期、
もしくは中止、審査方法を変更する可能性がありますので、ご了承ください。

応募規定

応募・問い合わせ先

主催／ＪＡグループ　（一社）家の光協会
　　　ＪＡ全国女性組織協議会
後援／農林水産省　ＪＡ全中　ＪＡ全農　ＪＡ共済連
　　　農林中央金庫　ＪＡ全厚連　
協力・協賛／（株）農協観光　協賛／キユーピー（株）

R035

※佳作は書類審査にて決定します。

東京都内で開催

（一社）家の光協会　「ザ・地産地消 家の光料理コンテスト」係
〒162‒8448　東京都新宿区市谷船河原町11番地

ウェブからも応募できます → 家の光料理コンテスト　検索

　地元でとれる野菜や果物などを使い
短時間でできる簡単な副菜
和え物、酢の物、ふりかけ
色鮮やかなもの

　地元でとれる野菜や
果物などを使い、おいしくて、
見た目もきれいなスイーツ

第20回
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　令和４年４月の全国主要子牛市場平均価格
（全農・畜産生産部４月18日現在速報）は、
雌673,615円（前月比101％）、去勢787,792
円（前月比99％）、計738,975円（前月比
100％）で“保合”の取引きとなっています。
　本県４月の子牛市場は中央で開設され253
頭の取引きがあり、平均価格は雌647,890円
（前回比11千円安）、去勢782,464円（前回
比９千円高）、平均721,826円（前回比５千
円安）で“弱保合”の取引きとなりました。
　上場牛は去勢、雌ともにバラツキが大きく、
一部購買者からは購買が難しいとの意見があ
りました。また、「上場頭数が減少すると他
県主体の購買にシフトし、島根では不足分の
みの購買になる可能性がある」との意見もあ
りました。今後、上場頭数を増加させること
が産地としての急務となっています。枝肉相
場は大型連休に向けた需要期で連日高値が続
いていますが、数量を確保した小売業者は買
いが弱くなり、月末には保合となりそうです。
　ウクライナ情勢による穀物、乾草、稲わら
価格の高騰が肥育農家の経営を圧迫してお
り、早期の事態収拾が望まれるところです。
畜産農家・関係団体と一体になり、和牛肉消
費拡大によりこの難局を乗り切りましょう。
今月の『しまね和牛子牛飼い方の手引き』に
係る名簿内記載『Ｍ表示』は31頭で総入場
頭数の12.3％でした。

全国“保合”本県“弱保合"の取引き

４月子牛市場県外移出頭数
滋賀県 宮崎県 広島県 鳥取県 山口県 佐賀県 三重県 その他 合計 県外移出率

雌 17 7 4 13 6 9 11 10 77 63.11%
去 13 22 13 0 6 3 0 3 60 42.86%
合計 30 29 17 13 12 12 11 13 137 52.29%

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 666,875 605,220 674,300 649,293 647,890
頭　　数 4 5 6 15 114
最高価格 898,700 675,400 773,300 898,700 1,020,800

ヌ
キ

平均価格 665,500 870,466 775,830 755,932 782,464
頭　　数 6 3 10 19 139
最高価格 781,000 883,300 921,800 921,800 1,068,100

総 平 均 価 格 666,050 704,687 737,756 708,885 721,826
合 計 頭 数 10 8 16 34 253

肥育センター５等級評価牛（４月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS 備考

美津照重－安茂勝－谷福土井－菊照土井 去勢 397.0 A5 8
美津照重－平茂勝－安福（岐阜）－糸福（大分） 去勢 412.0 A5 8

市 況 動 向

6月の外務日は
15日（水）・16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 ６月６日（月）10時～12時
●伯 太 支 店 ６月６日（月）13時30分～15時30分
●広 瀬 支 店 ６月17日（金）10時～12時

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

● 6 月 13 日（月）　9：00～14：00（赤江支店）

人事異動
◎異動（令和４年４月14日付）（　）内は旧部署
▼広瀬支店信用課・原田友里（企画総務部
総務課付け）▼広瀬支店信用課・加納萌里
（企画総務部総務課付け）
◎採用（令和４年５月１日付）
▼やすぎ統括支店ローンセンター・渡部厚志
◎退職（令和４年４月30日付）
▼伊東友美
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