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やすぎニュース

　やすぎ地区本部は４月11日から４日間、安来市穂日島
町のやすぎ担い手支援センターで農薬散布ドローンのオペ
レーター養成スクールを開講しました。講師は、岡山県の
福田農機（株）の國米整備マネージャーが務めました。受
講者は、適正な飛行散布や農薬・病害虫・航空法などの知
識を学ぶ講義を受け、屋外では飛行技術の習得に向けて実
践練習を行いました。高齢化や人手不足の問題解消のため、
作業の省力化・効率化が期待できる農業用ドローンの普及
が加速的に進んでいます。
　講習を終えて、受講生は「飛行散布が及ぼすリスクは幅
広く不安があったが、講習会で知識と技術を学び自信がつ
いた。地域の期待に応え、地域農業に貢献したい。」と話
しました。

　ＪＡしまねやすぎ女性部と青年連盟
は５月１７日、広瀬町の社会福祉法人
明星会ひろせ保育園の年長組１７人と
一緒にサツマイモ定植を約７００本行
いました。
　この取り組みは、園児に土や農作物
に直接触れてもらう食農教育と地域交
流を目的に毎年行っている活動です。

　女性部と青年連盟のメンバーが事前に畝立てやマルチ張
りなど定植に向けた準備を行い、当日園児は部員や盟友に
苗の植え方を教えてもらいがら、「紅あずま」の苗を１本ず
つ丁寧に定植しました。定植を体験した園児は「お芋をいっ
ぱい植えられて、楽しかったです。秋には芋掘りしたいで
す。」と体験を楽しみました。
　女性部の原ますみ部長は園児に向け「秋には皆さんと一
緒に収穫を行いますので、楽しみにしていて下さい」と話
しました。今後は、無事に園児と収穫が行えるよう除草作
業やイノシシ等の害獣対策の柵を張り管理していきます。

　安来市宇賀荘
町にある農事組
合法人ファーム
宇賀荘の水田で
５ 月10日、 今
秋行われる新嘗
祭に献納される米の御田植式が執り行われました。献穀者
で同法人の岡田一夫代表理事をはじめ、県、市、ＪＡしまね、
地元関係者30人で島根県奨励品種である「つや姫」を献穀
田10アールに手植えしました。ＪＡしまねからは山根盛治
副組合長、伊藤精一地区本部長が出席しました。岡田代表
は「献穀者として、島根県、安来市の代表として、このよ
うな機会をもらえたことは光栄に思っているとともに、責
任の重さを痛感しています。秋には立派な米が献納できる
ように、管理していきたい。」と話されました。今後は９月
上旬に執り行われる御抜穂式（おぬきほしき）で刈り取りし、
10月下旬に精米1.5キロ（１升）を献納する予定です。

新嘗祭献穀 御田植式開催

女性部･青年連盟が園児とサツマイモ定植

農薬散布ドローン養成スクール開催
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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

JAしまねやすぎ地区本部
農業機械課　安来市宇賀荘町1255
0854-22-6900

伯太営農経済センター
伯太町東母里537-1

0854-37-1414
広瀬営農経済センター
広瀬町下山佐146-1

0854-32-2336

　治翔くんは元気いっぱいの優しいお兄
ちゃん。人見知りすることなく、誰とでも
すぐに仲良くなれるよ。こども園や地域の
人と「バイバーイ！タッチ！」をすること
が大好きなんだって。今、トミカに夢中で
大好きなトミカをたくさん見せて一生懸命
説明してくれたよ。最近は、お父さんやお
母さんとジャンケンをしたり、こども園で
習った歌を歌ってくれるんだって。大好き
な食べ物はいちごと梨。やすぎのいちごと
梨は美味しいもんね。大きくなったら電車
の運転手さんになりたいんだって。
　海翔くんは甘えん坊さんでお兄ちゃんが
だ～い好き。お父さんとお母さんに抱っこ
してもらいたくて泣いちゃうことが多いみ
たい。最近は、おしゃべりが上手になって、
一生懸命お話してくれるし、夜も良く寝て
くれるんだって。
　コロナ禍になってからは家族でお祭りに
行けていないので、落ち着いたらお祭りに
行って、迫力ある本物の花火を家族みんな
で楽しみたいそうです。早くみんなで行け
るといいね。
～お父さん・お母さんより～
　治翔くん、得意なダンス、大好きな歌、
どんどん上手になっていくね。海翔くん、
ニコニコ笑顔たくさん見せてくれるように
なったね。二人が元気でいてくれて本当に
嬉しいよ。ありがとう。これからも仲良く、
元気に大きくなってね。治翔くん、海翔くん、
大好きだよ。

島 田 治
はると

翔 く　ん（２さい）

海
かいと

翔 く　ん（６カ月）

１．申し込み期日　令和４年６月30日（木）
２．対象機種　ケット科学研究所・静岡製機米麦水分計に限る
３．受付方法　農業機械課または、伯太・広瀬営農経済センターまでご持参ください。
４．点検内容　水分測定（±0.2％範囲内）、圧力調整、電池液漏れ確認キートップ・電池

接点の不具合修理、清掃
５．点検料 （税込み）

項　　　目 ６月末受付点検料 ※７月以降の受付になりますと点検料
が割高になり、また返却が遅くなる
可能性がありますのでご承知おきく
ださい。
※今回の点検整備は、水分値の適正表
示を確認するものであり、点検結果
を保証するもではありません。また、
点検時正常値を測定しても何らかの
原因により異常数値を表示する場合
があります。よって水分測定の際に
は他の水分計など複数の検査器具と
併用しご使用願います。

ケットライスタ型 2,200円
点検料 ケットＰＭ・ＰＢ型 3,300円

静岡製機水分計 2,200円
調 整 代 金（静岡製機のみ） 2,200円

修 理 代 金 2,200円
部 品 代 金 実　費

１．申し込み期日　令和４年６月30日（木）
米麦水分計の点検整備について（ご案内）米麦水分計の点検整備について（ご案内）米麦水分計の点検整備について（ご案内）
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大 型 特 殊 免 許（ 農 耕 車 限 定 ）

取得講習会開催のお知らせ

　近年、担い手への農地集積や経営規模拡大により、農業者が使用する農業機械の大型化が進ん
でいます。また道路運送車両法の基準緩和に伴い、農作業機を装着しての公道走行が認められ、
大型特殊自動車免許が必要となる場面が増加しております。
　そこでＪＡしまねやすぎ地区本部では、今年度も組合員の皆様の安全な農作業に係る支援とし
て大型特殊免許（農耕車限定）取得に向けた講習会を開催することにいたしました。
　つきましては、下記の詳細内容をご確認いただき期日までにお申込みください。

記
１．受講資格（１）普通自動車免許を所持し、運転免許証の住所欄が島根県内の記載者
　　　　　　（２）１８歳以上８０歳未満の方
　　　　　　（３）ＪＡしまねやすぎ地区本部管内の組合員で農業に従事している方

２．定　　員 80名
※応募者多数の場合はＪＡからの農機購入者を優先にして厳正な抽選を行います。
※講習会および試験の日程等については応募者に別途通知いたします。
※松江運転免許センターより、１日の受験者数（８名）が決められておりますので、８月か
ら毎月16名ずつ（５ヵ月間）開催いたします。

３．免許種類 大型特殊（農耕車限定）運転免許証
※乗用する農業機械で15㎞以上速度が出るものは、一般道を走行する時に大型特殊免許が必
要になります。

※農耕トラクターに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7ｍ以下、幅1.7ｍ以下、高
さ2.0ｍ以下（安全キャブや安全フレームの高さ2.8ｍ以下）の寸法を超える場合も大型特
殊免許が必要になります。

４．費用(税込) 講習料 20,000円（機械レンタル料、燃料代、往復運搬費等）
当日試験受験料 2,600円
試験合格者は免許更新費用 2,050円
※講習料の支払いは指定口座への振込で、受講決定者へ別途通知いたします。

５．試験内容 技能試験（松江運転免許センターでの技能試験）
※技能試験用のトラクターは当ＪＡが手配します。

６．申 込 先 最寄りの各営農経済センター・各店の窓口に開催要項・申込書がありますので、
ご記入いただき、窓口にご提出下さい。
※ＪＡしまねやすぎ地区本部のホームページの新着情報からも開催要項および申込書を確認・
印刷できます。
URL（ https://ja-shimane.jp/yasugi/）

７．申込期間 令和４年６月30日（木）まで
８．お問合せ　ＪＡしまねやすぎ地区本部　営農経済部　営農経済渉外課 TAC

電話　０８５４－２８－７８００　（担当：天野・永塚）
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小物農業機械点検会
ミニ展示会の開催
小物農業機械点検会
ミニ展示会の開催
小物農業機械点検会
ミニ展示会の開催

ＪＡしまね やすぎ地区本部 農業機械課

開催日時　　令和４年６月18日（土）　９：00～12：00
開催場所　　ＪＡしまね やすぎ地区本部 農業機械課
開催内容　　機械持ち込みによる点検
対象機械　　刈払機・管理機・チェンソー・背負動力散布機・背負動力噴霧機

点検内容　　エンジン始動確認・プラグ清掃・
　　　　　　キャブレター調整
点検費用　　500円（当日限り）

　尚、上記以外の点検修理には別途修理代金及び部品代金が必要
となります。
　また、修理内容によっては機械をお預かりし、納品は後日となる場合があります。

　農機センターにおいて小物農機具の展示を
行います。
　刈払機・背負動力散布機・背負動力噴霧
機、エンジンポンプなど、また、チップソー
特価品の販売も行います。

みなさまのご来場をお待ちしています。

【お問合せ先】

ＪＡしまね やすぎ地区本部 農業機械課
電話 ０８５４－２２－６９００
※新型コロナウイルス感染防止のため、受付時に検温、手指
消毒およびマスクの着用をお願いさせていただきます。

ミニ展示会
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規格 超特価（税込） 500ml換算

¥¥22,,110000 ―

¥¥33,,889900 ¥1,945

¥¥66,,113300 ¥1,533

¥¥1111,,440000 ¥1,036

× ¥¥2222,,000000 ¥1,000

規格 超特価（税込） 500ml換算

¥¥11,,999955 ―

¥¥66,,550000 ¥1,625

¥¥1188,,770000 ¥1,558

¥¥2299,,110000 ¥1,455 《対象期間　令和4年6月末まで》

　　　お問い合わせ・お申し込みは

やすぎ地区本部　各営農経済センター　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

《対象期間　令和4年6月末まで》

吸吸収収力力がが違違うう！！
根根ままでで効効くく！！

雨雨にに強強いい！！

効効果果がが速速いい！！
根根をを枯枯ららささなないい！！
⇒⇒斜斜面面やや畔畔がが崩崩れれににくくいい！！

期期間間限限定定！！
×× 本本のの

ままととめめ買買いいががおお得得！！
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００..5555%% ００..9955%%

11 ..3355%% 11..7755%%

※※利利子子補補給給後後のの下下限限金金利利はは00..22%%ととななりりまますす。。
（（島島根根県県農農業業信信用用基基金金協協会会のの保保証証ををごご利利用用さされれなないい場場合合はは、、下下記記のの金金利利にに00..33%%上上乗乗せせししまますす。。そそのの場場合合、、JJAAババンンクク利利子子補補給給後後のの下下限限金金利利はは00..55%%ととななりりまますす。。））

令令和和44年年44月月11日日現現在在

島根県農業信用基金協会の保証をご利用されない場合は当初3年間0.5%となります。
（4年目以降0.85%となります。）

00..22 %% 00..22%%

00..3355 %% 00..7755%%

島根県農業信用基金協会の保証をご利用されない場合は当初3年間0.5%となります。
（4年目以降1.25%となります。）

島根県農業信用基金協会の保証をご利用されない場合は当初3年間0.65%となります。
（4年目以降1.65%となります。）

島根県農業信用基金協会の保証をご利用されない場合は当初3年間1.05%となります。
（4年目以降2.05%となります。）

110000万万円円以以上上ののおお借借入入かからら、、当当初初33年年間間最最大大11..00％％ののＪＪＡＡババンンクク利利子子補補給給がが受受けけらられれまますす。。
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　令和４年５月の全国主要子牛市場平均価格
（全農・畜産生産部５月20日現在速報）は、
雌642,842円（前月比96％）、去勢752,941
円（前月比96％）、計706,174円（前月比
96％）で“反落”の取引きとなっています。
本県５月の子牛市場は西部・中央で開設され
453頭の取引きがあり、平均価格は、西部市
場で587,939円（前回比106千円安）で“続
落”、中央市場660,927円（前回比60千円安）
で“続落”の取引きとなりました。上場牛は、
一部発育の良い牛が見られましたが、全体に
バラツキが大きく、一日増体重が１キロ以下
の牛が多く見られました。今月の取引状況は、
前半「強気配」の取引きで推移しましたが、
「前半の価格が高すぎて予定頭数が購買でき
ない」として早めに退出した購買者もあった
ようです。終盤は価格が大きく下がりました。
回復に向かっている外食産業ですが、コロナ
陽性者数が一定数を保っており完全回復には
時間が掛かりそうです。また、牛肉輸出量が
前年実績を大きく下回り、加えてウクライナ
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
収拾が望まれます。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30頭で総入場頭数の6.6％でした。

全国“反落”県“続落”の取引き

５月子牛市場県外移出頭数
山口県 滋賀県 宮崎県 福岡県 岐阜県 三重県 岡山県 その他 合計 県外移出率

雌 32 31 3 16 14 15 12 29 152 68.47%

去 30 6 32 3 3 0 1 5 80 31.01%

合計 62 37 35 19 17 15 13 34 232 48.33%

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 588,500 690,800 673,200 646,195 599,322

頭　　数 7 3 10 20 111

最高価格 823,900 885,500 926,200 926,200 1,111,000

ヌ
キ

平均価格 683,100 706,200 748,000 709,866 708,415

頭　　数 9 5 7 21 144

最高価格 787,600 752,400 930,600 930,600 994,400

総 平 均 価 格 641,369 700,425 703,870 678,807 660,927

合 計 頭 数 16 8 17 41 255

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

美津照重-安茂勝-勝忠平-紋次郎 去勢 488.8㎏ A5 10

市 況 動 向

　例年７月に開催しております「ほっとフェスタ（総合展示会）」は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、開催を中止することにいたしました。
　組合員の皆様には、今後「紙上展示会（特価チラシ）」等により、お得な商品や新商材をご提案させ
て頂きますのでよろしくお願い申し上げます。

ほっとフェスタ２０２２の中止及
び、紙上展示会のお知らせ

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

● 7 月 11 日（月）　9：00～14：00（伯太支店）
● 7 月 25 日（月）　9：00～14：00（広瀬支店）

税務相談会日程
●安来東支店 ７月４日（月）10時～12時
●伯 太 支 店 ７月４日（月）13時30分～15時30分
●広 瀬 支 店 ６月17日（金）10時～12時

7月の外務日は
13日（水）・14日（木）
担当職員がお伺いします。

人事異動
◎異動（令和４年６月１日付）（　）内は旧部署
▼広瀬支店信用課　樋口賢実（広瀬支店栄町店）
▼伯太支店信用課　永田嘉博（伯太支店赤屋店）
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