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やすぎニュース

　やすぎ椎茸部会は６月３
日、乾椎茸品評会を開きま
した。今年は９点が出品さ
れ、岩田勇夫さんの「茶花
どんこ」が優秀賞一席に選
ばれました。審査には県や市の担当者などが島根県乾椎茸
品評会審査基準をもとに大きさや形、色合い、しわの具合
などを規格ごとに審査しました。部会長の藤原康孝さん
は「今年は収穫量が少ない中での出品となり、ご苦労が非
常にあったと思います。生産者におかれましては、今後も

生産を頑張って続
けていただきたい
と思います。」と
話されました。入
賞の結果は次の通
り。

優秀賞/島根県東部農林振興センター所長賞・茶花どんこ・岩田勇夫

安来市長賞・茶花どんこ・藤原昌則

しまね東部森林組合長賞・こうしん・長島伸一

島根県農業協同組合やすぎ地区本部長賞・どんこ・藤原康孝

森産業株式会社賞・どんこ・岩田　誠

日本きのこセンター賞・こうこ・藤原康孝

やすぎ椎茸部会長賞・どんこ・藤原康孝

　安来市立赤屋小学校
の６年生２人、５年生８
人は５月24日、体験学
習の一環として、田植え
を行いました。当日はＪ
Ａ職員による説明と、紙
芝居で米の成長と食べる
までの過程について説明
し、時折クイズを交えな
がら安来市で作られる品

種や日本人が年間食べる米の量などについて学習しました。
その後、地域の方と協力して苗の植え方を教わりながら、
コシヒカリの苗を一つ一つ手植えしました。はじめは田ん
ぼの中に足をおそるおそる入れていた児童も、最後は楽し
そうに植えていました。体験を終えた児童は「田んぼは初
めて入ったけど、楽
しかった。美味しい
お米ができて、秋に
は収穫したいです」
と笑顔で話しまし
た。

　やすぎ紅さし梅研究会は６月８日、下坂田集荷所で『紅
さし梅』の出荷目合わせ会を開催しました。当日は会員や
ＪＡ職員など16名が参加し、規格や出荷方法、生育状況等
の確認、病害虫の対策や販売方針等についても意見を交わ
し、生産者の意識統一を図りました。共選出荷は６月13日
よりスタートし、出荷量1.5ｔを目標に取り組みます。

　『紅さし梅』は収
穫前に紅く色がさ
し、また果肉が厚
く大実で種が小さ
いのが特徴の品種
で、梅酒や梅干作
りに適しています。

　出荷先については、年々引き合いが高まっている地元直
売所及び近郊の量販店を中心とした共選販売に切り替えて
います。やすぎ地区本部担当の岩田美由紀職員は「今年も
地元での販売をメインにし、少しでも多くの消費者の方々
に安来の紅さし梅の美味しさを知って頂けるようＰＲして
いきたい。」。と話しました。

　安来市立荒島小学校の３年
生32人は５月24日、久白
町の板持浩二さんの圃場で、
二十世紀梨の袋掛け作業を体
験しました。この取り組みは、
地元の特産物や農業に関心を持ってもらいたいと先代の頃
から続いており、児童は受粉作業から小袋掛け、大袋掛け、

収穫までと年間を通して梨に
ついて学びます。先月の受粉
作業に続いて今回は２回目の
体験学習となります。
　はじめに、板持さんから説

明を受けて、作業のやり方を教わりつつ台に乗り、梨に手
を伸ばしながら丁寧に袋を掛けました。また、体験後は梨
の歴史や栽培などについて積極的に質問し、たくさんメモ
を取りながら梨について学びました。
　体験学習を終えた児童は「袋を掛けるのは難しかったけ
ど、とても楽しかったです。美味しい梨ができるのを楽し
みにして
います。」
と話しま
した。

梨の袋掛け体験

赤屋小 食農教育実習

紅さし梅 共選出荷スタート

乾椎茸品評会 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 たちたちたち

　やすぎ地区本部は６月22日、伯太支店において「JAスマホ教室」を開催しました。
　当日は、午前、午後とも同内容で約１時間の教室です。初開催の６月７日の時と同
様に、ドコモショップ安来店、ドコモＣＳ中国島根支店からスタッフ４名が講師とし

て、参加者の皆さんにボタンの操作から電
源の入れ方、マナーモードのやり方など丁
寧に教えておられました。
　参加された方は「普段からスマートフォ
ンを使っていても、わからないままで使っ
ていました。次の講座も楽しみにしていま
す。」と話されました。

　陽ちゃんは面白いことが好きな明るい女
の子。学校では音楽が好きで、ピアニカ
を吹くのが得意なんだって。今はＴｉｋＴｏｋ
（ティックトック）にはまっているみたい。
家ではお母さんのお手伝いで、弟の翔くん
のためにミルクを作ったり、お世話をして
くれたり、とっても頼りになるんだって。
あと、スイミングや体操を習ってみたいっ
て話してくれたよ。さくらんぼが大好きな
陽ちゃんは、大きくなったらカフェを開き
たいんだって。
　薫ちゃんはのんびり屋さんだけど、しっか
りと自分の世界を持っている頼もしい女の子
で、今はYouTube（ユーチューブ）でお人
形と遊んでいる動画を観るのにハマっている
みたい。保育園に通っていて、「お友だちと
元気いっぱい仲良くあそぶよ！」って教えて
くれたよ。桃が大好きな薫ちゃんは、大きく
なったらお医者さんになりたいんだって。
　翔くんは去年生まれたばかりの元気な男
の子。７カ月の頃から、つかまり立ちがで
きるようになって動き回るのが大好き。離
乳食もたくさん食べてくれるそうで、特に
お魚の離乳食が好きなんだって。
　３人はケンカもするけどとっても仲良し。
お話を聞いている間もくっついていたよ。
お父さんが「ソロキャンプ」にはまっていて、
コロナが落ち着いたら家族でキャンプに行
きたいそうです。早くいけるといいね。
～お父さん・お母さんより～
「陽と薫のおてんばぶりに笑わせられたり、
怒ったり。この２人に負けず劣らずのわん
ぱくぶりを発揮する翔が加わり、毎日が楽
しく賑やかになりました。これからも３人
仲良く育ってほしいです」

山 本　陽
ひなた

ちゃん（７さい）

薫
すみれ

ちゃん（５さい）

翔
かける

く　ん（９カ月）
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　令和４年６月の全国主要子牛市場平均価格
（全農・畜産生産部６月21日現在速報）は、
雌602,840円（前月比97％）、去勢699,312
円（前月比96％）、計658,697円（前月比
97％）で“続落”の取引きとなっています。
　本県６月の子牛市場は中央で開設され287
頭の取引きがあり、平均価格は雌522,773円
（前回比76千円安）、去勢619,475円（前回比
89千円安）、平均580,053円（前回比80千円
安）で“続落”の取引きとなりました。
　今回の市場は購買者が増えたものの、発育
が良い牛・悪い牛、肋張りのある牛・ない牛
の価格差が顕著に表れました。また、飼料高
騰等により一部の購買者の買い控えも見受け
られました。
　肉相場においては、本格的な梅雨に入り、
肥育生産者はニーズが弱まるのを見越して出
荷を抑制していますが、それでも相場は弱基
調となる見通しです。
　また、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36頭で総入場頭数
の12.5％でした。

全国・本県“続落”の取引き

６月子牛市場県外移出頭数
滋賀県 山口県 広島県 宮崎県 三重県 福岡県 栃木県 その他 合計 県外移出率

雌 21 0 1 2 10 0 3 33 70 54.26%
去 6 18 14 11 0 10 6 15 80 45.20%
合計 27 18 15 13 10 10 9 48 150 49.02%

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 594,000 726,000 468,600 585,876 522,773
頭　　数 6 3 4 13 117
最高価格 770,000 739,200 778,800 778,800 1,103,300

ヌ
キ

平均価格 674,300 630,300 552,200 615,617 619,475
頭　　数 10 3 10 23 170
最高価格 828,300 771,100 773,300 828,300 974,600

総 平 均 価 格 644,325 678,333 528,314 604,877 580,053
合 計 頭 数 16 6 14 36 287

肥育センター５等級評価牛（６月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS 備考

美津照重－花之国－百合茂－平茂勝 去勢 488.8㎏ A5 10
愛之国－北平安－平茂勝－第７糸桜 去勢 520.9㎏ A5 8
聖香藤－福栄－茂重桜－藤桜 去勢 596.4㎏ A5 8
百合白清２－安福久－勝忠平－安平 去勢 557.5㎏ A5 11

市 況 動 向

税務相談会日程
●安来東支店 ８月８日（月）10時～12時
●伯 太 支 店 ８月８日（月）13時30分～15時30分
●広 瀬 支 店 ８月15日（月）10時～12時

年金相談会日程
● 7月 25日（月）9：00～14：00（広瀬支店）

人事異動
◎異動（令和４年７月１日付）（　）内は旧部署
▼・営農経済部生産流通課・鶴田由枝（営農経済部営農経済渉外課）
　・営農経済部営農経済渉外課・石原益江（安来東支店兼やすぎ支店信用課兼安来市役所出張所）
◎正職員登用（令和４年７月１日付）
▼・伯太支店信用課・高橋菜摘
　・安来東支店兼やすぎ支店信用課兼
　　　　　　安来市役所出張所・花井　涼
　・営農経済部米穀課・山田良祐
　・赤江支店信用課・佐川波花
◎退職（令和４年６月30日付）
▼中尾まゆみ

8月の外務日は
17日（水）・18日（木）
担当職員がお伺いします。

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

人事異動
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