


2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



　安来市立第一中学校の３年生３名が９月13日から３日
間、キャリア教育の一環として職場体験学習のため、やすぎ
地区本部担い手支援センターで実習を行いました。
　生徒は、担い手支援センターの支援班の人たちに指導して
もらいながら、１日目は玉ねぎの播種、２日目はイチゴのラ
ンナーを取る作業、３日目はサツマイモ掘りなどを体験しま
した。
　また、３日間の集大成として、野菜を使ったカレーを作っ
て食べました。
　実習を終えた生徒は「農業は思ったより大変だと感じまし
た。でも、やっていて楽しかったです。仕事の大変さや、野
菜作りの難しさを知りました。」と話しました。

　やすぎ地区本部は８月24日に飯梨こどもクラブの児童29人と一緒に、食と農をすすめる子ども雑誌「ちゃぐりん」を活
用した工作を行いました。
　当日はJA職員が講師となり、「ちゃぐりん」に掲載されている工作の中から「牛乳パックで作るボール」と、「クリアポケッ
トケース」作りに挑戦しました。
　初めは、本を見ながら子供たちも学童の先生方も慎重に進めて
いましたが、慣れてくるとスピードも上がり、牛乳パックボールが
できあがる頃には、「どうやって遊ぶ？」「蹴って遊ぶ。ドッジボー
ル！」と盛り上がっていました。クリアポケットケースも、カッター
や目打ちを使っての作業でしたが、シールやマスキングテープで
飾り付けをして個性豊かな作品を仕上げることができました。
　同地区本部では小学校の夏休みに、市内の放課後児童クラブと
一緒に工作等の夏休み活動支援を行っており、児童の豊かな感性
を育てることを目的としています。今後も「ちゃぐりん」を活用
した食農教育に取り組んでいきます。

飯梨こどもクラブとちゃぐりん工作に挑戦

中学生　職場体験

　やすぎ梨生産部会は９月12日、下坂田町の安来梨選果場で安来市立島田小学校の３年生26人を対象に、選果場の見学会
を行いました。島田小学校では梨の袋かけや、収穫体験など、身近な梨について学習しています。
　見学会当日、児童は岩田繁樹部会長から選果場や梨について説明を受け、「二十世紀梨」が選果される様子を見学しました。
次々とベルトコンベアを流れる梨を見て、どのように選果さ
れるのか興味深くメモをしていました。また、選果された梨
を箱に入れて梱包バンドでとめる作業や出荷する箱を組み立
てる作業の体験も行いました。岩田部会長から見学のお土産
に「二十世紀梨」が渡され、見学を終えた児童は「普段おじ
いちゃんが梨を作っていますが、こんな風に選果場で選別さ
れていてびっくりしました。梨を作って売るまでの大変さが
分かりました。」と話し、地元で作られている梨について理
解を深めました。

島田小学校選果場見学
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　やすぎ梨生産部会は９月２日、赤江支店で「二十世紀梨」の品評会を
開催しました。
　安来管内から14点が出品され、審査の結果、最優秀賞（安来市長賞）
に久白町の板持京子さんが選ばれました。
　品評会では１点５個セットで出品された梨を果形や玉揃い、病害虫や
傷害の有無などの外観を比較する一次審査と、大きさ（重量）や硬度、
糖度などを測る二次審査で評価します。
　今年の天候は、例年より暑く病害虫の発生が早まったり、降雨が少な

く玉太りが心配されるなど、栽培に苦労する年でしたが、審査員から「果実の肥大も良く、糖度も平年並みで、果皮も病害
虫や傷もないきれいな仕上がりとなっていた。日頃の管理をきちんとされてきた結果が現れており、梨農家の頑張りを感じ
た。」と称賛されました。受賞結果は次の通りです。
　安来市長賞　　　　　　　　　　　　　　板持　京子さん
　島根県東部農林水産振興センター所長賞　島田　毅　さん
　島根県農業協同組合長賞　　　　　　　　岩﨑　幸男　さん
　島根県農業協同組合やすぎ地区本部長賞　金山　浩美　さん
　島根県果樹研究同志会長賞　　　　　　　永田　幹夫　さん

　やすぎ地区本部は９月18、20、21日の３日間、安来管内にあるグリー
ンセンター（農産物直売所）２店舗となかうみ菜彩館で『彼岸花市』を開
催しました。各店舗では、定番である菊やしぶきをはじめ、トルコギキョ
ウ、ケイトウなど多くの種類の花木が店先に並び、店頭を鮮やかに彩って
いました。今年は台風14号の影響で日程の変更がありましたが、花木を
求めるお客様で各店舗とも賑わっていました。
　『彼岸花市』は毎年開催している直売所の一大イベントであり、この３日間で多くのお客様の利用を見込んでいます。花
木を購入した方は「色とりどりの花があって、毎年利用しています。」と話されていました。

　安来市全共全ホル出品対策協議会は９月22日、安来市防災研修棟で全
共安来地区壮行会を開きました。
　安来市伯太町の田口好美さんの牛「ひみましゅひめ号」が10月６日か
ら10日まで鹿児島県で行われる「第12回全国和牛能力共進会」（通称＝
全共）に出場するにあたり、好成績を祈願して開催されました。この全共
は５年に１度、全国の優秀な和牛を一堂に集めて体型や肉質の改良の成果
を競う大会です。
　壮行式では、県や市、ＪAなど関係機関から30名程集まり、田中武夫

市長や県農畜産課畜産室の加地紀之室長をはじめ、来賓から激励を受けまし
た。
　「ひみましゅひめ号」とともに鹿児島全共に出場するご子息の田口一成さ
んは「代表となってから、全国の重圧もありますが、いかに調教をよくする
かという事が課題でした。４年前に14頭の仔達を火事で失い、大変な時期
もありましたが、地域や皆様の協力によりここまで来ました。全共に出場す
る事を誇りに思って上位を目指して頑張りたいです。」と意気込みを語りま
した。

秋の彼岸花市開催

やすぎから全国へ

二十世紀梨　品評会開催
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やすぎニュース

　やすぎ地区本部は９月15日、担い手支援センターで「農業入門
基礎研修（秋コース）第１回研修会」を開催しました。同研修は初
心者向けの研修で、当日は８名が受講しました。
　開講式では、中尾武本部長が、「無事にみなさんが研修を終えら
れることを願っています。この研修で得た知識を農業に活かしてい
ただきたい。」と挨拶しました。
　講師としてタキイ種苗（株）中四国支店の水本天斗氏を迎え、秋
野菜の基礎知識に関する座学を受けた後、白菜、ブロッコリー、小
松菜、ホウレンソウ、大根、カブの播種実習を行い、受講者はメモ
を取ったり質問をしたりと熱心に受講しました。今回の秋コースは
全４回で、受講者は秋野菜の栽培管理について学んでいきます。

　ＪＡしまね、ＪＡ共済連島根、（財）島根県農協共済福祉事業団は
交通事故防止に役立ててもらおうと、毎年秋の交通安全運動に併せ、
島根県内各市町村へ「カーブミラー」と車を安全に誘導する車線分離
標「ポールコーンガイド」を寄贈しています。
　９月21日に安来市庁舎で贈呈式が行われ、やすぎ地区本部の中尾
武本部長から趣意書と目録を田中武夫市長に手渡しました。今年度は
安来市へ「カーブミラー」８基と「ポールコーンガイド」５本を寄贈
しました。田中市長は「これまでたくさんのカーブミラーを贈呈して
いただき感謝しています。カーブミラー設置要望に伴い、各町内に設
置していこうと思います。」と話しました。
　ＪＡグループ島根は今後も地域貢献活動に取り組んでいきます。

交通事故防止！カーブミラー寄贈

農業入門基礎研修 秋コース開講

　９月30日、安来市田頼町で「JASS-PORT田頼」の開所に伴い、
竣工式ならびに開所式が執り行われました。神事が執り行われた後、
関係者によるテープカット、給油式と移り、JASS-PORT田頼の初
めてのお客様として、やすぎ地区本部の中尾武本部長が給油を行いま
した。
　全農エネルギー株式会社の和田雅之代表取締役社長は「地元の皆さ
んとＪＡをはじめ関係各所のご協力をいただいて無事に開所すること
ができ、厚く御礼申し上げます。田頼店は最新の給油設備を導入して
いますので、たくさんの方
にご利用頂けることを願っ

ています。」と話され、やすぎ地区本部の中尾武本部長は「各所のご協力により、
JASS-PORT田頼を開所することができました。安価で良質な燃料の安定供給
やサービス向上に向けて、当地区本部も引き続き協力をしていきます。」と話し
ました。JASS-PORT田頼の岩佐貴子店長は「丁寧な接客で地元の皆さんに気
持ち良くご利用頂けるよう頑張っていきたい。」と意気込みを語りました。

JASS-PORT田頼が新たにオープン
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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
　晏名ちゃんは３人姉弟の末っ子で天真爛漫な性
格。
　保育園では大人しいけど、家ではお姉ちゃん、
お兄ちゃんに負けないくらい元気なんだ。
　晏名ちゃんはとっても甘え上手。ニコニコしな
がらお話してくれたよ。
　今は、プリキュアやパウ・パトロールのアニメ
が大好き。お兄ちゃんと、ワンピースにもはまっ
ているんだって。
　とっても身体が柔らかい晏名ちゃん。私たちの
前でＹ字バランスをして見せてくれたよ。
　食べ物では、スイカとアイスクリームとアメが
大好き。お母さんが作る酢の物の和え物も大好き
なんだとか。　
　家では人形を使ってお家ごっこをする時間が一
番好きなんだって。大きくなったらおもちゃ屋さ
んになりたいんだって。
　コロナが落ち着いたら、思い出作りに旅行に行
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～
「すくすく大きくなってね。」

須 山 晏
あんな

名 ちゃん（４さい）

　８月29日、宮中行事「新嘗（にいなめ）祭」に献納す
る新米を収穫する「御抜穂（おぬいぼ）式」を安来市宇
賀荘町にある農事組合法人ファーム宇賀荘の水田で執り
行われました。安来市では14年振りとなります。式には、
松尾紳次島根県副知事、田中武夫安来市長、ＪＡしまね
の山根盛治副組合長、やすぎ地区本部の中尾武本部長ら
が参列しました。神事が執り行われた後、奉耕者で同法
人の岡田一夫代表理事と地元関係者ら約30人は献穀田に
入り、黄金色に実った「つや姫」を手作業で刈り取りま
した。
　松尾紳次副知事は「今年は春先から不安定な天候で管

理に苦労されたと思うが丹精こめて育てられ、無事に収穫を迎えられた。滞りなく献納が執り行
われることを祈ります。」と賛辞を送り
ました。
　岡田一夫代表は「地域の皆様、関係者
の皆様の協力で良き日を迎えることがで
き、感謝の気持ちでいっぱいです。島根
県安来市の自然豊かな土地で育った「つ
や姫」を献納できることを嬉しく思いま
す。」と話しました。刈り取った献穀米
は自然乾燥させてから精米、選別して10
月下旬に宮内庁へ１升（約1.5キロ）を献
納する予定です。

御抜穂式で献穀米収穫
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を 

で開催します。 
 

日 程●11 月 24 日（木） 

午前の部： 9:30～12:00 

午後の部：13:30～16:00 

定 員 各回 10 名  費 用 無料 

講 師 ドコモスマホ教室講師 

 

内 容 カメラを使おう。アプリを楽しもう。 
 

●予約制です。当日参加はできません。参加ご希望の方は 11 月 16 日までに下記のお問い

合わせ先までご連絡をお願いします。定員になり次第締め切らせていただきます。 

●スマホをお持ちでない方もご参加いただけます。 

●ドコモ以外の携帯をお使いの方も参加いただけます。 

 

 

 
おお問問合合せせ先先  

ＪＪＡＡししままねね女女性性部部  梶梶村村（（総総務務課課））  

TTEELL..00885544--2222--33775511      FFAAXX..00885544--2222--33775544  
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ＪＡとのお取引きはこれからという

お客様もぜひご相談ください 

10/23（日） 9：00～15：00
場 所：ＪＡしまねやすぎ地区本部 ローンセンター

伯

太

川会 場 安来市消防本部

安来市役所

ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ安来

安来市立十神小学校

会場ご案内図

ＪＡしまねやすぎ地区本部

ローンセンター

ＪＡ休日ローン相談会

←米子 松江→

相談

無料

おうちやお車など
　　　　様々なローンのこと
　　　　　　お気軽にご相談下さい‼ 

ＪＡしまね やすぎ地区本部 ローンセンター

ＴＥＬ ： 0854-27-7277

©よりぞう

©よりぞう

家の光
定価（税込）
●普通号⇒ 629円
●付録付号
　（1.4.5.7.9月号）
　⇒ 922円
●家計簿付12月号
　⇒ 1,027円

日本
農業新聞
役立つ営農情報が
毎日届く

購読料（税込）
1ヶ月
紙版⇒ 2,623円
電子版⇒ 2,403円

購読のお申込みは各支店まで
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JASS-PORT広瀬店閉店に伴う広瀬自動車工場での対応について
　JASS-PORT広瀬店が９月24日（土）の閉店に伴い、JASS-PORT広瀬店で対応しておりまし
た「タイヤ交換」「オイル交換」「軽微な修理」など、広瀬自動車整備工場へのご依頼が増える
ことが想定されます。当整備工場での対応について、下記の通りとさせていただきますのでご
理解・ご協力をお願い致します。

　・夏冬タイヤ交換、オイル交換…………事前連絡による予約制
　・ライト切れなど軽微な修理……………ご来店ください
　※JASS-PORT安来みなみ店でも対応しておりますので、お問い合わせください。

【農業機械展示会】
　11月 25日（金）、26日（土）９：00～ 15：00
　開催場所：農業機械サービスセンター
【自動車・生活用品展示会】
　11月 26日（土）９：00～ 16：00
　11月 27日（日）９：00～ 15：00
　開催場所：生産センター敷地内・赤江支店 2階

やすぎ地区本部

詳細は11月の
チラシで発表！ 当日ご来場の際は

マスクの着用に
ご協力をお願いします。

　・夏冬タイヤ交換、オイル交換…………事前連絡による予約制
　・ライト切れなど軽微な修理……………ご来店ください

　やすぎ地区本部では９月２日の母里倉庫、
下山佐倉庫より管内各倉庫で検査買入をすす
めております。令和４年産米の集荷量5,100
トンを目標に取り組みを行います。
　本年は６月下旬以降の高温の影響により稲
の生育が早まり、収穫作業も例年より一週間
程度前倒しで始まりました。好天に恵まれた
日が多く品質も期待されていましたが、コシ
ヒカリについては出穂期前後の高温の影響に
よる心白・背白粒の発生が多く見受けられ、
品質低下の要因となっています。
　今後は、きぬむすめ・にこまるの収穫時期
となりますが、調製作業時の籾・異品種・異
物等の混入防止や適正な水分調整に努めると
ともに、事故がないよう安全な作業をお願い
いたします。
　管内の検査
状況について
は、左記の検
査状況表をご
覧ください。

令和4年産米の買入が始まりました
令和４年産米検査状況表 令和４年９月30日現在
品種名 １等 ２等 ３等 計 １等米比率

コ
シ
ヒ
カ
リ

1.9上 2,206 7,745 4,693 15,357基準 713 20.0%その他 569 1,504 0 2,073
小計 3,488 9,249 4,693 17,430

き
ぬ
む
す
め

1.9上 2,338 497 48 3,654基準 771 85.1%その他 0 0 0 0
小計 3,109 497 48 3,654

つ
や
姫

1.9上 1,478 2,219 0 4,036基準 339 41.6%その他 0 0 329 329
小計 1,817 2,219 329 4,365

ハナエチゼン 34 13 0 47 72.3%
つきあかり 554 554 0.0%
その他うるち 41 0 0 41 100.0%
五 百 万 石 26 357 0 383 6.8%
佐 香 錦 0 84 160 244 0.0%
う る ち 計 8,515 12,419 5,784 26,718 31.9%
ヒメノモチ 0 37 42 79 0.0%
ココノエモチ 0 0 29 29 0.0%
も ち 計 0 37 71 108 0.0%
総 合 計 8,515 12,456 5,855 26,826 31.7%

※単位：袋（30kg）
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謝恩市の開催中止のお知らせ

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、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、例年開催しています「謝恩市」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。

肥育センター５等級評価牛（９月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS 備考

津照重ー第２平茂勝ー安平ー菊福鶴 去勢 425.2㎏ A5 9
岩茂久ー美津百合ー平糸勝ー茂重桜 去勢 474.2㎏ A5 9
美津金幸ー勝忠平ー茂重桜ー糸晴波 去勢 440.9㎏ A5 11

税務相談会日程
●安来東支店 11月４日（金）10時～12時
●伯 太 支 店 11月４日（金）13時30分～15時30分
●広 瀬 支 店 11月16日（水）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

● 11 月 14 日（月）　9：00～14：00（安来南支店）

人事異動
◎異動（令和4年10月11日付）（　）内は旧部署
▼企画総務部総務課付け・高橋菜摘（伯太
支店信用課）
▼伯太支店信用課・田口志奈（赤江支店信
用課）
◎採用（令和４年10月１日付）
▼営農経済部畜産課肥育センター・妹尾春
彦

　令和４年９月の全国主要子牛市場平均価
格（全農・畜産生産部９月20日現在速報）は、
雌564,516円（前月比99％）、去勢673,404
円（前月比100％）、計627,166円（前月比
100％）で“保合”の取引きとなっています。
本県９月の子牛市場は西部・中央で開設され
323頭の取引きがあり、平均価格は西部市場
547,229円（前回比４千円高）で“保合”、中
央市場570,591円（前回比９千円安）で“軟調”
の取引きとなりました。西部市場の上場牛は、
一部発育の良い牛が見られましたが、全体に
ばらつきが大きく、特に雌のD・Gが１キロ以
下の牛が多く見られました。中央市場につい
ては比較的揃が良く、特に去勢で発育の良い
牛が見られました。今月は終始「弱気配」の
取引きで推移し、購買者からは枝肉価格が思
うように伸びていないとのコメントが寄せら
れました。肉相場については、コロナウイル
ス感染者数は一時期に比べかなり減少してい
ますが未だ外食需要の回復には至っておらず、
９月後半の連休による経済効果も一時的と見
られています。加えて穀物、乾草、稲わら価
格の高騰が肥育農家の経営を圧迫しています。
　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24頭で総入
場頭数7.4％でした。

全国，県西部“保合”中央“軟調”の取引き

８月子牛市場県外移出頭数
滋賀県 宮崎県 山口県 三重県 佐賀県 和歌山県 岡山県 その他 合計 県外移出率

雌 27 4 11 10 8 8 6 19 93 61.18%
去 14 29 20 2 4 0 1 1 71 37.57%
合計 41 33 31 12 12 8 7 20 164 48.09%

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 557,700 302,500 490,600 467,390 529,661
頭　　数 5 3 2 10 96
最高価格 665,500 364,100 574,200 665,500 833,800

ヌ
キ

平均価格 629,200 701,800 635,800 645,019 603,064
頭　　数 11 4 6 21 121
最高価格 877,800 806,300 784,300 877,800 927,300

総 平 均 価 格 606,925 530,514 599,362 587,719 570,591
合 計 頭 数 16 7 8 31 217

11月の外務日は
16日（水）・17日（木）
担当職員がお伺いします。
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