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●男性の部
優　勝　安部　哲郎さん（島田）
準優勝　原　　幸雄さん（母里）
第３位　坂田　己吉さん（広瀬）

●女性の部
優　勝　西奥　浩子さん（母里）
準優勝　青戸　良子さん（島田）
第３位　真野　和美さん（社日）

安来市長賞
　　野島　幸恵さん　　輪菊（秀伯）
島根県農業共済組合長賞
　　千原　利夫さん　　トルコギキョウ（ファイナルローズ）
島根県農業協同組合長賞
　　千原　利夫さん　　リンドウ（深山秋）

　安来市荒島町の部会「未来あらしま きないや部会」は荒島駅構内にある「フ
リースペースきない家」で、多世代交流と地域活性化を目的とした地域食堂
イベント「第１回きないや食堂」を開催しました。当日はカレーライス、サ
ラダ、お菓子のセット100食を予約限定のテイクアウト形式で提供しまし
た。ＪＡしまねやすぎ地区本部は食材としてＢＧ無洗米を提供しております。
今回は地元の学校や地域を中心に案内され、当日料理を受け取った方は「今

日を楽しみにしていました。四世代でカレーを味わいたいです。」と喜んでおられました。
　同部会の加藤寬通部会長は「地域食堂は以前から構想があったが、やっと開催することができました。次に繋げていきた
い。」と話され、料理を担当した古志野さんは「初めての試みで課題も見えたが、た
くさんの方々に喜んでもらえて非常に嬉しいです。お米を提供してもらったＪＡさん
にも感謝しております。」と話されました。
　やすぎ精米センターの野路職員は「こども食堂や地域食堂は、地域の貴重なコミュ
ニティの場としての役割を担っています。地元の方々に地元で精米したお米を召し上
がってもらえて非常に嬉しいです。」と話しました。

　第６回ＪＡしまねやすぎ地区本部杯親善グラウンド・ゴルフ大会が、10月４日安来運動公園で行われ、総勢160人が参
加し熱戦を繰り広げました。
　昨今の新型コロナウィルスの影響で、しばらく大会を中止していましたが、今回３年ぶりの開催となりました。
　大会にはＪＡ職員も参加させていただき、一緒にプレイしながら参加者との親睦を深めました。試合中は皆真剣なまなざ
しでプレイされ、ホールインワンも多数出るなど好プレイの多い大会と
なりました。試合後には、豪華賞品が当たる抽選会を行い、大いに盛り
上がりました。入賞者は下記の通りです。

３年ぶりに開催!!グラウンド・ゴルフ大会

地域食堂で繋ぐ多世代交流　　

　やすぎ花卉部会は９月30日、安来町のプラーナ２階多目的ホールで「やすぎの
花」品評会を開催しました。トルコギキョウや菊など48点が出品され、最優秀賞
の安来市長賞に野島幸恵さんの輪菊「秀伯」が選ばれました。
　県や市、花卉市場など関係機関の10人が花の色や形、草姿のバランス、品種固
有の特性などを審査しました。最優秀賞に選ばれた野島さんの輪菊は「高品質であ
り、発色やバランスが良く、最優秀に値する商品性を備えていた」と審査員より講

評されました。今年は７月の猛暑、８月の豪雨、９月の度重なる台風と気象災害も多い中ではありましたが、安来を代表す
る、トルコギキョウ、菊の出品が全体の６割を占める出品となり、良質の花が多い品評会となりました。
　最優秀賞を受賞した野島幸恵さんは「季咲は８月
上旬咲で生育前半は軟弱気味ですので、どうやって
締めていくのかが課題でした。害虫にも弱く、集中
的な防除が必要な時期でもありました。皆さんのお
かげです。素直にうれしいです。」と話されました。
　品評会の審査結果は次の通り。

やすぎの花　品評会開催
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　やすぎ女性部とやすぎ青年連盟は10
月11日、広瀬町の圃場で社会福祉法人
明星会ひろせ保育園の年長組と年中組
28人と一緒にサツマイモを収穫しまし
た。この活動は地元の園児に土や農作物

に直接触れてもらおうと、食農教育と地域交流を目的に５月の
定植と合わせて毎年行っています。両
組織は水やりや草取り、イノシシ対策
などを行ない、園児との収穫を心待ち
にしていました。
　当日園児たちは女性部員と農青連盟
友に手伝ってもらいながら、紅あずま
700株のサツマイモを掘りおこし約200㎏ 収穫。掘りおこし
たサツマイモを見て歓声が上がり、「大きいのがとれた！焼き

芋にしたい
な」と笑顔
を浮かべ、
収穫を楽し
みました。

　やすぎ地
区本部の新
入職員３名
は９月26
日から３日
間、やすぎ
青年連盟の
盟友の農場

３カ所で農業実習を行いました。実習では盟友から教
えてもらいながら、乳牛の搾乳、飼料の準備と餌やり、
葉物野菜の種まき、収穫、袋詰め作業など様々な体験
をし、農業への知識と経験を深めました。実習を終え
た職員は「３日間の実習では初めて知る事や経験する
事も多く、とても貴重な体験になりました。また、農
家の皆さんの
努力を改めて
実感すること
ができ、農へ
の意識が変わ
り ま し た。」
と話しまし
た。

　10月６日より第12回全国和牛能力共進
会鹿児島大会が開催され、島根県は枝肉部門
や総合評価群で好成績を収め、しまね和牛に
大きな期待が寄せられる喜ばしい結果となり
ました。その中で３区若雌の２の部門に出品
した、伯太町下十年畑の田口好美さんの出品
牛「ひみましゅひめ号」は32頭中で優等賞
14席の好成績を収められました。田口好美
さんは「皆さんのおかげで優等賞14席の成
績をおさめる事ができました。ありがとうご
ざいます。」と感謝を述べられました。
　また、鹿児島全共へ出発前の10月３日、
田口好美さん宅の牛舎前で出発式が執り行わ
れました。式には田中武夫安来市長、ＪＡし
まねやすぎ地区本部の中尾武本部長、赤屋和
牛部会の足立年禧部会長をはじめ、関係者や
地域住民など多くの方が参加し、好成績を祈
願して「ひみましゅひめ号」を送り出しまし
た。

鹿児島全共で島根県大躍進。「ひみましゅひめ号」健闘する。

女性部・農青連が園児とサツマイモ収穫 ＪＡ新入職員 農業実習
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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
　楓ちゃんは明るくてお話するのが上手な笑顔の
かわいいお姉ちゃん。
　６月に生まれた妹の茜ちゃんのお世話を上手に
してくれる優しいお姉ちゃんなんだって。
　プリンセスにあこがれていて、特にディズニー
のエルサが大好き。ピアノを弾くことが好きで、
今は水泳も習ってみたいんだって。
　保育園ではお友だちとおままごとや、外遊びを
するのが大好き。お友だちからお手紙をもらった
みたいで嬉しそうに見せてくれたよ。そのお友だ
ちに返事を一生懸命書いていたね。お母さんのつ
くる唐揚げが大好きで、ぶどうやブロッコリーも
大好きみたい。大きくなったらケーキ屋さんにな
りたいんだって。
　茜ちゃんは６月に生まれたばかりの元気でかわ
いい女の子。
　とても穏やかな性格で、よく寝て、よく食べて、
お母さんもすごく助かっているんだとか。
　お姉ちゃんが大好きで、お姉ちゃんのすること
にとても興味があるみたいで、お父さん、お母さ
ん、お姉ちゃんによくお喋りしてくれるんだって。
　コロナが落ち着いたら家族みんなで旅行がした
いんだって。早く行けるといいね。
～お父さん・お母さんより～
「明るくてみんなを笑わせるのが得意な楓と、いつ
もニコニコ笑顔の茜のお陰で幸せな毎日を過ごし
ているよ。ありがとう。仲良し姉妹のお話と笑い
声でますます賑やかになるのが楽しみだよ♪これ
からも優しくて素敵な女の子でいてね♥」

二 岡  楓
かえで

ちゃん（４さい）

茜
あかね

ちゃん（５カ月）
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　令和４年10月の全国主要子牛市場平均
価格（全農・畜産生産部10月26日現在速
報）は、雌552,999円（前月比101％）、去
勢656,281円（ 前 月 比101 ％）、611,559
円（前月比101％）で“小幅高”の取引き
となっています。本県10月の子牛市場は
中央で開設され276頭の取引きがあり、平
均価格は雌526,759円（前回比３千円安）、
去勢675,983円（前回比73千円高）、平均
608,400円（前回比37千円高）で“反発”
の取引きとなりました。今月は先般鹿児島県
で開催された第12回全共での島根県勢快挙
の影響で、新規購買者の来場により活発な取
引きとなりました。雌については、バラツキ
が大きく大きな価格幅となりましたが、去勢
は全体に揃いが良く、発育の良い牛が多く見
られた結果大きく価格に影響しました。「全
国旅行支援」がスタートしましたが、枝肉相
場は決して強くなく未だ相場に反映していな
い状況です。今後需要の活性化に期待したい
ところです。
　鹿児島全共での結果を踏まえ、繁殖農家の
飼養頭数の維持・拡大、また後継者づくりに
地域をあげて取り組み、購買者が安心して購
買できる体制づくりを進める必要があります。
　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21頭で総入
場頭数の7.6％でした。

全国“小幅高”、県”反発”の取引き

10月子牛市場県外移出頭数
滋賀県 広島県 宮崎県 山口県 兵庫県 鳥取県 佐賀県 その他 合計 県外移出率

雌 26 4 4 5 12 12 7 29 99 75.57%

去 10 25 15 11 1 0 4 13 79 52.32%
合計 36 29 19 16 13 12 11 42 178 63.12%

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 438,900 476,300 580,800 485,000 526,759

頭　　数 3 6 2 11 125

最高価格 537,900 711,700 609,400 711,700 829,400

ヌ
キ

平均価格 680,900 728,200 759,000 708,000 675,983

頭　　数 6 3 2 11 151

最高価格 745,800 814,000 765,600 814,000 1,029,600

総 平 均 価 格 599,989 560,388 669,900 596,500 608,400
合 計 頭 数 9 9 4 22 276

肥育センター５等級評価牛（10月出荷分）
血統 種別 枝重 格付 BMS 備考

安福久－勝忠平－金幸－紋次郎 去勢 462.0㎏ A5 8

市 況 動 向

税務相談会日程
●安来東支店 12月２日（金）10時～12時
●伯 太 支 店 12月２日（金）13時30分～15時30分
●広 瀬 支 店 12月16日（金）10時～12時

12月の外務日は
21日（水）・22日（木）
担当職員がお伺いします。

ご来店感謝デー開催のお知らせ
日頃の感謝の気持ちを込めて、ご来店感謝デーを開催いたします！
今回、農産物の消費拡大のＰＲも合わせて行います。

日時：令和４年12月15日（木）
場所：やすぎ地区本部各支店・店・営農経済センター

人事異動
◎退職（令和４年10月31日付）
▼上田　勉司
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