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JA庄原ホームページでも
ご覧いただけます。
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秋の味覚や多彩なイベントを満喫！

比婆牛モモ丸焼き、サイ

庄原みのりの祭典 ’開催

旬の西条柿

庄実おこめん

21

豚スペアリブの鉄板焼き

のネギ味噌

ＪＡ庄原と庄原市は 月 日に、比和総合運動公園で『いのち・みどり・未来』をテーマにした食を楽しむイベント第 回「庄原みのりの
祭典 」を開きました。
今年は、「第 回比和やまびこ祭」と同時開催され、多くの来場者でにぎわいました。会場には管内の特産品、旬の農産物などが数多く並
び、地域の皆さんによるステージ発表、スペシャルゲスト清水アキラさんの爆笑Ｌｉｖｅ＆トークショーなどのイベントが行われ、多くの
来場者でにぎわいました。

色とりどりの花

今月の
特集

開会式
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’
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ヒバゴンネギ
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農産物や特産品が勢揃い

10
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ＪＡも出展

ゲームでＪＡバンクをＰＲ

アンパンマンのぬり絵コーナー

アンパンマンも登場

女性部ブースも
大好評

うどん、米粉団子を販売

スペシャルゲスト
爆笑Live＆
トークショー

田植

比和中学校比和牛供養

比和やまぼうし

太極拳・ダンス

楽しい
ステージ満載

比和小学校合唱・鼓笛演奏

清水アキラさん
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ＪＡ庄原は生産者、
関係機関と一体となって園芸重点推進６品目
（だいこん、
ほうれんそう、
菊、
トマト、
アスパラガス、
青ネギ）
の
生産振興と、
６品目全ての販売高が１億円となるように取り組んでいます。
これらの取り組みに関する話題をお届けします。

土壌改良に向けプラソイラ実演
「ヒバゴンネギ」
の出荷が続く中、
西城町野菜生産協
議会青ネギ部会は10月23日、出荷目合わせ会を行い
ました。生産者や県内市場の担当者など、
18人が参加
し、
青ネギを手に取りながら、
太さや長さなどの基準、
色沢などの出荷規格を確認し、
生産販売状況について
意見交換を行いました。
また、近年一部のほ場で、生育不良が発生し秀品率
の低下がおきているため、
土壌改良を目的にプラソイ
ラの実演を行いました。プラソイラを使うことで、土
壌構造が緩和し空隙が多くなり、全体の排水性の改
善や根の伸長を促進する効果が期待できます。
部会で
は、今後も情報交換を行い、栽培技術の向上を目指し
ます。

ほ場で行われたプラソイラの実演

「NHKひるまえ産直市」でほうれんそうをPR
10月30日に広島市内のＮＨＫ広島放送センタービ
ル前で
「ひるまえ産直市」
が開かれ、
庄原産ほうれんそ
うを販売しました。
会場には、
幟旗などを飾り、
消費者
の皆さんへ庄原産ほうれんそうを積極的にＰＲしま
した。
当日はテレビ放送もされ、リポーターがほうれそ
うのお浸しを試食し、美味しさを伝えました。また、
生産者の大原強さんが寒暖差を利用した栽培環境や
おいしさの源となる根の説明などを行いました。今
年5月から東城町でほうれんそう作りに取り組んで
いる飯野遥さんは、
町や農業の魅力について消費者に
伝えました。
ＪＡでは生産拡大と共に販売強化、
ＰＲ活動にも力
を入れています。
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ほうれんそうをＰＲする大原さんと飯野さん

平成31年度

「新規就農者研修・
就農支援事業研修生」募集
募集期間 平成30年11月1日～平成31年1月31日
農業経営者として独立しませんか
新たに農業にチャレンジする方をＪＡ庄原が支援します！
募集内容
●対象者

①年齢は、
18歳以上65歳未満。
②研修終了後、
ＪＡ庄原管内で就農し、
だいこん、
ほうれんそう、
菊、
トマト、
アスパラガス、
青ネギの栽培または繁殖牛
（比婆牛等）
を飼養し、
市場等へ
販売する見込みがある方。
③就農後、
農地等の適切な管理を行うとともに、
地域と協調して活動できる方。

●研修内容

■営農実践研修
（農家での実践研修等）
～農家で栽培技術等について研修を受けます～
例：トマト
〇定植、
収穫、
選果、
出荷作業
〇病害対策、
温度、
湿度、
潅水の管理
■営農基礎研修
（座学研修）
肥料・農薬の知識、
販売戦略、
経営計画の作成・資金調達方法など
農業経営を行っていくうえで必要となるノウハウを提供いたします。

●就農支援

就農計画・営農計画の策定や生産・販売支援を行います。

●研修期間及び研修日

平成31年4月から平成33年3月までの24ヶ月とし、
1ヶ月の内、
半月を超える研修を受講頂きます。
ただし、
研修期間の短縮について研修生からの要望がある場合、
営農技術・
知識の習得状況を踏まえ、
これを認めることができます。

●募集人数

若干名

～選考について～ 平成31年2月上旬ごろ面接審査を実施

【後日、
申込者へ選考結果を通知いたします】

申し込み・問い合わせ先

ＪＡ庄原 営農販売部営農振興課

TEL：0824-72-5654 FAX：0824-72-7816
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モーモー祭で比婆牛うどん
口和支部は10月6日、
7日に、口和総合運動公園で行われた
「第16回口和モーモー祭」に出店し、比婆牛うどんを販売し
ました。
部員の皆さんは、前日に比婆牛の細切れ肉32㎏の味付け
から準備を始めました。当日も、会場設営の作業やダシ作り
などの調理を協力して、
手際良く行いました。
店頭には一時、お客さんの行列ができるほど比婆牛うど 協力して比婆牛うどん作り
んは大変好評で、
二日間で1,000食を完売しました。

酒米リゾットでおもてなし
比和支部は、10月28日に行われた「比婆いざなみ街道マ
ラニック2018」で酒米「八反錦1号」を使ったリゾットを提
供しました。地元特産の酒米をＰＲしようと8月から具材
や分量、調理方法などの試作を重ね、オリジナルレシピを
作成しました。
当日は、
部員と女性部活動を知ってもらうために募集した
地域の方10人が、
約4キロの八反錦1号を使い、
約200食分を準 酒米リゾットを提供する部員
備しました。ランナーからは
「初めて酒米を食べたが美味し
かった」
「レシピを参考に家でも作りたい」
など好評でした。

地産地消

de

COOKING

材料（2人分）８枚切り食パン…………………………4枚
リンゴ………………………………１/2個
レタス……………………………………2枚
スモークサーモン………………………60g
レモン汁………………………………少々
マヨネーズ…………………………大さじ3
粒マスタード………………………小さじ2
塩………………………………………少々
ディル………………………………1～2本

ドイッチ
の
リンゴ＆サーモン サン

作り方
薄切りにしてから塩とレモン
① リンゴは皮と芯を除き、
汁を振り掛ける。
レタスは適当な大きさに手でちぎる。
② ディルは刻んでおく。
③ マヨネーズと粒マスタードを合わせる。
④ パンに③を塗り、リンゴの薄切り・スモークサーモ
ン・ディル・レタスの順番に載せてサンドする。
⑤ ラップできっちりと巻き、冷蔵庫に1時間ほど入れ
ておくとなじむ。
⑥ お好みでパンの耳を切り取り、半分に切る。

POINT
リンゴのシャキシャキとした新食感が楽しめるサンドイッ
チ。
甘酸っぱいリンゴと香り豊かなスモークサーモンとの相
性も抜群です。
サンドしてからラップできっちり包み、
冷蔵庫
に1～2時間入れるとよくなじみ、
さらにおいしくなります。
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Vol.08
米のフレコンバックでの
集荷・検査体制の拡充

JAは今年度、稲作経営体の省力化や低コスト化
に向け、
フレコンバックでの米集荷・検査体制を拡
充しました。高齢化や兼業化が進む中、フレコン
バックでの出荷を促すことで、生産者の利便性の
向上と経費削減につながります。
米検査で必要となる計量機や器具などの導入に

は、
JAグループ広島の
『農業者所得増大・地域活性
化応援プログラム』
を活用し、
農業倉庫にフレコン
バック用の大型計量機を設置しました。
また、
600㎏用フレコンバックの価格を通常
1,782円
（税込）から出荷用紙袋
（30㎏）
20枚分と
同じ1,460円
（同）に変更しました。約18％値下げ
です。
生産者にも、出荷機械の購入などに同プログラ
ムの活用を案内し、
数件の申込がありました。
今後
も、農業者の労働力確保や作業の省力化に取り組
むとともに農業生産の維持・拡大を目指します。

農業倉庫に設置した大型計量機

出荷されたフレコンバックの米検査

ＪＡは、
「農業者の所得増大」
「農業生産の拡大」
「地
域の活性化」を基本目標に、自己改革を進めていま
す。このコーナーでは、ＪＡが実践している事業や取
り組みについて紹介します。

庄原実業高校では「地域社会に貢献し、自ら伸びる」を基底に、将来プロフェッ
ショナルとして活躍する人材育成を目指し、特色ある農業高校として専門教育に
力を入れています。農業にかかわる幅広い産業に対する知識や技術の習得に努め
ている、同校の特色ある取組みについてご紹介します。

持続可能な農業を目指した土壌診断に取り組んでいます
庄原実業高等学校の環境工学科・里山環境科学研究室の土壌診断グループでは，地域の農家等における圃場の土壌診断に
よる施肥改善を通して，持続可能な農業を目指した土壌管理の普及に向けたプロジェクト活動に取り組んでいます。
このプロジェクト活動は，ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の17の目標に基づいた，
「目標２：飢餓をゼロに」の処方箋２．１『食料生産における環境負荷の低減』を目指した取組です。環境に優しい農業を目指
し，持続可能な農業を推進していく面からも，農家等のエコファーマーの認定や特別栽培農産物（「安心！広島ブランド」）の
認証をサポートすることを目的にしています。
里山環境科学研究室の土壌診断グループの生徒たちは，このプロジェクト活動を通して，土壌管理に関する知識や技術を
高め，日本土壌協会が主催する「土壌医検定試験」の３級（土づくりアドバイザー）及び２級（土づくりマスター）の合格も目
指しています。

（SDGs「目標2：飢餓をゼロに」
処方箋2.1『食料生産における環境負荷の低減』）

土壌のpH及びECを測定している様子
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土壌の可給態養分を分析している様子
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管内の優秀賞は次のとおりです。
（敬称略）
肉用種種牛（子牛の部）
名

号

ふくしげたつ38
じんよし99
かきうち5の1
よしふく3
いとしげ25の7
ばば57
ばばたつ3
さゆり571
しげたかしんざん

出

品

者

立川 道和（東城町）
【総合首席】
沖野 徳則（東城町）
垣内とみこ（比和町）
田川 豊祥（比和町）
山岡 芳晴（口和町）
立川 和幸（東城町）
新田 忠正（東城町）
沖野 徳則（東城町）
【肉用種子牛の部】 立川道和さんの出品牛
下奥 朋則（高野町）

肉用種種牛（成牛の部）
名

号

ほりまさ3の1
ゆりこ105
てんはせ55の9
ひらむつ38
27ゆりしげ
はつたね94

出

品

者

赤木 一超（東城町）
【首席】
沖野 徳則（東城町）
秋田伊佐美（比和町）
平岡 利夫（比和町）
杉谷
満（口和町）
種元
勇（高野町）

【肉用種成牛の部】 赤木一超さんの出品牛

乳用種種牛第１区
名

号

出

品

者

ビゴラス メビウス ノッチ 才木 敏希（峰田町）
【首席】
ショウジツ オレオ モントレー パール フタゴ 庄原実業高等学校
ウイステリアブック モンモン 7151 藤本 雄紀（大久保町）

乳用種種牛第２区
名

号

ＷＤ ジャコビー チャンプ 和田

出

品

者

慎吾（東城町）

【乳用種第１区】 才木敏希さんの出品牛

8

94

ＪＡ庄原管内の出品牛が子牛の部、成牛の部、乳用種第１区で首席獲得

24

回

10

広島県畜産共進会開催

23

第

月 日 に 三 次 家 畜 市 場 で、第 回 広 島 県 畜 産 共
進 会 種 畜 の 部 が 開 催 さ れ ま し た。県 内 各 地 区 か ら 選
抜 さ れ た 子 牛 頭、成 牛 頭、乳 牛 頭 が 出 品 さ れ、
多 く の 関 係 者 が 見 守 る な か で 個 体 審 査、比 較 審 査 が
行われました。
Ｊ Ａ 庄 原 管 内 か ら は 肉 用 種 種 牛 子 牛 の 部 に 頭、
成牛の部に 頭、乳用種種牛の部に 頭が出品され、
審査の結果、子牛の部と成牛の部、乳用種第 区で首
席 に 輝 い た ほ か、多 く の 出 品 牛 が 優 秀 な 成 績 を お さ
めました。
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平成31年産用

水稲肥料・農薬のご注文を
お願いします!!

ＰＯＳレジ
導入に伴うカード
発行について

～ご予約は全量JAで～

平成30年12月3日
（月）より
生産資材店舗に新たにＰＯ
Ｓレジを導入いたします。
貯金引落しによる代金決
済を希望される方は、
カード
の発行が必要となります。
現在、
ＪＡグリーン庄原で

今月、水稲肥料・農薬予約注文書をお配りいた
します。
米作りに不可欠な定番商品、
銘柄集約による低
コスト肥料、
大型規格農薬などニーズに対応した
商品を掲載しておりますので、施肥設計例、病害
虫雑草防除ごよみを参考に全量JAへご注文くだ
さい。

ＪＡグループで肥料銘柄を集約することで
可能となった、
高品質・低コストな水稲肥料

貯金の決済カードをご利用
の方もカードの切替えが必
要となりますので、
既カード
をご持参ください。

い～ね403「改」

い～ね707「改」

N14-P10-K13
予約価格
1,404円（税込）

N17-P0-K17
予約価格
1,620円
（税込）

子牛：JA庄原支所別せり成績表

11 月
出場 平均価格 前回市場比
頭数 税込み（円） 税込み（円）

雌 30 717,948
去 72 822,030
計 102 791,418
雌

79 715,411

2,794
▼ 10,632
5,519
13,969

県全体 去 145 823,846

600

計 224 785,604

6,787

出場 平均体重 平均価格 最高価格 最高販売牛
頭数 (㎏） 税込み（円） 税込み（円） の体重(㎏）

最高販売牛の血統

父

母の父 母の祖父

茂糸波
庄原 5 276 688,176 745,200 286 美津照重 勝忠平
菊花国 美津照重
勝白
甲奴郡 1 303 719,280 719,280 303
幸紀雄
安福久
勝忠平
東城 9 280 753,240 819,720 287
—
—
—
—
—
—
—
—
西城
福栄
口和 4 285 721,980 825,120 293 美津照重 百合茂
美国桜
百合茂
安福久
高野 9 273 699,240 788,400 269
黒笹波
3柴沖茂
勝忠平
比和 2 265 709,020 735,480 282
美国桜
百合茂
平茂勝
庄原 19 312 778,225 1,004,400 326
甲奴郡 2 296 741,420 853,200 301 美津百合 糸福（鹿児島） 平茂勝
幸紀雄
安福久
勝忠平
東城 19 312 848,425 1,031,400 301
1
294
817,560
817,560
294
百合白清2
隆之国
安福久
西城
百合茂
勝忠平
宮島
口和 8 310 845,910 897,480 324
高野 19 316 837,796 1,042,200 365 百合白清2 隆之国 第2平茂勝
美国桜
百合茂
安福久
比和 4 314 823,500 869,400 283

雌

11/7

性別

ＪＡ庄原

月日

支所

前回市場比：マイナスの場合は「▼」

去

12月17日（月）
平成31年 1月23日（水）
3月 6日（水）

勢
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プロ直伝！ロールケーキを学ぶ

プレーを通じ親睦を深めました

JA庄原は10月16日、本所で
「第3回女子カレッジ」を
開き、受講生10人が参加しました。庄原グランドホテル
のチーフパティシエ丸岡信太さんを講師に迎え、
「プロ
に教わるスイーツ作り」と題して、家庭でできる純生ク
リームのロールケーキ作りに挑戦しました。
参加者はグループに分かれ、協力して作業を進め、丸
岡さんから気泡が整うクリームの仕上げ方や生地の焼
き具合の確認方法、ロールケーキを冷凍保存させるポ
イントなど、
プロならではの技術を学びました。

JA庄原年金友の会は10月16日、庄原市上野総合運動
公園で
「第9回グラウンド・ゴルフ大会」を開催しまし
た。
秋晴れのもと、
各支所の予選を勝ち抜いた72人が参
加し、
4～5人のグループに分かれて3コースで白熱した
プレーが繰り広げられました。
団体戦では東城支所チームが優勝し、個人戦では西
城支所の道上俊治さんが優勝されました。個人戦で好
成績をおさめた上位15人は、
11月7日に東広島市で開か
れた
「第6回JAバンク広島杯ふれあいグラウンド・ゴル
フ大会」
に出場しました。

プロならではの技を学びました

プレーを楽しむ参加者

町の特産「だいこん」学ぶ
庄原市立高野小学校の4年生14人は、
9月からＪＡ庄原農
青連高野支部の盟友やJA職員と一緒に大根の栽培に取り組
んでいます。同校では、毎年4年生が栽培体験を通じて、特産
の大根について学んでいます。
児童は、
9月中旬に約1,300本分の種まきを行い、
10月中旬
には間引きの作業を行いまいた。
10月26日には、生産者の方
を講師に迎え、大根について学習しました。収穫は11月下旬
に行い、調理実習や道の駅たかのでの販売体験を予定して
います。

だいこん栽培に挑戦

みんなで稲刈りを体験
庄原市立八幡小学校の児童18人は10月2日、
JA庄原農青連東城支部の盟友や保育園児、地域
の方と5月に田植えをした
「コシヒカリ」を収穫
しました。
住田佑樹支部長から、
稲の持ち方や鎌
の使い方などの説明を受け班に分かれ稲刈りに
挑戦しました。
また、茶碗一杯のお米の量や品種などをクイ
ズ形式で学び楽しみました。収穫後のお米は販
売体験や料理教室などに使われる予定です。

協力して稲刈り

みんな一生懸命取り組みました
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ベニアズマの収穫に向け

牛が主役のイベント盛大に

JA庄原管内では10月中旬から、中国醸造
（廿日市市）
が製造する、芋焼酎
「達磨
（だるま）
」の原料となるサツ
マイモ
「ベニアズマ」
の収穫作業が始まりました。
出荷を目前に控え、
10月5日には上下営農センターで
出荷会議が行われ、
生産者10人が参加し、
出荷方法や出
荷基準などの確認を行いました。
今年度、
府中市の事業
を活用し導入した、
つる刈機の実演も行いました。
つる
刈機を利用することで、収穫作業の省力化を図り次年
度以降の生産拡大を目指します。

牛をテーマにした催し
「第16回口和モーモー祭」
が10
月6、
7の両日、
庄原市口和町の口和総合運動公園で開か
れ、
多くの来場者でにぎわいました。
和牛16頭が列を成して会場を歩く
「モーモー大行進」
や
「牛と子どもの綱引き」など、イベントにも牛が大活
躍しました。
県立庄原実業高校の生徒は、
飼育する和牛
の碁盤乗りを成功させ、来場者から大きな拍手を浴び
ました。
祭りは、町内の牛が農林水産祭で最高賞の天皇杯を
受賞した1988年に始まり、
2年に1度開かれています。

牛と子どもの綱引き

つる刈機の実演も行いました
究極の技「碁盤乗り」に成功

あぐりスクールで芋掘り
JA庄原は10月27日に、第3回目のあぐりスクールを開き、
6月
に定植したサツマイモを収穫しました。子どもたちは夢中に
なって掘り、収穫の喜びを味わうとともに、昼食にはサツマイ
モを使った豚汁とごはんを美味しくいただきました。
最終回の締めくくりとして修了式を行い、一人一人に修了
証書を手渡しました。今年は、開催予定日に天候が悪い日が多
く、
中止や日程変更があり例年より少ない回数となりました。
芋掘りに挑戦

ご当地グルメと特産品をPR
県内各地の特産品などが味わえる「ひろしま
フ ード フ ェス テ ィバ ル2018」が10月27日、28日
に広島市中区の広島城周辺で開かれました。
会場には県内JAのブースも設置され、JA庄
原はこれからの時期に旬を迎える「広島菜漬」
と、女性部庄原支部の部員が手作りした「揚げ
おかき」を販売し、来場者から好評を得ました。
また、農青連は、杵と臼を使った餅つきで会
場を盛り上げました。

ふるさとの味を紹介
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農青連は杵つき餅を販売

あなたの“ありがとう”をお届けします

10月24日に理事会を開催し、
次の事項等について原案通り承認されました。

お歳暮はギフトショップ花かご館で

１．規程類の変更について
２．年末年始の業務について

お歳暮・お土産に
ＪＡ庄原の広島菜漬を！
JA庄 原 の 特 産 品、広
島菜漬をご贈答にぜ
ひご利用ください。
（送料別途必要）

ご注文は… ●ギフトショップ花かご館庄原
TEL（0824）
72－5655
●ギフトショップ花かご館上下
TEL（0847）
62－8112

年末の準備は
JA生活センターで

●３㎏化粧箱入 ・・・ 3,810円（税込）
（500g×6袋）

●２㎏化粧箱入 ・・・ 2,780円（税込）
（500g×4袋）

●１㎏化粧箱入 ・・・ 1,800円（税込）

正月用品や新鮮な肉や魚などの生鮮食品を揃えて皆さ
まのお越しをお待ちしています。
ぜひご利用ください。

（500g×2袋）

※年内の発送は12月25日
（火）
までにお申し込みください。
広島菜加工場
庄原市板橋町亀山1646-1
TEL 0824-72-4661 FAX 0824-72-4466

●売出日／12月28日
（金）
～30日
（日）
総領生活センター
口和生活センター

小奴可経済店舗
比和生活センター

ご注文は広島菜加工場もしくは各支所・支店へ

灯油のお求めは
ＪＡ－ＳＳを
ご利用ください！
JA-SSは使って喜ばれるさわやかな灯油
スーパー灯油を販売しています。
●スーパー灯油は、灯油の燃焼を促進する
植物酵素助燃剤オイルタックが、添加さ
れていますので皆さまに快適な暖房環
境を、お約束すると同時に使用する器具
にも良い影響をあたえます。
（2～3回給
油後から効果がでます）
ご注文は最寄りのJA-SSへ

ご注文・お問い合わせは、各支所・支店・生活店舗課まで
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12月
1 土

年金相談会（口和支店）
女性部大会（比和支部）

2 日
3 月
4 火

年金相談会（東城支店）

5 水

女子カレッジ

6 木

年金相談会（本所）

7 金
8 土
9 日

JA冬のありがとう

10 月
11 火

3つの中から選べるプレゼント！

12 水
13 木

キャンペーン2018

年金相談会（小奴可支店）

年金相談会（本所）

14 金
15 土
16 日
17 月

子牛せり市

18 火

年金相談会（比和支店）

●キャンペーン期間／
平成30年11月1日（木）～12月28日（金）
●キャンペーン期間中に、一定のお取引条件を
満たされた方に3つの中から選べるプレゼント!

年金相談会（本所）

※プレゼントは数に限りがありますので、お早めにお願いします。

19 水
20 木

詳しくは本・支店にお問い合わせください。

21 金
22 土
23 日
24 月
25 火

年金相談会（甲奴支店）

26 水
27 木

年金相談会（本所）

28 金

年末売り出し

29 土

年末売り出し

30 日

年末売り出し

31 月

産直市でのお買い物に
JAカードをご利用ください!!
平成30年12月1日
（土）
より、
食彩館しょうばらゆめさくら
「 朝 ど り 市」でJAカ ード が ご
利用できます。ＪＡカードを
利用すると、5％OFFでお買い
物ができます。

●年金相談会
《10時～15時30分》

ＪＡカードのお申し込みは本・支店まで

※予定は変更になる場合があります。
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インフルエンザを
予防しましょう！

感染予防で最も重要なことは、インフルエンザに
かかった人がマスクを着用して、咳やくしゃみによ
るウイルスの飛散の発生を防ぐことです。
マスクを着用するときは鼻と口を十分に覆いま
しょう。また、咳が出ている人には、マスクの着用を

JA吉田総合病院
感染管理認定看護師
田中 千苗

勧めましょう。
マスクがないときに咳やくしゃみをする時は、
鼻と
口をティッシュなどで覆います。
その後は手を洗いま
しょう。
鼻をかんだ後も手を洗うことが大事です。
これらの感染症に罹らないためにも、
日頃から十分
な休養とバランスのとれた食事を心がけましょう。

インフルエンザが流行する季節となりました。イ

吉田総合病院では、インフルエンザを持ち込まな

ンフルエンザの流行は、12月頃から始まり翌年2月

い、院内で拡げないために、昨年からインフルエンザ

頃がピークとなります。
インフルエンザは、感染者の咳やくしゃみから飛

流行期間中の面会制限を始めました。面会は同居や

び出た痰や唾液に含まれたウイルスを吸い込むこと

近親のご家族のみとし、中学生以下の小児の方や、ご

により感染します。通常の風邪と比べて、感染力が強

家族でも、発熱がある、のどが痛い、下痢をしている

く、症状が急激に出てくることが特徴です。また、イ

ような方は面会を制限します。今年は12月から開始

ンフルエンザは、発熱などの症状が出る1日前からウ

を予定しています。ご不便

イルスが排出され、解熱後も5日程度はウイルスが排

をおかけいたしますが、皆

出されています。

様のご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。

インフルエンザは予防のためのワクチンがありま
す。接種後2週間頃から効果が出始め、5か月間程度
は効果が持続します。ワクチン接種は、毎年12月中
旬頃までに済ませましょう。

『家の光12月号』は
暮らしに役立つ付録付き

『家の光12月号』

私のおすすめ

『家の光12月号』には、別冊付録と
して「2019年家の光家計簿」が付いて
います。本冊では、一生役に立つ「家の
光家計簿」活用術として、2パターンの
家庭を例に挙げ、収入に対する妥当な
支出の割合、家計のメタボの見直し方
を紹介しています。

“お掃除プリンス石ちゃん”の
激ピカ掃除術
家の光12月号には、年末に向けて大
掃除のアイデアが紹介されています。
キッチンや浴槽などのたまった汚れを、
身近にある歯ブラシやラップなど驚き
のアイデアできれいに落とす技が参考
になりました。きれいにして、新年を迎
えたいと思います。

家の光12月号
【別冊付録付き】 1,008円（税込）
ご注文は各支所・支店まで

【女性部東城支部】
たにかわ

谷川

み

あけ美
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さん

今月もたくさんのおたよりありがとうございます。
■朝夕は、めっきり寒くなりましたが、午前10時頃より午後3時
頃迄、
カメ虫が多いこと。
カメ虫の多い年は、
大雪になると聞い
ていますが、
自然も気象の変化がきびしいので心配です。
庄原市西城町 増永 高子さん
●今年の冬はどうでしょう。

■9月1日に上下であった、ふれあいの夕べで十数年ぶりに昔馴
染みの職員さんと会って話しました。覚えてくれててうれし
かったデス。
ありがとうございました。
府中市上下町 荒木 陽子さん
●こちらこそありがとうございます。

二重マスの文字をＡ～Eの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？
②磐梯山の南側にある──湖
⑤タマヂシャとも呼ばれる野菜
⑦建物の壁を覆うこともある植物
⑧悪の反対語
⑨歳末大売り出しの──で2等が当たった
⑪陰暦12月の異称
⑫自動車の荷物を入れるところ
⑭洗濯物をぶら下げます
⑮棋士が打つもの
⑯腰に巻いてバックルで留めます
⑰賛成する人が多い意見を採用すること

①サンタさんが靴下に入れてくれるかも
②腰を掛ける家具
③自動車を洗ってからかけます
④ブームが去った状態です
⑥牛や豚などの舌の肉
⑨15歳が志学、30歳が而立（じりつ）なら40歳は
⑩肉や魚を裁断したときに出る余りのところ
⑪赤──だから青になるまで待とう
⑬カレー── ハヤシ──
⑭地獄谷にいるものは温泉に入ります
⑯それとこれとは話が──だよ

■大根、
白菜共によく成長してどちらも鍋、
おでんと秋を楽しんでい
ます。
毎日の畑け通いがとっても楽しみに元気をもらっています。
府中市上下町 岡田 美代子さん
●野菜作りは楽しいですね。

■寒い季節がやってまいりました。
それでも、
畑の物は元気で、
見
回りを待ってくれています。秋をたよりに毎朝、声かけして回
ります。
お互い、
健康に注意して、
元気で寒さに負けないように
致しましょう。
庄原市七塚町 咽原 トミエさん
●風邪などひかないようにしてください。

■晩秋の季節になり、日暮れが早くなって来ました。毎日のお仕
事、お疲れさまです。
10月号の
「ほっと」にふれあい親睦旅行の
写真が載り、虫メガネで自分を探しました。山口ゆめ花博の旅
は天候に恵まれ、
楽しい一日でした。
ＪＡ女性部のお蔭で、
地域
の仲間も出来てJAには感謝しています。今後もよろしくお願
いします。
庄原市口和町 中村 朝恵さん
●これからも女性部活動に参加してください。

■今年は我が家の家庭菜園も、春夏物は日照りに、秋物は雨にや
られ、
なんとか野菜の無い方に食べて頂ければと頑張りました
が、
やっぱり不作でした。
庄原市高野町 林 加代子さん
●野菜作りには厳しい年でしたね。

煮崩れしにくく、
雑煮やお鍋など汁物におすすめ
全農

新潟県産水稲もち米使用

杵つき生まる餅
●編集部から…

バンシュウ

みなさんからのクイズの解答とお便り ★ペンネームでの投稿もできます。
をお待ちしています。何でも結構です。
【締 切】平成30年12月7日
どしどし投稿して下さい。
【応募先】〒727-0013
投稿者はクイズの答えと住所、氏名を
庄原市西本町二丁目14－1
書いて右記応募先へお送りください。
FAX：0824-72-7807
E-mail：soumu02＠ja-shobara.or.jp
クイズ正解者の中から抽選で
JA庄原 総務部交流対策課
7名の方に上記商品を進呈いたします。
当選者は、賞品の発送をもって発表に
かえさせていただきます。
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※投稿に際して取得した個人情報は、承諾なく第三者に
提供しません。

いつも保育所に送り迎えをしてくれる、おばあちゃ
んが大好きな美羽ちゃん。保育所から帰ると、おじい
ちゃんが作ってくれたブランコや縄跳びで遊んでいま
す。慎重で少し怖がりな一面もありますが、活発で最
近は縄跳びで走り飛びもできるようになりました。
家では、年の離れた２人のお兄ちゃんと仲良く遊ん
でいます。今は、小学生になることを楽しみにしてい
ます。これからも元気で明るく、優しい子に育って欲

ささき

みう

佐々木 美羽 ちゃ
ん

府中市上下町上

下

しいと思います。

2012年

10月30日
生まれ

わが家とみんなのアイドル
名

前

まめ

さいもり

飼い主

齊森

まいこ

舞子さん

庄原市東本町

子どもの頃に母親がインコを飼っていて、馴染みがあった
ので、小学生の娘と相談しセキセイインコを飼うことにしま
した。なつかせたいのでヒナから飼うことと水色の羽にこだ
わり、今年の8月からわが家の一員になりました。
生後1カ月位で、
わが家に来た
『まめ』
は、
手に乗せスプーンで
食事を与えていたので、
今では誰の手にも乗るようになりまし
た。
とても人懐っこく、
呼ぶと鳴いたりもします。
寒くなってき
たので、
専用ヒーターを設置し室温に気を付けています。
まだ、性別が分かりませんが、雄の方が言葉を喋ると聞い
たことがあるので、雄だと期待しながら、大切に育てていき
たいです。

緊急時の連絡先
●キャッシュカード・通帳の紛失・盗難は
ＪＡバンク広島ＡＴＭお客様センター・・・・・・TEL 0120-577-931
平日
8：00～21：00
土曜日
8：45～20：00
日曜日・祝日
8：45～19：00

発行／庄原農業協同組合 編集／総務部
〒727-0013 庄原市西本町二丁目14番1号
TEL：0824-72-4271 FAX：0824-72-7807
http://www.ja-shobara.or.jp
E-mail：kikaku@ja-shobara.or.jp

《編集後記》
口和モーモー祭で和牛の「碁盤乗り」に挑戦する、庄原実業高校
の取材に伺いました。生徒は、毎日遅くまで手綱の打ち方や声のか
け方を練習していました。本番ではプレッシャーのかかる中、見事
二日とも成功。頑張る生徒の姿を見て感動しました。
（敷本）

【受付時間】24時間・年中無休
●ＪＡカードの紛失・盗難は
ニコス盗難紛失受付センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL 0120-159674
●休日・夜間の自動車事故発生時は
ＪＡ共済事故受付センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL 0120-258931
●葬儀の連絡先
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0824-63-2411
ＪＡアスク（三次）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0824-75-0125
ＪＡアスク（庄原営業所）
●ガスのお問い合わせは
㈱広島クミアイ燃料 庄原ガスセンター・・・TEL0824-74-0001
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