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12月22日　第３回グランドチャンピオン大会　
　　　　　　チャンピオン「茉子」号（森誠氏出品）　祝賀会
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ＨＰリニューアル記念【みついし和牛プレゼントキャンペーン】終了

ホームページリニューアルを記念して、クリスマス特別企画『みつ
いし農協からの贈り物☆』と題しまして、クイズに正解した人から抽
選で「みついし和牛すき焼き用肩ロース500ｇ」を10名様にプレゼ
ントする企画を実施しました。

12月13日の応募開始から、全国各地から応援メッセージが添え
られた応募を多数いただき、
12月23日の応募締め切りまでにいただいた応募は10日間で6,500
通を超えました。
たくさんご応募いただき、ありがとうございました。商品は、12月

25日をもって発送させていただきました。

１２月１８日に東京食肉市場にて開催された第３回名人会グランドチャンピオ

ン大会において、森誠さん（美野和）が出品した「茉子」（父：北平安、母：ろろ

のあ、母の父：美国桜）が選抜された４０頭の中から最高位にあたるチャンピオ

ンに選ばれました。

同大会は過去の枝肉研究会にて最高位を獲得した生産者が中心の、名人

和牛の中でも最高峰の大会となっております。

出品４０頭の全体成績は、５等級率８０％・上物率９５％という過去最高の成

績を記録した大会となり、チャンピオンの格付はＡ－５（ＢＭＳ１２）、ｋｇ当たり３，

５３７円（販売額２０５万円）と出品牛で唯一２００万円を超える金額で販売されま

した。

第３回名人会グランドチャンピオン大会 チャンピオン受賞

チャンピオン枝肉写真Ａ－５（ＢＭＳ１２）

小野健一氏による講習会

２月２０日（水）、農協会議室において昨年に引き続き(有)北国肉牛商事

代表取締役の小野健一氏による和牛講習会を開催しました。講習会当日

は、肉牛農家及び関係者含め３９名が講習会に参加しました。

最新の枝肉および素牛市況と種雄牛の動向、そして繁殖・一貫の注意

点等を中心に講習を行っていただきました。全国の肉用牛の飼養戸数は

前年比３．６％の減少、飼養頭数は前年より１万５千頭の増加となり、２年

連続の増加になっています。（一昨年までの５年間では２５万頭以上が減

少、毎年７～８万頭が減少していました。）
繁殖用牝牛は、６１万４百頭となり、３年連続の増加（約１万３千頭）と

なっています。人気の種雄牛番付表などを生産者は熱心に熟読されてい
ました。また、今回は他２名の講師を招き、雪印種苗（株）ニールセン明男
氏による草地関連について、きのファームサポート記野聡史氏によるＥＴ
技術の活用についてお話しをしていただきました。

GC大会チャンピオン杯
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ＪＡみついし女性部 第３５回漬物コンクール

1月11日、恒例のＪＡみついし女性部（田上ひろみ部長）主催による第35回漬物コンクールが、今年も本桐基幹集落セン
ターで開催されました。定番のたくあんや粕漬け、醤油漬けのほか、創意工夫を生かしたアイデアの部、加工品の部など、
女性部員が一年間思考を練って作り上げた9部門、計67品の自慢の味を出品。審査員も甲乙付けがたい逸品ばかりが集
まりました。
審査は、新ひだか町大野町長、木村農林水産部長、秋山農政課長、日高振興局より松浦振興局長、山本農務課長、

日高農業改良普及センターより後藤主査、小柳専門主任、ＪＡみついし酒井組合長、松本参事と参加者、農協職員で行
い、来賓からの審査講評では、「それぞれの家庭の味も感じられて感動しております。来年も頑張っていただきたい」、「伝
統の味を大切に受け継いで欲しい」、「すっごく美味しい。毎年女性部の漬物コンクールを楽しみにしている。今年も参加
できて嬉しい」などと言葉を寄せていただきました。
出品部門と各受賞者は次のとおりです。

《出品部門と入賞者》 敬称略

①たくあんの部

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

②粕漬けの部

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

③醤油漬けの部

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

⑨お菓子の部
１位 １位
２位 ２位
３位 ３位

１位
２位
３位 角　幸子 白菜のサワー漬け

⑤その他漬物（葉物）の部
下屋敷　麻子 梅ジャムしそ漬けキャベツ

下屋敷　麻子 行者にんにくキムチ漬け

谷越　すみえ 大根の燻製 村中　幸子 アーモンドのミニパウンドケーキ

下屋敷　麻子 かぼちゃ漬け 村中　幸子 香ばしいチョコチップクッキー

④その他漬物（大根）の部
萩沢　正美 やみつき大根 萩沢　正美 リンゴケーキ

山本　美恵子 醤油漬け 京野　節子 にんにくみそ

萩沢　正美 大根の醤油漬け 山本　美恵子 羊羹

お揚げの和風ピザ

⑧加工品の部

村中　幸子 きゅうりの醤油漬け 村中　幸子 羊羹

⑦アイデアの部

山本　美恵子 きゅうりの粕漬け 村中　幸子

片山　秀子 ヤーコンの粕漬け 下屋敷　麻子 カボス入りピクルス

京野　節子 セロリの粕みそ漬け 下屋敷　麻子 大根のサバ寿司

⑥いずしの部

萩沢　正美 たくあん 片山　秀子 鮭

下屋敷　麻子 たくあん 山本　美恵子 鮭

京野　節子 たくあん 木田　恵子 サーモン

来賓の審査講評 定番の作品はどれも絶品！ ６７品のアイデアあふれる作品が勢ぞろい

表彰式の様子 審査の様子 審査後は作品を囲んで昼食
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三石産馬の活躍

２０１９年度 軽種馬市場開催日程

◇第１１回 ユングフラウ賞ＳⅡ（2/13、浦和）
優勝 ポッドギル号 ３歳牝馬

（富沢 下屋敷牧場生産）

果敢な先行策から渋太い逃走劇を演出し嬉しい重賞初勝利

矢野騎手とポッドギル号

市　　　　場　　　　名 対象 開　催　場　所

4月23日 （火） 　ＪＲＡブリーズアップセール ２歳 　ＪＲＡ中山競馬場

5月17日 （金） 　千葉サラブレッドセール ２歳 　船橋競馬場

5月21日 （火） 　トレーニングセール ２歳 　ＪＲＡ札幌競馬場

6月25日 （火） 　九州市場 １歳 　ＪＲＡ九州種馬場

7月2日 （火） 　八戸市場 １歳 　八戸家畜市場

7月8日 （月） 　セレクトセール１歳 １歳

7月9日 （火） 　セレクトセール当歳 当歳

7月16日 （火） 　セレクションセール １歳 　北海道市場

　8月19日(月)～22日(木) 　サマーセール １歳 　北海道市場

　9月17日(火)～18日(水) 　セプテンバーセール １歳 　北海道市場

　10月15日(火)～16日(水) 　オータムセール 1歳 　北海道市場

10月23日 （水） 　ジェイエス秋季繁殖馬セール 繁殖 　北海道市場

開　催　日

　ノーザンホースパーク

大井 鈴木啓之厩舎所属のポッドギル号は、3/27
に行われる桜花賞トライアル、第11回ユングフラウ賞
ＳⅡに出走しました。デビュー戦を快勝したもののこ
れまで僅差２着の競馬が続いていましたが、レース
ではスタートから後続を寄せ付けない果敢な逃げを
演出し、最後まで渋太い粘り込みを見せ２着をクビ
差凌いで重賞初勝利を飾りました。

3/27浦和競馬場で行われる桜花賞ＳⅠに堂々出
走します。本番での活躍を心よりお祈り申し上げま
す。

◇第24回 シルクロードステークスＧⅢ（1/27、京都）
優勝 ダノンスマッシュ号 ４歳牡馬

（川上 ㈲ケイアイファーム生産）
父ロードカナロア譲りのスピードで、昨年11月の

京阪杯を快勝したダノンスマッシュ号は、高松宮
記念の前哨戦の一つであるシルクロ－ドステーク
スに出走しました。レースでは内目をやや窮屈気
味に先団を追走していましたが、最後の直線で外
に出されるとそこからが強かった！合図に反応す
ると鋭く伸びて最後は持ったままでゴール。
見事重賞連覇を飾り、3/24に中京競馬場で行わ

れる高松宮記念に堂々駒を進めます。偉大な父
ロードカナロアを超えるような活躍をお祈り申し上
げます。

直線で力強く抜け出し他馬との力の違いを見せつけ重賞連覇

北村騎手とダノンスマッシュ号
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平成３０年度水田合理化「地域とも補償」推進基金決算報告

１　計画地区名　　　　　　　　　　　　新ひだか町三石地区

２　事業参画農業者

　１）　　対象 水田合理化「地域とも補償」推進事業基金への拠出金承諾書提出者

　２）　　拠出金承諾者 303 名

　３）　　事業参画者 120 名

３　基金の造成及び使途

基金の造成

項　　　目

助 成 金

項　　　目

草地整備更新助成 4,995,619 円

麦作改良助成 64,700 円

牧草種子助成 2,861,042 円

小麦種子助成 30,913 円

アスパラ種子助成 3,788 円

花き種苗助成 1,376,500 円

除草剤助成 870,563 円

暗渠助成 85,512 円

水稲作付奨励対策 2,492,313 円 水稲種子購入助成 2,080,563 円

次年度繰越 0 円 需給安定対策 411,750 円

合　計 12,780,950 円

 金　　　額 摘　　　　　　　　要

転作者からの拠出金 12,780,950 円
一般作物　　　　1,269.39ha     １,000円/10a

特例作物 　    　　 17.41ha        500円/10a 

奨励作物保全対策 956,075 円

 金　　　額 摘　　　　　　　　要

地力増進対策 5,060,319 円

奨励作物生産拡大対策 4,272,243 円

　

　　

　

　

　

　

　　

　　

　

　

　

　

　　

月 日 。 年金友の会 湯治旅行～ｉｎ登別～

♨登別温泉 石水亭
ＪＡみついし年金友の会では2月18日（月）～21日（木）
3泊4日の日程で、「温泉湯治旅行」を行いました。総勢
22名の会員が参加し、温泉にゆっくりと浸かったり、宴
会やミニゲーム、美味しい食事などで日頃の疲れを癒
しました。最終日には、「大漁番屋 虎杖浜」、「三ツ星
本店」などで自由散策があり、それぞれお土産や買い
物など思い思いに過ごしました。

年金友の会では、これからも様々な企画を計画して
いきますので、興味のある方はお気軽に事務局までお
問い合わせください。

宴会では、カラオケ大会やコップたて、百人一
首、宝引きなどの催しが行われ、皆さん笑顔で
参加していました。
登別の温泉は「にっぽんの温泉100選・総合ラ

ンキング」では毎年上位にランクインしており、
中でも地獄谷は登別温泉最大の源泉エリアに
なっていて、人気の高い温泉です。参加された
皆さん、お疲れ様でした。



¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ だより  ⑹

理事会報告　※主な内容

第１５回理事会　　平成３0年１２月２６日開催

〈報告事項〉

１．定例報告

　１）１２月行事業務報告並びに１月行事業務計画について

　２）１１月末財務進展状況について

　３）１１月末購買品供給実績について

　４）１１月末生産販売実績について

２．資材燃料大口未収金について

３.１１月末組合員勘定残高について

４.次期役員推薦準備委員の選任結果について

《議　　案》

１．組合員の加入・脱退について

２．１０月末定例監査に対する回答について

３．共同計算基本要領の一部変更について

４．共済規程の一部変更について

５．支援組合員等の年末清算見込みについて

６．農家経済改善資金の貸付について

７．平成３０年度水田合理化「地域とも補償」について

８．生産者団体要望事項について

９．その他

第１６回理事会　　平成３１年１月２５日開催

〈報告事項〉

１．定例報告

　１）１月行事業務報告並びに２月行事業務計画について

　２）１２月末財務進展状況について

　３）１２月末購買品供給実績について

　４）１２月末生産販売実績について

２．資材燃料大口未収金について

３．１２月末組合員勘定残高並びに組勘整理状況について

４．理事者に対する貯金担保並びに共済担保貸付の実績報告について

５．３，５００万円を超える信用供与者の共済担保貸付について

６．第３７回通常総会までの予定について

７．１２月末金融部門監査報告、及び次年度監査計画について

８．組合員組織における独占禁止法に関する点検実施報告について

《議　　案》

１．組合員の加入・脱退・増口について

２．平成31年度経営定期点検実地計画について

３．組合員規程の一部変更について

４．マネー・ロンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針の一部変更について

５．反社会的勢力等への対応に関する規定の一部変更について

６．マネー・ロンダリング等への対応に関する規定の制定について

７．反社会的勢力との取引排除にかかる対応要領の制定について

８．平成３１年度余裕金の運用方針および運用方法について

９．役員報酬審議会からの答申書について

１０．決算手当の支給について

１１．平成３１年度貸付金利率の最高限度の決定について

１２．平成３１年度理事に対する貸付金（貯金・共済担保）の事前承認について

１３．平成３１年度信用供与限度額の設定について

１４．平成３１年度支援組合員等について

１５．平成３０年度町外生産物手数料支払いについて

１６．平成３０年度各種共励会総会表彰の軽種馬関係について

１７．固定資産の除却（案）について

１８．今後の事業運営の方向性について

１９．その他
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黒毛市場成績

花き市場成績

ＪＡみついし通常総会及び各種部会総会日程

　

　　

　

　

　

　

　　

　　

　

　

　

　

　　

会議内容 時間 場　所

3月12日 （火） 　和牛肥育組合総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月15日 （金） 　女性部総会 10:30 本桐基幹集落ｾﾝﾀｰ

3月18日 （月） 　和牛改良組合総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月22日 （金） 　酪農振興会総会 19:00 ＪＡみついし大会議室

3月25日 （月） 　農用馬振興会総会 18:30 ＪＡみついし大会議室

【ＪＡみついし総会までの主要処理事項】

内　　　容 時間 備　考

3月19日 （火） 　ＪＡみついし通常総会開催通知送付 郵送

〃 〃 　　　　　　　　　　　同　議案配布 職員巡回配布

3月27日 (水） 　地区別懇談会（鳧舞川筋） 18:30 ＪＡみついし大会議室

3月28日 (木） 　地区別懇談会（西端・三石川筋） 18:30 延出基幹集落センター

4月5日 (金） 　第37回　ＪＡみついし通常総会 10:00 本桐基幹集落センター

○　３、４月に行われる各種部会の総会およびＪＡみついし総会までの日程をご案内申し上げます。


開催日（予定）

日程

開催日 性 別 頭 数 平均体重 販 売 価 格 平 均 価 格 最 高 価 格 最 低 価 格 Ｋ ｇ 単 価 DAY単価

去 36 310㎏ 28,180,000 782,778 956,000 602,000 2,523 2,613

雌 25 294㎏ 20,828,000 833,120 2,298,000 534,000 2,830 2,705
繁殖等 2 3,696,000

63 304㎏ 52,704,000 803,410 2,645 2,651

※最高価格：去　高田 幸夫さん、雌　田村 和義さん

開催日 性 別 頭 数 平均体重 販 売 価 格 平 均 価 格 最 高 価 格 最 低 価 格 Ｋ ｇ 単 価 DAY単価

去 30 300㎏ 21,539,000 717,967 919,000 405,000 2,393 2,470

雌 28 287㎏ 20,579,000 734,964 2,289,000 283,000 2,563 2,464
繁殖等 4 4,548,000

62 46,666,000 726,172 2,473 2,467

※最高価格：去　猪野毛 正さん、雌　澤田 嘉隆さん

2月6日

合 計

○ホクレン南北海道家畜市場 （単位：円、税別）

1月10日

合 計

本数 金額 本数 金額 本数 金額 本数 金額

１２月 72千本 6,001 85千本 10,015 157千本 16,016 134千本 16,263

　１月 51千本 4,910 0千本 0 51千本 4,910 43千本 4,589

１月までの

累計
1869千本 151,867 4835千本 582,108 6704千本 733,975 7609千本 739,092

88.1% 99.3%累計前年対比

（単位：千円、税別）

個撰 共撰 合計 前年
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部　署 曜　日 （変更後）４月～９月 （変更前）１０月～３月

月～金

土曜日

月～金

土曜日

月～金 9:00～18:30 9:00～18:00

土・日・祝日

月～金 8:00～17:00 8:30～16:30

土曜日 8:00～17:00 8:30～12:00

祝　日 8:30～17:00

月～金 8:00～18:00 8:30～17:30

土曜日 8:00～17:00 8:30～17:00

祝　日 8:00～17:00

★現金自動支払機（ＡＴＭ）利用時間

4月１日より農協各部署の営業時間が変更となりますのでお知らせいたします。

事務所

月～金 8:45～18:00

8:30～17:00

8:30～12:00

9:00～16:00

※ＡＴＭのみ稼働

9:00～17:00

金融部

土曜日 9:00～14:00

資材店舗

給油所

Ａマート

4月１日より農協各部署の営業時間が変更となりますのでお知らせいたします。

Ａマート送迎バスの運行について【3月・4月】

運行日 ： 3月5日、12日、19日、26日 4月2日、9日、16日、23日、30日

みついし店

Ａマートみついし店では現在、[北海道仕込みみそ]

のご注文を承っております。

ご注文は店頭の他,ご自宅からファックスで行うことが

できます。

Ａマートより直接お客様のご自宅へお届けするサー

ビスです。

■北海道産米・大豆100％使用。

■塩分11％でさらに、素材の味を引き出しました。

■無添加天然醸造。

チラシはは店頭に配置しておりますので、ご来店の際

は是非お持ち帰りください。

ご注文承り期間 平成31年2月～平成31年5月末まで
※期間内でも、商品がなくなり次第終了させていただきます。

春はご入学、

ご進学の季節で

す。内祝いギフ

トのご相談はＡ

マートみついし

店へ！

ご葬儀やご法要

の生花、仏果、

引出物、お飲み

物など多様なご

相談を承ってお

ります！

TEL 0146-34-2018 / FAX 0146-34-2008


