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問 題

添付のハガキにクイズの答えとアンケートを、黒または青のボールペンでご
記入ください。締め切りは12月31日（金）（当日消印有効）。当選者の発表
はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
※ご記入いただいたアンケート・個人情報は、プレゼントの発送と今後のJA
活動の発展のため、活用させて頂きますのでご了承ください。前記の目的
以外には使用いたしません。

応募方法
JA佐波伊勢崎直売所
イメージキャラクター

「ウィンちゃん」

今回の
「飛翔コミュニティ版」を
よーく読んでみてネ♪

飛翔JAさわいせさきコミュニティ版では、皆様からのおた
よりを募集しています。
農業やJAのエピソード、イラストや作品などをお寄せくだ
さい。住所・氏名・年齢・電話番号・職業を明記の上、ハガキ
または封書でご投稿ください。

　　　　〒372-0812　伊勢崎市連取町3096-1
　　　　JA佐波伊勢崎「飛翔JAさわいせさきコミュニティ版」係宛

※紹介させていただいた方には、JAオリジナル商品または直売所利用券をプレゼント！
※ご投稿いただいた方の個人情報は紙面およびホームページでの紹介に使用させていただ
　く場合がありますので、ご了承ください。前記の目的以外には使用いたしません。

おたより募集

詳しくは本支店窓口、または
本店管理課（0270 - 20 -1220）へ

みんなの

おたより

まってます
！

◎伊勢崎市・玉村町にお住まい、またはお勤めで
一定の条件を満たしている方
◎出資（一口：1000円）をしていただける方
◎継続してJAの事業を利用していただける方

JAは「助けあいの精神のもと、農家の営農と生活を守り高め、よりよい社会をつくっ
ていこうとする協同組合」です。「わたしたちJAのめざすもの」のなかでは、地域農業
の振興のほかにも「環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域
社会を築こう」などと定めています。だれにでもひらかれた協同組合で、農業者にかぎ
らず、どなたでもご利用いただけます。

JA（農業協同組合）ってなに？

住宅

直 売 所

直売貯金共済

こんなとき、
あんなとき、

JAにご相談ください

※審査等によりご利用になれない場合もございます。

組合員を募集しています

加入条件

JAをご利用いただくことで、地域農業の応援にもなります。

 ＪＡ佐波伊勢崎
公式インスタグラム 更新中！ 

/

QRコードはこちら/

JA佐波伊勢崎 アンケート

クイズの答え

　　正解だと思う記号に
　　○をつけてください。

アンケートにお答えください
Ｑ1　 今回の特集の感想や農家さんへのメッセージをお書きください。

A 酪農家   B 肥育農家   C 繁殖農家

＿＿＿＿＿＿＿支店／＿＿＿＿＿＿＿直売所　　その他（　 　　　　　　　　　　　　）に対して

Ｑ2　 JA佐波伊勢崎に対するご意見・ご要望などございましたらお書きください。

管内で行われる活動や旬の農産物情報、JA佐波伊勢崎のイメー
ジキャラクター“ベジ太くん”が農家を紹介する「ベジ太がゆく」、
インスタグラム担当者が家庭菜園にチャレ
ンジする「いんすたふぁ～む」といった企画な
どなど…ＪＡを身近に感じてもらえるようさま
ざまな話題を発信しています！

※今回の「佐波伊勢崎を詠む」はおやすみさせていただきます。

フォローやいいねを
お願いいたします！

　JAグループでは、国民が必要とし消費する食料は、できるだけその国で生産する「国消
国産」を独自のキーメッセージとして、「食」・「農」・「地域」の重要性などに関する情報を発信
しています。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、マスクの需要が急激に増加しました。日
本は大部分を海外からの輸入に頼っていたことから、国内は深刻なマスク不足に陥ってし
まいました。もしそれが食料だったら…私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか。

　なんだか難しそう…と思ったあなた、そんなことはありません。
まずは国産・地元産の農畜産物を選ぶことからはじめてみてくだ
さい。「これはどこで生産されたものなんだろう」と家庭で楽しみな
がら、国消国産に取り組んでいきましょう！

　JAグループではYouTubeや特設サイトで情報発信を行ってい
ます。ぜひアクセスして、国消国産への理解をさらに深めてもらい
たいです。

　現在、日本の食料自給率は過去最低の水準になっています。近
年、日本の食料を取りまくリスクは高まっており、食料自給率の低
迷・農業生産基盤の弱体化・自然災害の頻発・世界的な人口増加・国
際化の進展―といった5つの大きなリスクが考えられます。

　日本の食料を取り巻くリスクが高まっていること、そして「国消国
産」の重要性を、ぜひ多くの皆様にご理解いただき、食料を生み出す
農業・農村を応援したいと思っていただける方を一人でも増やして
いくことが重要だと考えています。一人ひとりの少しの行動が、日本
の農業・農村、ひいては食料を守るための大きな力になります。

JAグループでは
「国消国産」を
推進しています！

カロリーベース
生産額ベース

世界のグラフ（参照：JAグループHP）

国民ひとりあたりの１日の摂取カロリーのうち、国産品が占める割合
国民に供給される食料の生産額に対する国内生産の割合

乃木坂46が出演する特別企画を実施中です。
ＪＡグループ
チャンネル

QRコードは
こちらから

YouTube

　JA佐波伊勢崎本店敷地内に調理施設「かきつばた」ができました。
名前は、かがやき・きずな・つながる・ばしょ・たのしくの言葉の頭文字をとって付け
られました。さまざまな女性組織協
議会活動を中心に、今後は地域の方
々の交流の場としても利用できる施
設を目指します。
　公式インスタグラムでは、オープ
ニングセレモニーの様子や「かきつ
ばた」を利用して料理をした動画な
どを紹介していますので、ぜひご覧く
ださい！

調理施設「かきつばた」完成！

▲施設内

●事前に電話で暗証番号を聞き出し、自宅へ訪問。キャッシュカード等を封筒に入れさ
せ、隙を見て別の封筒にすり替えて、被害者のキャッシュカードを持ち去る。

●クレジットカード等が不正に使用されているとい
い、ニセの警察官やカード会社が自宅に訪問。
暗証番号などを聞き出したあと、目の前でカー
ドにはさみを入れ、回収する。（切ってもカードが
使用できる状態なので、悪用されてしまう）

当JA管内でもすり替え詐欺が発生しました。
JA職員や警察、カード会社などが、キャッシュカードおよびクレジット
カードを自宅に受け取りに行くことは絶対にありません。また、暗証番号
を聞き出すことも絶対にありません。

JA職員を名乗る
特殊詐欺被害が発生しています

このような手口があります！！

キャッシュカードやクレジットカードは絶対に渡さないでください！
暗証番号は絶対に教えないでください！

不審な人物から電話・訪問があった場合は対応せず、
直ちに本支店窓口もしくは警察へお問い合わせください。

特殊詐欺被害にご注意下さい！

佐藤勝利さん
松島節子さん池田雅子さん

母牛を飼って、子牛を産ませる。
この子牛を生後 6ヶ月から 12ヶ月まで育
て、市場でセリにかけて販売する。
これは「○○農家」？

3名様に上州和牛サーロイン
（460g）をプレゼント！

写真はイメージで
す

写真はイメージで
す

宛 先

飛 翔
JAさわいせさき

コミュニティ版 vol.48

もっと知りたい

畜産の世界

特 集



ご職業

電話番号

-　　　-

個人情報の利用目的について、
ご同意頂いたうえでご記入下さい。
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企画課

皆さんは畜産のこと、どれくらい知っていますか？
酪農・肉用牛飼養・養豚・養鶏など…さまざまな種類がありますが、ぼんやりとしたイメージしかないのでは？

じつは、佐波伊勢崎地域は群馬県でもTOP3に入る和牛の産地なんです！
そんな畜産の世界を見ていきます！

JA佐波伊勢崎の畜産

　ほとんどの場合「黒毛和種」とよばれるものが和牛で
す。群馬県では「上州和牛」というブランドがあります。
そんな和牛を育てる農家は、
「繁殖農家」と「肥育農家」の2種類に分けられます。 ●名前…雌雄が分かりやすいように、雄牛は漢字、雌牛はひらがなでつけられます。どちら

も8文字以内という条件を満たせば農家が自由に決められ、様々な名前があります。

●血統…父母名と祖父名が記載されています。

●個体識別番号…国産牛肉の安全・安心を確保するため、
　平成15年12月1日より施行された牛トレーサビリティ法で牛一頭ごとに
　管理されています。流通過程において、農家から卸売業者・小売店までの
　一連の流れで番号が伝達され、販売や仕入れの際に記録されます。
　その番号（10ケタの数字）を示したものを「耳標」といい、牛の耳に装着します。

●鼻紋…牛の鼻には人間の指紋と同じように一頭ごとに異なった『しわ』があります。これを
「鼻紋」といい、登録証明書には必ず添付され、間違いないことの証明になります。

　子牛の登記では、登記検査（書類確認・個体確認・異常の有
無等）を行い、個体を識別するとともに子牛登記証明書を発
行し、品種の証明を行っています。

肉用牛のライフサイクル

酪農部
和牛改良

肥育部
養豚部

出生

ほ育期 肥育期育成期

2～4ヶ月 約9ヶ月 29～30ヶ月

出生

体重
約30kg

登記
セリへ

体重
約300kg

出荷

体重
約750kg

畜産の世界

登記って？和牛を育てる農家

子牛登記証明書の主な記載事項

繁殖農家

肥育農家

まめちしき

農畜産課のおしごと

　今回はJA佐波伊勢崎営農事業部農畜産課
職員の川田佑介さんに密着！川田さんは畜
産の担当で、子牛の登記やセリまでの書類作
成などの準備、セリ当日は引き取りから運搬
まで行っています。

　登記検査は検査員の資格が必要で、講
習会の受講と畜産業務に1年以上関
わっているJA職員や関係者のみが検査
員になれます。検査のほかにも登録に係
る書類の作成も行っています。

1 子牛の登記

　群馬県にある市場のひとつ「渋川家畜
市場」では毎月1回、和牛子牛のセリを
行っています。セリに向けて前月から書
類作成などの準備を行っています。

3 セリの準備

2
　牛の鼻にインク
を塗り、「鼻紋採取
器」という、紙を挟
んだ特殊な器具を
用いてインクを素
早く用紙に写し取
ります。

鼻紋の採取

4
　川田さんはセリのメイン担当者として、朝か
ら忙しく動いています。

セリ当日の担当
JA佐波伊勢崎

営農事業部 農畜産課
川田 佑介 担当

今回 取材
しました!

セリ当日

繁殖農家インタビュー

JA佐波伊勢崎和牛改良組合の
長谷川幸之助組合長にお話を
聞きました！ 

　伊勢崎市・玉村町を区域として、地域
の和牛繁殖経営の改善向上をはかるこ
とを目的に組織された組合のことです。
繁殖経営に関すること、管理技術に関す
ること、組合員相互の親睦や研修会の開
催などの活動を行っています。

和牛改良組合って？

　「一年一産」を目指しています。牛は産まれるまで
平均285日を母体で過ごします。なので、産後80日で
妊娠すると良い周期になります。
　5年前から新たなシステムを取り入れました。
体温計やWi-Fi機能が付いたセンサーを母牛の膣内に
入れ、毎日の体温をデータ化しスマホで見ることができます。体温の動きで発
情やお産のタイミングが分かり、変化があればアラームで知らせてくれるの
で、夜中でも対応できるようになりました。
　健康な牛を産ませて健康に育てるためにも、効率化も意識しています。

　稲わらや牧草を自給飼料（＝自分たちで生産した
作物を使った牛のえさ）として活用するなど、さまざ
まなこだわりを持って牛を育てています。「上州和牛」
をぜひ地元の皆さんに食べてほしいです。

繁殖農家として意識していることはなんですか。Q.　今回は畜産のなかでも
繁殖や子牛のセリ、

JA職員のおしごとについ
て紹介しました。ま

だまだ奥深い畜産の世界
、もっと知りたくな

りませんか？
　JA佐波伊勢崎は野

菜・米麦に加え、畜産も

盛んです。上州和牛は、

玉村町にある群馬県食

肉卸売市場直営の「肉

の駅」や管内の直売所

でお買い求めいただけ

ますので、ぜひ食べて

みてください！

美味しいよ！

ま と め

　JA佐波伊勢崎には畜産協議会があり、酪農部・肉牛
肥育部・和牛改良組合・養豚部など75人の協議会員がい
ます。畜産全体の販売額は約20億円です（令和2年度）。

乳用牛：1,000頭を飼育。生乳では年間約8,000tが生
産されています。

肉用牛：肥育（肉になる牛）は1,800頭、繁殖（母牛になる牛）
は1,200頭を飼育。年間約1,700頭が販売されています。

母牛を飼って、子牛を産ませる。この子牛を生後6ヶ月
から12ヶ月まで育て、市場でセリにかけて販売する。

繁殖農家が育てた子牛を買い付け、食用にするために
牛を大きくし、肉をつけさせる。（このことを「肥育」と
いう）生後2年半から3年程で出荷する。

　農家によっては、ゲノム（遺伝子情報）をもとに肉質を評価し、改良につなげる「ゲノミック評価」を
行うこともあります。統計データからゲノムの配列を分析することで、生後早い段階でその牛の能力
が高い精度で予測できます。農家はその情報をもとに今後の選抜や交配に活かしています。
　使うのはしっぽの先のふくらみである「尾房」の毛の毛根。牛は夏毛・冬毛と全身の毛が変化します
が、ここは唯一、生まれてから毛の変化がない部分だそうです。

おふさ

読者の方へのメッセージを
お願いします。
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0001
0000

0001

毛根で行うゲノミック評価がある！

就農15年目。境島村で（株）
長谷川和牛ファームを兄と経営
し、繁殖から肥育まで一貫して
行っています。

長谷川 幸之助さん（46）
はせがわ  こうのすけ

セリの前に、畜産協
会や全農ぐんま、畜
産試験場などが発
育や資質の審査を
し、推奨牛が選ばれ
ます。

農畜産課が5チームで、農家を回っ
て渋川家畜市場へ。自分で運搬す
る農家もいます。佐波伊勢崎地域
からは毎月50頭ほど出場します。

買い取られた牛
は身体に購買者
の番号が書か
れ、それぞれの
トラックへ積み
込まれます。

運搬 JA職員が出場する
牛を農家から引き取る

セリには農家も来ており、ブラッシ
ングをして見た目もきれいにして
いきます。購買者はここで農家とコ
ミュニケーションをとりながら、牛
の様子を見ています。

お手入れ 農家が
牛のお手入れ

セリ場に入る前に番号順で体
重測定をします。

体重測定

購買者は座席にある
ボタンを押してセリ
を行います。

いよいよセリ場へ！

つなぐ場所は番号ごとに決まって
いて、県内各地から子牛が集まっ
てきます。この日は275頭の子牛が
セリにかけられました。

出場番号と耳標の確認
市場についたら（タ
グ）を受け取り、牛
の頭につけます。こ
こで出場する牛の
耳標と確認してい
ます。

繋留所につないでいく
けいりゅうじょ

推奨牛の決定

キズや白毛などのマイナスポイン
トのことを「損徴」といい、目視や実
際に触って確認していきます。
黒毛和牛の品質を守るため、厳し
くチェックします。

子牛のキズや状態を確認

購買者の
元へ

分かりづらいですが
これも損徴。セリの判断材料になります。

ここが体重計になっています

作業がいくつも
あるんだね
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こんなボタンが
席についています

協議会員数
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詳しくは本支店窓口、または
本店管理課（0270 - 20 -1220）へ

みんなの

おたより

まってます
！

◎伊勢崎市・玉村町にお住まい、またはお勤めで
一定の条件を満たしている方
◎出資（一口：1000円）をしていただける方
◎継続してJAの事業を利用していただける方

JAは「助けあいの精神のもと、農家の営農と生活を守り高め、よりよい社会をつくっ
ていこうとする協同組合」です。「わたしたちJAのめざすもの」のなかでは、地域農業
の振興のほかにも「環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域
社会を築こう」などと定めています。だれにでもひらかれた協同組合で、農業者にかぎ
らず、どなたでもご利用いただけます。

JA（農業協同組合）ってなに？

住宅

直 売 所

直売貯金共済

こんなとき、
あんなとき、

JAにご相談ください

※審査等によりご利用になれない場合もございます。

組合員を募集しています

加入条件

JAをご利用いただくことで、地域農業の応援にもなります。

 ＪＡ佐波伊勢崎
公式インスタグラム 更新中！ 

/

QRコードはこちら/

JA佐波伊勢崎 アンケート

クイズの答え

　　正解だと思う記号に
　　○をつけてください。

アンケートにお答えください
Ｑ1　 今回の特集の感想や農家さんへのメッセージをお書きください。

A 酪農家   B 肥育農家   C 繁殖農家

＿＿＿＿＿＿＿支店／＿＿＿＿＿＿＿直売所　　その他（　 　　　　　　　　　　　　）に対して

Ｑ2　 JA佐波伊勢崎に対するご意見・ご要望などございましたらお書きください。

管内で行われる活動や旬の農産物情報、JA佐波伊勢崎のイメー
ジキャラクター“ベジ太くん”が農家を紹介する「ベジ太がゆく」、
インスタグラム担当者が家庭菜園にチャレ
ンジする「いんすたふぁ～む」といった企画な
どなど…ＪＡを身近に感じてもらえるようさま
ざまな話題を発信しています！

※今回の「佐波伊勢崎を詠む」はおやすみさせていただきます。

フォローやいいねを
お願いいたします！

　JAグループでは、国民が必要とし消費する食料は、できるだけその国で生産する「国消
国産」を独自のキーメッセージとして、「食」・「農」・「地域」の重要性などに関する情報を発信
しています。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、マスクの需要が急激に増加しました。日
本は大部分を海外からの輸入に頼っていたことから、国内は深刻なマスク不足に陥ってし
まいました。もしそれが食料だったら…私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか。

　なんだか難しそう…と思ったあなた、そんなことはありません。
まずは国産・地元産の農畜産物を選ぶことからはじめてみてくだ
さい。「これはどこで生産されたものなんだろう」と家庭で楽しみな
がら、国消国産に取り組んでいきましょう！

　JAグループではYouTubeや特設サイトで情報発信を行ってい
ます。ぜひアクセスして、国消国産への理解をさらに深めてもらい
たいです。

　現在、日本の食料自給率は過去最低の水準になっています。近
年、日本の食料を取りまくリスクは高まっており、食料自給率の低
迷・農業生産基盤の弱体化・自然災害の頻発・世界的な人口増加・国
際化の進展―といった5つの大きなリスクが考えられます。

　日本の食料を取り巻くリスクが高まっていること、そして「国消国
産」の重要性を、ぜひ多くの皆様にご理解いただき、食料を生み出す
農業・農村を応援したいと思っていただける方を一人でも増やして
いくことが重要だと考えています。一人ひとりの少しの行動が、日本
の農業・農村、ひいては食料を守るための大きな力になります。

JAグループでは
「国消国産」を
推進しています！

カロリーベース
生産額ベース

世界のグラフ（参照：JAグループHP）

国民ひとりあたりの１日の摂取カロリーのうち、国産品が占める割合
国民に供給される食料の生産額に対する国内生産の割合

乃木坂46が出演する特別企画を実施中です。
ＪＡグループ
チャンネル

QRコードは
こちらから

YouTube

　JA佐波伊勢崎本店敷地内に調理施設「かきつばた」ができました。
名前は、かがやき・きずな・つながる・ばしょ・たのしくの言葉の頭文字をとって付け
られました。さまざまな女性組織協
議会活動を中心に、今後は地域の方
々の交流の場としても利用できる施
設を目指します。
　公式インスタグラムでは、オープ
ニングセレモニーの様子や「かきつ
ばた」を利用して料理をした動画な
どを紹介していますので、ぜひご覧く
ださい！

調理施設「かきつばた」完成！

▲施設内

●事前に電話で暗証番号を聞き出し、自宅へ訪問。キャッシュカード等を封筒に入れさ
せ、隙を見て別の封筒にすり替えて、被害者のキャッシュカードを持ち去る。

●クレジットカード等が不正に使用されているとい
い、ニセの警察官やカード会社が自宅に訪問。
暗証番号などを聞き出したあと、目の前でカー
ドにはさみを入れ、回収する。（切ってもカードが
使用できる状態なので、悪用されてしまう）

当JA管内でもすり替え詐欺が発生しました。
JA職員や警察、カード会社などが、キャッシュカードおよびクレジット
カードを自宅に受け取りに行くことは絶対にありません。また、暗証番号
を聞き出すことも絶対にありません。

JA職員を名乗る
特殊詐欺被害が発生しています

このような手口があります！！

キャッシュカードやクレジットカードは絶対に渡さないでください！
暗証番号は絶対に教えないでください！

不審な人物から電話・訪問があった場合は対応せず、
直ちに本支店窓口もしくは警察へお問い合わせください。

特殊詐欺被害にご注意下さい！

佐藤勝利さん
松島節子さん池田雅子さん

母牛を飼って、子牛を産ませる。
この子牛を生後 6ヶ月から 12ヶ月まで育
て、市場でセリにかけて販売する。
これは「○○農家」？

3名様に上州和牛サーロイン
（460g）をプレゼント！

写真はイメージで
す

写真はイメージで
す

宛 先

飛 翔
JAさわいせさき

コミュニティ版 vol.48

もっと知りたい

畜産の世界

特 集


