 第 97 回広島県畜産共進会「夏季枝肉の部」開催！

～ 優秀賞牛オール 12 の中，㈱のば牧場 ２連覇！ ～
令和３年７月 27 日（火），広島市食肉市場にて第 97
回広島県畜産共進会夏季枝肉の部が開催されました。
当日は，地域の選定審査を経て選りすぐられた３３
頭（参考出品４頭含む）が出品され，日ごろの肥育技
術や広島和牛の品質を，多くの参加者と確認しました。
また，今大会では，広島和牛の安定供給のため，出
品頭数が 30 頭未満の場合，県有種雄牛産子に限り同
一出品者による 2 頭目の出品が可能となりました。
今 年 は，優 秀 賞に 選 ば れ た 5 頭すべて が BMS
No.12 であり，非常にレベルの高い共進会となりまし
た。そのような中，最優秀賞には，㈱のば牧場出品「隆
３」
（福之姫-隆之国-安福久）が選ばれ，審査講評では
「特にロース芯面積の大きさと歩留の高さが充実して
いた」と評価されました。㈱のば牧場の野畑さんから

最優秀賞を受賞した株式会社のば牧場の野

最優秀賞を受賞した枝肉。枝肉重量 468.4kg，

は「子牛の時は小さかったが，中身が抜群で良かった。

畑さん(右)，水永全農広島県本部長（左）と

BMSNo.12，ロース芯面積 94 ㎝ 2 と迫力のある枝

最近は，BMS No.12 だけではトップを取れないと感

一緒に記念撮影！

肉。最高品質の広島和牛です！！

じている。冬季枝肉も頑張っていきたい.。」と県共にか
ける思いが伝わるコメントをいただきました。

【第 97 回夏季枝肉の部最優秀賞牛及び MUFA 賞受賞牛】
賞
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血
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め出品された皆様，大変お
めでとうございました！

最優秀賞

株式会社のば牧場

三次市布野町

去 Ａ５

12

468

福之姫

隆之国

59.6

3,560

コロナ禍の中で，自粛ム

優秀賞２席

株式会社ひば高原田中牧場

庄原市東城町

去 Ａ５

12

619

芳之国

安福久

61.8

2,700

ードが漂う毎日ですが，少

東広島市安芸津町

去 Ａ５

12

598

里百合

諒太郎

55.1

2,650

しリッチに，ご家庭ですき

徹

世羅郡世羅町

雌 Ａ５

12

513

美国桜

安福久

64.8

3,340

やき，しゃぶしゃぶ，ステ

裕壮

三次市甲奴町

雌 Ａ５

12

515

百合幸

美国桜

62.2

2,550

優秀賞３席

有限会社

優秀賞４席

渡部

優秀賞５席

表

野山牧場

最優秀MUFA賞

今田

亮

世羅郡世羅町

雌 Ａ５

9

436

美津百合

安茂勝

69.9

2,690

最優秀MUFA賞

渡部

徹

世羅郡世羅町

去 Ａ５

8

586

３柴沖茂

百合茂

69.3

2,420

ーキ，ローストビーフ，焼
肉などの様々な料理で美
味しい広島和牛をお楽し
みください！

☆西条農業高校生！和牛甲子園に向けて取組スタート！☆
令和３年７月 20 日（火），広島市食肉市場において，広島県立西条農業高等学校（以下，
西条農業高校）の生徒による短期肥育に関するアンケート調査及びインタビューが行われま
した。
西条農業高校は，令和４年１月 21 日（金），東京で開催予定の「第５回和牛甲子園」
（Ｊ
Ａ全農主催）への参加に向け，「短期肥育の可能性」を発表テーマとし，取組を進めていま
す。
発表にあたり，現状のニーズ把握のため，肥育農家及び卸売業者の方に対してアンケート
調査が行われました。この取組は，生徒が自主的に提案されており，第 5 回和牛甲子園への
強い意気込みを感じられます！
未来の広島県の畜産の一翼を担う，西条農業高校の生徒の取組に目が離せません！

肥育農家，卸売業者さんへインタビューしました！

新型コロナ感染拡大防止早期集中対策実施中(7/31～9/12)
広島県では，直近 1 週間の人口 10 万人あたりの新規報告者数が，10 人を超えていることや，他府県の上昇傾向が継続していることを踏ま
えて｢新型コロナ感染拡大防止早期集中対策｣を実施しています。
県民の皆様には，①生活に必要な買い物を含めて，外出の半減。②重点区域 7 市（広島市，呉市，三原市，尾道市，福山市，府中市，廿日市市）
との往来を通勤･通学･通院を除き，最大限自粛，③緊急事態宣言地域とまん延防止等重点措置地域との往来を最大限自粛，④店でも家でも外
でも，飲食時は飛沫防止や換気など感染防止対策の徹底などをお願いしています。
詳しい情報は，広島県のホームページから「新型コロナウイルス感染症」で検索してください。
発行 広島牛振興協議会 編集・監修 広島県
問合せ 広島県畜産課 TEL（082）513-3598

 比婆牛の魅力探求フェア開催中！ ～ 県内 10 店舗高級飲食店で魅力ＰＲ中 ～
令和３年７月 26 日（月）から令和３
年８月 22 日（日）の期間，県内高級飲
食店の通常営業における比婆牛メニュ
ーを含むコース提供が行われています。
この取組は，県内高級飲食店 10 店舗の
料理人の方に，県の企画と呼びかけによ
り，比婆牛とひろしまの食材を組み合わ
せたメニュー開発を行っていただき，１
ケ月間提供し，来客者からアンケート調
査を行い，比婆牛のイメージを把握する
ものです。

Nakado.(ナカド)

ホテル宮島別荘

会席料理豆匠広島本店

この店 10 店舗では，それぞれ
が異なる部位を使って創意工夫
溢れる比婆牛メニューが提供さ
れています。
現在，県は新型コロナ感染拡大
防止早期集中対策実施中のため，
夜は 20 時までの営業ですが，ラ
ンチでの提供されている店舗も
あります。是非この機会に訪問さ
れてはいかがでしょうか
Finebouche（ﾌｨｰﾇﾌﾞｰｼｭ）

日本料理喜多丘

肉割烹まさ㐂（キ）

Le Triskel（ﾙ･ﾄﾘｽｹﾙ）

restaurant be（ﾚｽﾄﾗﾝﾋﾞｰ）

La Sette（ﾗｾｯﾃ）

MILLE（ﾐﾙ）

詳しい情報は，広島県のホームページから「比婆牛の魅力
探求フェア」で検索してください。
店名

使用部位

Nakado.（ナカド）

リブロース

ホテル宮島別荘

小間材

会席料理豆匠 広島本店

まえバラ・三角バラ・バラ山

Fine bouche（フィーヌブーシュ）

クラシタ（肩ロース）

日本料理喜多丘

ヘッドバラ・そとばら・マル

肉割烹まさ㐂

サーロイン・とうがらし・みすじ

Le Triskel（ル・トリスケル）

ヒレ・ともさんかく・カメノコ

restaurant be（レストランビー）

ランプ・うで・すじ

La Sette（ラセッテ）

かいのみ・フランク・インサイド・いちぼ・そともも

MILLE（ミル）

うちもも・カッパ・すじ

広島県産和牛宿泊キャンペーンスタート！～広島県民限定！お得な「すき焼き食べ放題プラン」～
令和３年９月１日（水）～27 日（月）に県内６宿泊施設において，広島県民限定の「広島和牛宿泊キャ
ンペーン」が実施されます。コロナ禍で厳しい経済状況に陥っている畜産農家及び旅行業界（飲食店，ホテ
ル）を応援するため，ＪＡグループの農協観光がキャンペーンを企画されています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた中で，広島和牛の美味しさと各宿泊施設のロケーショ
ンをこの機会に楽しんでみてはいかがでしょうか。
≪広島県産和牛宿泊キャンペーン≫
◆期間：令和 3 年 9 月 1 日（水）～27 日（月）（26 日（日）宿泊分まで対象）
◆対象施設：【廿日市】安芸グランドホテル，ホテルみや離宮
【福山】景勝館

各旅館の料理長渾身の

漣亭，ホテル鷗風亭

【竹原】ホテル賀茂川荘

「広島和牛メニュー」

【尾道】旅館つつ井

が提供されます！

◆内容：広島県内宿泊施設（6 施設）に宿泊し，すき焼き 90 分食べ放題！
◆代金：9,980 円～22,980 円（税込

大人 1 名：2 名～3 名以上 1 室利用時）

◆お問い合わせ：㈱農協観光山陽統括支店

担当：福原

℡082-243-6289

なお，8 月 11 日（水）～18 日（水）は農協観光が休業です。予約時には，ご注意ください。

インスタグラム，フェイスブックで広島和牛の話題を世界中に発信中！フォロー・いいね！お願いします！!(^^)!
インスタグラム

右の QR コードからご覧いただけま
す。iPhone の場合，標準ｶﾒﾗｱﾌﾟﾘを
かざすだけで読取り可能です！

フェイスブック
ンスタグラム

広島和牛 NEWS は Web で閲覧できます！！⇒「広島和牛 NEWS」で検索！
右の QR コードから広島和牛 NEWS ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰをご覧いただけます。iPhone の場合，標準ｶﾒﾗｱﾌﾟﾘをかざすだけで読取り可能です。

発行 広島牛振興協議会 編集・監修 広島県
問合せ 広島県畜産課 TEL（082）513-3598

次回は，
令和３年９月２９日発行予定！

