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【全体運】 人の輪の中に入っていきましょう。 「三人寄れば文殊の知恵」
1 人では解決できないことにも光が見えてきます
【健康運】 話題のエクササイズにトライ。 早起きは吉
【幸運を呼ぶ食べ物】 シュンギク

山羊座
12/22
～ 1/19

● ルミエール南種子● ルミエール南種子

おくやみ情報おくやみ情報

農協葬祭ルミエール農協葬祭ルミエール
任せて安心！！　ＪＡ葬祭任せて安心！！　ＪＡ葬祭
ＪＡ葬祭は、 愛とまごころ ・感動の人柄葬で、　故人とのお別れをお手伝いさせていただきます。ＪＡ葬祭は、 愛とまごころ ・感動の人柄葬で、　故人とのお別れをお手伝いさせていただきます。
深夜 ・早朝にかかわらず、 担当者が速やかにご対応 ・ アドバイス致しますので、 安心してお電話ください。深夜 ・早朝にかかわらず、 担当者が速やかにご対応 ・ アドバイス致しますので、 安心してお電話ください。

ご生前のご遺徳をしのび、 謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。
ご了解を頂いた方のみ掲載しています。 （敬称略）

● ルミエール西之表● ルミエール西之表● ルミエール中種子● ルミエール中種子

ルミエール西之表　電話番号 23-4949ルミエール西之表　電話番号 23-4949
ルミエール中種子　電話番号 24-2444ルミエール中種子　電話番号 24-2444
ルミエール南種子　電話番号 24-2444ルミエール南種子　電話番号 24-2444

【1月】
　17 日　小川　正水　　　　60 歳（安城　下之町）
　19 日　川原　チズ子　　　91 歳（下西　川迎）
　20 日　宮下　義得　　　　97 歳（国上　久保田）
　23 日　舩元　美智子　　　82 歳（下西　塰泊）
　23 日　尾形　ムツ子　　　92 歳（榕城　野首）
　24 日　山下　助市　　　　87 歳（住吉　下能野）
　24 日　鎌倉　麗子　　　　77 歳（伊関　浜脇）
　27 日　丸田　ミサ　　　　92 歳（安城　平山）
　28 日　平原　ヤス子　　　93 歳（安納　軍場）
　30 日　山下　正末　　　　86 歳（国上　中目）
【2月】
　11 日　日髙　キミ子　　　94 歳（国上　寺之門）
　13 日　舩元　信茂　　　　86 歳（下西　塰泊）

【1月】
　16 日　松下　三成　　　　69 歳（星原　牧川）
　23 日　中川　京子　　　　90 歳（油久　向町）
　23 日　大山　宏之　　　　62 歳（野間　伊原）
　30 日　日髙　キサ子　　　88 歳（油久　東之町）
【2月】
　03 日　中田　守　　　　　88 歳（南界　中田）
　06 日　川崎　新一郎　　　52 歳（星原　浜津脇）
　08 日　熊野　正秋　　　　61 歳（増田　郡原）
　15 日　遠藤　美枝子　　　88 歳（野間　旭町）

【2 月】
　01 日　久保田　和子　　　85 歳（島間　小平山）
　01 日　峰山　有子　　　　82 歳（上中　共栄）
　15 日　松﨑　ミサ子　　　91 歳（茎永　中部）

※令和３年１月１６日～令和３年２月１５日までを記載しております。※令和３年１月１６日～令和３年２月１５日までを記載しております。

もしもの時は、まずお電話ください。

 ２月子牛せり市結果 ２月子牛せり市結果
☆ めすの最高価格

＊＊＊ 中 種 子 町 ＊＊＊

  　　価　格　　８ ８ ８ 千円

  　　体　重　　２ ６ ５　㎏

  　　日　令　　２ ５ ７ 日

華春福×安福久×勝忠平

☆ 去勢の最高価格

* ＊＊ 西 之 表 市 ＊＊＊

  　　価　格　　９ ７ ０ 千円

  　　体　重　　２ ５ ３ ㎏

  　　日　令　　２ ０ ６ 日

華春福×安福久×勝忠平

種子島家畜市場

次回のセリ市

４月８ ・ ９日

( 本人・留保分・消費税は除いています）

頭数 平均単価 前回比 体重 kg 単価

西之表市

めす 61 635,246 △ 19,415 243 2,619

去勢 115 740,330 4,330 258 2,875

計 176 703,909 △ 2,704 252 2,789

中種子町

めす 92 629,848 △ 29,068 247 2,545

去勢 106 742,840 △ 12,410 261 2,846

計 198 690,338 △ 19,222 255 2,710

南種子町

めす 55 619,709 △ 33,466 245 2,533

去勢 63 741,762 △ 9,816 264 2,805

計 118 684,873 △ 28,858 255 2,684

屋久島町

めす 12 653,250 △ 18,017 244 2,676

去勢 19 777,000 △ 65,364 268 2,894

計 31 729,097 △ 14,557 259 2,815

合　　　計

めす 220 630,086 △ 27,373 245 2,569

去勢 303 743,805 △ 7,000 261 2,851

計 523 695,969 △ 15,468 254 2,737


