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令和３年３月１日

ＪＢＢＡ静内種馬場　種牡馬展示会　開催
　２月10日（水）ＪＢＢＡ静内種馬場にて
種牡馬展示会が開催された。コロナ禍での
展示会となり、入場口での検温、マスク着用、
ソーシャルディスタンス確保などコロナ対
策に配慮した開催となった。本年は、新しく
導入されたノーブルミッションや初年度産
駒が好調な滑り出しを見せたマクフィなど
９頭が展示された。
　冒頭、ＪＢＢＡ益満副会長より「昨年はコ
ロナ禍の中で様々なご協力を賜りながら
種牡馬事業を行うことができた。中でもア
ニマルキングダム、デクラレーションオブ
ウォー、バゴに関しては100頭以上の種付
けをしていただき感謝申し上げたい。本年
も引き続きＪＢＢＡ種牡馬の活用をお願い
したい。」と挨拶があった。
展示会は最初にノーブルミッションが登
場。本馬は父に大種牡馬ガリレオ、母カイン
ドの父にデインヒル、全兄に名馬フランケ
ルを持つ血統、。フランケルは１４戦１４勝
ＧⅠレース１０勝の競走成績は勿論、本邦
デビュー馬からはソウルスターリング（阪
神ＪＦ・オークス）、モズアスコット（安田記
念・フェブラリーＳ）、グレナディアガーズ

（朝日杯ＦＳ）の３頭のＧⅠ馬を輩出してい
る。
　ノーブルミッション自身も雄大なスト
ライドを武器に２１戦９勝、２着６回と堅
実な競走成績を残し、５歳シーズンはＧⅠ
レース３勝を含む７戦５勝、２着２回のほ
ぼパーフェクトな成績をあげ、カルティエ
賞最優秀古馬に選出されている。２０１５
年より米国初供用後、初年度産駒のコー
ドオブオナーが３歳時にトラヴァーズＳ、
ジョッキークラブゴールドカップＳとＧⅠ
レースを連勝するなど種　牡馬としての能
力は高いとの説明があった。
　次に登場したのはデクラレーションオ
ブウォー。父は米国で種牡馬として大成功

を収めているウォーフロント。自身も英イ
ンターナショナルＳとクイーンアンＳの
２つのＧⅠレースに勝利。種牡馬成績で
は2014年より愛国初供用後、初年度産駒
からオルメドが仏2000ギニー（ＧⅠ）を、
ヴァウアンドデクレアーがメルボルンカッ
プ（ＧⅠ）を勝利し、1600ｍと3200ｍのＧ
Ⅰレース勝ち馬を輩出するなど産駒に幅広
い距離適性を伝えている。昨年も米国で２
頭のＧⅠホースが誕生し、海外４世代で既
に７頭のＧⅠ勝ち馬が誕生。国内調教馬か
らはデュードヴァンのユニコーンＳ（ＧⅢ）
２着など活躍馬も輩出しており、日本での
適性も期待されると説明があった。本年の
１歳市場初登場を迎える本邦初年度産駒が
どのような評価を受けるのか期待されると
ころである。
　展示種牡馬はこのほか、全日本２歳優駿

（ＪｐｎⅠ）３着馬ルーチェドーロなど活躍
馬を輩出したファーストシーズンサイアー
ランキング３位のマクフィ、クロノジェネ
シスが春秋グランプリを制覇しJRA賞特別
賞を授与、ステラヴェローチェが朝日杯Ｆ
Ｓで２着好走するなど息長く活躍馬を輩出
するバゴ、初年度産駒のダイメイコリーダ
がジャパンダートダービー（ＪｐｎⅠ）で２
着となったエスケンデレヤなどが展示され、
訪れた関係者を前に風格のある姿を見せて
いた。

新種牡馬のノーブルミッション
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理事会の内容について

【第１回理事会】
◇令和３年１月19日　12時30分　静内支所

〈報告事項〉
１．北海道市場運営協議会の内容について
２．第１回市場委員会の内容について
３．第１回総務・診療委員会の内容について

〈議　　案〉
１．令和２年度事業報告並びに収支決算の内容に
　　ついて
２．市場業務規程の改正について

〈協議事項〉
１．その他

【第２回理事会】
◇令和３年１月29日　13時30分　静内支所

〈報告事項〉
１．第２回市場委員会の内容について
２．第２回総務・診療委員会の内容について
３．令和２年度剰余金処分案について
４．令和３年度事業計画並びに収支予算案の策定
　　について

〈議　　案〉
１．組合員の加入について
２．令和２年度決算監査について

〈協議事項〉
１．その他

【第３回理事会】
◇令和３年２月17日　11時00分　静内支所

〈報告事項〉
１．第１回振興会長会議の内容について
２．第３回総務・診療委員会の内容について

〈議　　案〉
１．組合員の加入について
２．第50回総代会提出議案について

〈協議事項〉
１．その他

人事異動のお知らせ
【退職】
在職中は大変お世話になりました
〔1月31日付〕
　　　野田　龍介
　　　　診療事業部診療課荻伏診療所
　　　吉岡　一郎
　　　　診療事業部診療課静内診療所

【契約採用】
〔2月1日付〕
　　　山際　則子
　　　　業務部業務課業務係

　本年も、早期段階から各市場における現実味あ
る頭数を把握させていただくことで、団体購買並
びに購買関係者様へ広くＰＲすることを目的とし
た販売予定馬の事前調査（アンケート）を実施し
ております。(2/6郵送にて発送済)
　まだ回答のお済でない組合員様につきましては、
返信用封筒（またはＦＡＸ0146－45－2095）
にてご返信のほどお願い申し上げます。
　時節柄御多忙の折大変恐縮ではございますが、
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

第50回総代会
日時：令和３年３月12日（金）

午前10時30分
場所：新ひだか町公民館・

コミュニティセンター
※開催のお知らせを６頁に掲載し

ていますのでご覧下さい。

市場申込予定馬（１歳）
事前調査について
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２ ０ ２ １ 年 度 　 北 海 道 市 場 開 催 日 程

市　 場 　名 年齢 区分 開 　催 　日 登録料
（税込）

取りまとめ期間
（予定）

トレーニングセール ２歳 一般 ５月11日（火） 新規　110,000
追加　165,000

２/12～２/26

セレクションセール １歳 選抜 ７月27日（火） 新規　110,000
追加　165,000

３/３～３/19

サマーセール １歳 一般 ８月23日（月）～26日（木） 新規　 33,000
追加 　49,500

５/26～６/11

セプテンバーセール １歳 一般 ９月21日（火）～23日（祝・木） 新規　 33,000
追加 　49,500

６/23～７/９

オータムセール １歳 一般 10月18日（月）～19日（火） 新規　 33,000
追加 　49,500

７/20～８/６
（再申込は別途設定）

※開催日程は、申込頭数等により変更となる場合があります。
※取りまとめ期間終了日から約１週間が申込取消・追加登録期間となります。
※再申込登録料…　セレクションセール、サマーセール、セプテンバーセールの欠場・主取馬は11,000円（税込）
　　　　　　　　　他の国内１歳市場に申込歴のある馬は 33,000円(税込）
※販売申込者は所有者に限るものとします。
※販売申込登録料は、下記団体所属の正組合員・正会員とし、所属しない場合は倍額となります。（再申込登録料含む）

日高・胆振・十勝軽種馬農業協同組合、青森県軽種馬生産農業協同組合、東北軽種馬協会、
千葉県両総馬匹農業協同組合、関東軽種馬生産育成協会・九州軽種馬協会

市 場 開 催 内 容 に つ い て

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催内容に変更が生じる場合がございます。

〔トレーニングセール〕
　・ＪＲＡ札幌競馬場にて開催　５月８日㈯入厩／９日㈰事前下見日／10日㈪公開調教
　・上場順は、母馬名「ア行」からの五十音で並び替え
　・上場申込は、JRA競走馬登録またはNAR馬登録の未登録馬に限るものとします。
　・登録を抹消した場合であっても（登録歴のある馬）申込は出来ません。
　・売買成立馬のJRA函館競馬場への直接入厩（入厩検疫受検）制度は休止いたします。

〔セレクションセール〕
　・７月26日㈪前日展示
　・販売希望価格600万円以上／主取手数料１％／リザーブ方式
　・実馬検査　４月中旬～／上場馬決定　５月上旬／上場馬ならびに上場順は選考員会にて決定

〔サマーセール〕
　・上場日は、販売申込者名の「サ行」からの逆五十音順（ソセスシサ・・・チタ）をもとに日割り
　　上場順は、各上場日毎に全体で母馬名「タ行」からの五十音順で並び替え

〔セプテンバーセール〕
　・上場日は、販売申込者名の「タ行」からの五十音順（タチツテト・・・セソ）をもとに日割り
　　上場順は、各上場日毎に全体で母馬名「マ行」からの五十音順で並び替え

〔オータムセール〕
　・前半（１冊目）：新規申込馬（国内の１歳市場に未申込の馬）
　　後半（２冊目）：再申込馬　（国内の１歳市場に申込歴のある馬）
　　※但し、セプテンバーセールからの再申込馬は別冊名簿となります。
　・上場日は、前半：新規申込馬／後半：再申込馬
　　※日割りが必要となった場合は販売申込者名「ナ行」からの五十音順（ナニヌネノ･･･テト）をもとに日割り
　　上場順は、各上場日毎に全体で母馬名「ア行」からの五十音順で並び替え

【レポジトリーの再提出について（レントゲンのみ）】 ※上部気道内視鏡動画の再利用はできません。
　　　セレクションセール、サマーセール、セプテンバーセール　⇒　オータムセールへの再提出可能
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馬獣医のよもやま話○　井上　哲獣医師85

　今年もお産シーズンを迎え、気が休まらない

日々を過ごされていることと存じます。今回は、

子馬がこの世に解き放たれる瞬間、体の中で起き

ている変化についてお話しさせていただきます。

下の写真は、胎子期の肺と心臓です。当然ながら

肺は含気しておらず（写真１）、心臓には二つの

穴（正確には卵円孔と動脈管）が開いています

（写真２）。これらは、子宮内で羊水中に浮かん

でいる胎子が発育する上で必要な形態で、胎子循

環と呼ばれます。

　そしていざ、トンネル（産道）をくぐり抜け外

界へと飛び出した胎子は、一瞬にして新生子とし

て生きていくために必要な機能を獲得しなければ

なりません。すなわち、肺はスポンジの様に空気

をたっぷりと含む組織に変わり、血流を必要とし

なくなった心臓の穴は閉じていきます。こうし

て、今までは臍の緒（胎盤）に頼っていた血液

（酸素）供給を自らの心肺で行うようになるので

す。そこで大切になるのが、いかにスムーズに胎

子から新生子に変身させてあげるかです。答えは

簡単なようで最も難しいことですが、分娩時に人

間があまり手を出しすぎないことです。破水（一

時破水）後、正常な胎位を確認したらできるだけ

自然に任せましょう。結果、胎子は最適な時間を

かけて産道を通過することにより、新生子に変身

するために必要なある種のホルモンを分泌します。

また、臍は適度な時間をかけて、適切な部位で自

然に切れることで新生子側に十分な量の血液と酸

素を送り込みます。言わば母から子への大切な贈

り物によって肺は膨らみ、心臓の穴は塞がります。

（写真３）。

　この神秘的ともいえるお産を温かくかつ冷静に

見守ることは、皆様にとってもまた我々獣医師に

とっても、繁殖シーズンの永遠のテーマと言える

でしょう。なお、分娩についての詳細は、2017

年４月のよもやま話で池田獣医師が執筆していま

すので今一度ご覧になって下さい。

胎子から新生子へ
静内診療所　井 上 　 哲

平成４年　北里大学卒業

同年NOSAI日高（現NOSAIみなみ）入社

令和２年２月より日高軽種馬農協勤務

写真１　　　胎子期の肺　

写真２　卵円孔（左）と動脈管（右）

写真３　閉じた卵円孔（左）と動脈管（右）
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〈提出議案〉
議案第１号　令和２年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案およ　
　　　　　　び注記表の承認について
議案第２号　定款の一部変更について
議案第３号　（定款附属書）役員選任規程の一部変更について
議案第４号　令和３年度事業計画並びに収支計画の承認について
議案第５号　令和３年度賦課金の賦課および賦課徴収の方法について
議案第６号　役員報酬の支給について
議案第７号　系統団体等に対する出資・出えんについて

　本年も総会シーズンを迎え、組合員の皆様には時節柄出産シーズンと重なり大変
ご多忙のことと存じます。ＨＢＡ総代会及びＪＢＢＡ総会は本年もコロナウイルス
感染症の発生状況に鑑み、規模を縮小して開催いたしますのでご理解の程宜しくお
願いいたします。
　総代の皆様の議決権は書面でも行使できますので、ご面倒でも「議決権行使書面
（ＨＢＡ総代の皆様へは葉書を同封しています）」「委任状」提出のご協力をお願
いいたします。
　議決権行使書面につきましては、同封の「議決権行使に当たっての留意事項」
を必ずご一読のうえ、ご記入下さい。ＨＢＡの議決権行使書面の提出期限は３月
11日午後５時までです。（投函される場合は、３月10日までに投函をお願いしま
す。）

○日高軽種馬農業協同組合　第50回総代会（上記日時にて開催）
○公益社団法人　日本軽種馬協会　令和３年度通常総会
（３月２４日(水) 13時30分～　第一ホテル東京（東京都港区新橋1-2-6））
※公益社団法人　日本軽種馬協会総会委任状は、３月19日（金）までに下記        
　　　　　　　　宛ＦＡＸ送信　　または郵送願います。
〒056ｰ0002　北海道日高郡新ひだか町静内神森175－２

日高軽種馬農業協同組合　総務部　宛
　　　　　　　 ＴＥＬ：0146ｰ42ｰ1200　　ＦＡＸ：0146ｰ43ｰ3464

第50回総代会開催のお知らせ

総会開催のご理解及び「議決権行使書面」「委任状」の提出をお願いします

日　 時
令和３年３月12日（金）　午前10時30分～

場　 所
新ひだか町公民館・コミュニティセンター(新ひだか町静内古川町)


