
平成２３年６月

(増刊)牛群検定通信 Ｎｏ６
家畜改良事業団

１月から社団法人全国開拓振興協会様のご協力を得て、「開拓情報」に連載中の「新牛群検定成績表
の実践活用法」をお届けしております。本紙についてのご質問ご意見は以下にお願いします

toiawase@liaj.or.jp Tel03-5621-8921 / 050-5536-8027 / Fax03-5621-8922問い合せ

牛乳の放射能検査のお知らせ
日本乳業技術協会は、牛乳の放射能検査を６月１日から始めました。
詳しくは以下にアクセス 検査待ち状況は以下にアクセス
http://www.jdta.or.jp/irai/irai housyano .html http://twitter.com/#!/JDTAINFO( )
なお、牛群検定での取扱ではありませんのでご注意下さい。

乳用牛群能力検定成績のまとめ(速報)
平成２２年度の牛群検定成績の速報を公開中です。
都道府県別の加入状況や３０５日成績を検索することができますので、ご利用下さい。
詳しくは以下にアクセス
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/newmilk/13/2010a.pdf

牛群検定の利活用について解説記事を掲載しています

１ 平成２２年１１月号から好評連載中！「開拓情報（全国開拓振興協会 」）
タイトル 新牛群検定成績表の実践活用法
６月号 その８ 牛群の生産性と損失乳量①

本誌にて配布中ですが、最新版は左記へアクセス！http://www.kaitakusya.or.jp/

２ 平成２３年１月号から好評連載中！「ＤａｉｒｙＪａｐａｎ（デーリイジャパン社 」）
タイトル 今日も明日も牛群検定が約束するあなたの酪農経営
６月号 その６ 暑熱対策のマネジメントモニタ－

３ 平成２３年４月号から好評連載中！ 「ＤＡＩＲＹＭＡＮ（デーリイマン社 」）
タイトル 繁殖台帳Ｗｅｂシステムによる牛群管理
６月号 その３ 岡山県と鳥取県の活用事例

４ 平成２１年３月号から好評連載中！「ＬＩＡＪニュース（家畜改良事業団 」）
タイトル 新しい検定成績表について
５月号 その１４ 乳牛の健康管理について①（乳脂率と蛋白質率）
最新刊の入手については、最寄りの種雄牛センターまたは事業所にお問い合わせ下さい。
在庫分を無料でお送りします。バックナンバーは当団ホームページをご参照下さい。
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html

メルマガ会員募集(登録無料)！
メルマガ会員には毎月メールガジンで
最新の技術情報を配信しています。
検定農家は、検定コ－ドとメ－ルアドレスなど

。の最低限の入力の簡単登録することが出来ます
http://liaj.lin.gr.jp/mm/dounyuu.html申込



（5）　第636号 2011年（平成23年）4月15日���������	
 開　　　拓　　　情　　　報

�������	
�����

牛群検定成績表の　活用法
���

��

�����������������

����������

���

������	
�������������		

��

�����	
������

�������	
�������

 !"�#$% !&'()

���������������

������ !"�#$%&'

�()�*�+�,-.�/0�

�12+�345�%&'�()�

���67���89*�,-:

;0*+��<=89*�>?@3

ABCD$EDFG�HI�()

�JKLMN��+JK���#O

8PQRS%TU8VS%9�()�

��+W�X���Y�����Q�E+

���Y�����Q��+Z[E\]%��

^6C�#O8_`ab�� ?9%

9�()cde�PQ N_:d�1

2+fe@�ghij kled�()

Em�+Z[+Z"[Eanb��H

o pqr12�+stuHvwxy

 zG�()

{�	
�����������

�JKLMN��W�X����Y�

D|}8~9%+���������JK�

8������9����%9�()

��u����������8>$%

90����d�+W�X�������

�����o�����HI�()

W�X���������Q� ����

���I�()

{����Q��JK��8�0E	�
�

�EH$%9�( +	�
�� ��@

o�@�D��q���8��()

������
��H����� ¡�

¢£ ¡E\]%¤%D¥¦�W$%

90E§¨�©�()

{c�������ª��«��

���«¬«®¯°E�±h²³´

��H��8µl�¶·´�¸¹·´

º»¹D�¼(0��$E½¾¿H�

��HI�( +ÀÁ©�Â:d�;

q)����E9�cE�+�Ã¢

Ä��X c���67�W$%90

E9�cE�()����Y�Å$�cE

���I�;q +�,-. >�

d%90@o�@�Æ�����(0

zG �I�()

�ÇÈ�É��Ê���8ËÌÍ��

Î(0cEDÏ9��+b�� ?9

���zÍ<=ÐÑ8ÒmÓÔS%Õ

Ö9)×Ø8Ù0E+�¢Ä��

 ÚmHeH9�@I@+ÛÜÝÞß

à�.D�RS�S�9�`)

�c�����¾KS����+Z

[+Z"[	� 
ÚÕS+vw�

¿��I 9����d�+��

��j��������9ß+���

Dkled�`������S�¤�

m�Ö9)

� !*'$%+!'()

����ßb��8��`d�+

�8u�� l0c	 �©�` +

TU8G`0�²³�! �I�

`)�"�@e��@#����

�`)

�$%��12+�Z��"�&

� 4'�#O`0c( )ed�

9�`)���&+c�*+D,Ä

-��.Æ�I(/el+01���

� N_Öd�S�9�`)W�

X 234�D+$%S599��

���&Ú1�N_Öd�`)

�c�²³�!&+6���7��

8#�9:���+����#�

&½;�<=ÐÑ8§¨�©�<q)

��ID�Ä�ÐÑ�¶·´�¸¹

·´º»¹=8F>S+?@�&c

����¦A`0���S�ÕÖ9)

�,-.

�B,Ä�����&+�C}8

D© e�"ERS59©�`)F

�ER`0� GÆ���@+

qe@�×H8G`0��@8

§¨`0�&+cd��&I9AJ	

)K zGLS�)

�S@S+JKLMN�MNÖd�9

0���8��`0c	�+OLD

½K�Y}L§¨L©0���I�

S�)����&+D�P	QbR

!�¹gST�	9��Ã-����

U �I�` +cd&6�VW�X

YS�9	Z9�`)

�ZQ�&+���8

[\�JK����]

	,Ä���\^ß_

`aS��Q95�59©�S�)

�b�&+��c�67�B�²³

�!�d#0JK����]8XY

S�`)

�,/!01 !"2#3()

��&���������e����

���8fl�`)c�����&

zGgh� ÛÜ�#�ij�©

k+Älm8n��op`0�1q

r`0c	 )ed59�`)

�Äs t\590�1+c����

Ûh-��Ëu �d�+����

������������6Z�� 0

ÕSv15©�`)

�����
������

�������Q�8�0	+JK��

�	
���Z�ªw°b�� Q959

�`)cd&������Z��#8

_S59�`)xy+���������

�������@#5JK��&

z{S59©�` +_`aS��

�0Z[�JK���	
��@e+�

����8fl0W�X���Y�

b[&�	
���Õ \5S�\�(9

�c(�`)

�c�9\�12&+�kÉ��Ê|

}��IÄ¦8~S599@JK�

�ÐÑ8ÓÔS5ÕÖ9)�Ä �S

mqrS59012&+����Rj

���j vw(S5kle0�1+

gh-�8�c`zG �I�`)

���+wb�� Qm��|�&

�� t9c( �I�`��+¬

��8��Ö|9|�+à��DTU

 zGL`)

����
���� 

�JKLMN�����&+����

�W�X���Y8��|} ~@d

�`)c�|}8Y¾�+F��	��

�Y����JK���8ÇÚ�

(�|S5����8	9�`)

����Y�|}�È�90JK�8�

0(+���(2�����Q� ×+�

|I�`)Z�����+c��&w

b�� Q9���\	Ëu��0�

L`)JK��&�	
��L` +c

�� �Ã�L���@}�@8

§¨S#d�I�<q)FcL�

�`0� ß&I���L`)

�����Q�����8�0	��
��

	\5dI+�� ¡���
��8C

�\59�`)���8Z�� #�

Sv1�c	&�uL` +�� ¡

ß¢£ ¡��	�=8C�\�90�

1+ÇÚ���u�&Ëu9	§

¨S�`)DS���Õ�\5901

2&+ÛÜ��� ��L9}�

ghij kled�`)

����������8Ú10

(+�,-.8�RÖ<ÛÜÝÞß

à�.���� a0(�Ìd59�

`)½]�+zG6C��8�l0

(+  �>�©kABu�b¡¢

²(|\5S�9+x"£¤�`)¥

U��8�l0��|c(&<k+

��� ¢£ ¡8Õ�e|9,Ä

-�8	\5ÕÖ9)


