No.400

どんな状況になろうとも
『あきらめず』営農に励みたい

謹賀新年

2010

1

月

めでたくご夫婦で年男・年女になられた
笹川

小森 信男 さ ん・悦子 さ ん

たが、
良品質で玉数は多く、

馬鈴しょは小玉傾向でし

悪天候が続き減収しました。

た傷跡は未だ無視出来ない

融危機という『嵐』が残し

情勢は、世界的な経済・金

さて、農業を取り巻く諸

す為、地域農業の底力の発

期待・役割への責任を果た

業展開・ＪＡに寄せられる

地に求められる組織力・事

新しい年を迎え、食料基

ものです。

平年並の製品収量を確保出

状況にあり、需給バランス

揮を目指した取り組みに全

成果の年となりました。

来、てん菜は高糖分・低収

は崩れたままであります。

発揮、ホクシンは開花期に

量で産糖量は平年を若干下

食の安心・安全基盤を強

力を注いで参ります。

下落が続きデフレ色が鮮明

固に、更に鹿追産の特徴を

主要な物価指標は大幅な

豆類では菜豆類に湿害の

となっており、国内景気回

活かした供給力を高め、農

回りました。
影響が出、大・小豆は後半

復の阻害要因として意識さ

進めたいと考えております。

の天候回復で平年に近づき

そうした中、新政権は日

今 年 は『 寅 年 』
。万 物 が

業生産拡大へ新たな挑戦を

本農業再生の即効対策とし

地上に顔を出す春の兆しを

れつつあります。

て戸別所得補償制度を創設

指す干支に当ると伝えられ

ました。

酪農・畜産においては、

する事を公約し『主要穀物

ます。

畑作物総体では、平年作

牧草・コーンサイレージの

等では完全自給を目指す』

を下回る内容でした。

一部に栄養価の心配はある

事を掲げております。

そして、ＪＡ通信の４０
ものの、収量は安定確保さ

０号が新春発刊となり、記
生乳生産では、前年が増

実現の可能性を踏まえ、
産基調で推移した事もあり

また『世界貿易機関（Ｗ

温ねて新しきを知る。伝統

れました。

微増で安定生産が示され、

ＴＯ）
』の『多角的貿易交渉』

文化の中に新しい創造性で

より作業が一時停滞し、植

肉牛は販売頭数が順調に伸

では、農畜産物の自由化・

クオリティの高い世界が展

念すべき幕開けになりまし

付期は平年並になりました。

びました。

低関税輸入枠拡大・市場開

開すると期待致します。

新制度の確かな導入の為に

５月中旬には霜・強風で

豚・鶏卵は国内生産増と

放等の要求を阻止し、輸入

本年も組合員・ご家族皆

おめでとうございます。

アスパラ等に被害が発生し、

なり、低価格市況が続いて

品との価格差是正・地球温

様にとりまして、ご健康で

昨年の本町農業は融雪が

大幅な減収は回避されまし

８月以降は天候が回復し、

ます。
早く、その後も少雨で推移

農産においては、小麦は

た。

植え付けは早く開始されま

『きたほなみ』が多収性を

した為圃場の乾燥が進み、
したが、４月下旬の降雪に

たず

『温故知新』……故きを

ふる

をご家族お揃いでお迎えの

６～７月に入ってからは低

います。

暖化による環境対策等の課

最良の年になります様心よ

た。

事と存じます。

気圧の影響を受け、低温・

畜産全体では、飼料価格

題を克服し、日本農業再生

りご祈念申し上げ年頭のご

議論が急務であります。

平穏で希望に満ちた年に

日照不足・多雨となり各作

の引き下げ、病気・事故率

の為に国際的な視野を持ち

挨拶と致します。

平成 年の輝かしい新春

なります様ご期待申し上げ

物とも生育が遅れました。

の低減、技術力の向上によ

ながら政治力の結集を願う

組合員の皆様明けまして

鹿追産の特徴を活かして
供給力を高め、農業生産
拡大への新たな挑戦を

代表理事組合長

り過去最高の実績を樹立し、
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新コーナー
上然別

か み む ら

上村

緑
さん

仕事 を頑張 ります
上然別で夫の政浩さんと

多いです。収穫作業ではお

んと３名で行っている事が

作業のほとんどを従業員さ

「仕事は畑作業を担当し、

さんとよく話し合い経営の

ばと思っています」と政浩

械の更新時期の目安になれ

ます。作業の効率化や、機

んだ事を夫と話し合ってい

ースセミナーに参加し、学

すね」

食べてくれるので嬉しいで

ーを焼くと子供達が喜んで

作りしていますし、クッキ

クリスマスケーキは毎年手

作る回数は減りましたが、

子供達が大きくなったので

いんですよ。お菓子作りは、

義母さん（光子さん）も手

向上に努めている緑さん。

また「ＪＡの畑作レディ

伝ってくれるので、助かっ

「自分で間取りを考えた

今後については

休みの日には、夫婦で映画

農閑期や雨で畑仕事がお
「夫が畑の見回りをして

新しい家に住めたら良いで

話して下さいました。

張ります」と終始明るく

鑑賞やお菓子作りを楽しん

「映画は月に１～２本は

くれるので、状況を聞きな
めています。草が伸びない

見に行きますね。見たい映

すね。その為にも仕事を頑
うちに畑に入り、早目に作

画も大体一緒になる事が多

でいるそうで

ています」

ている上村緑さん。

手作りのシフォンケーキを手に

がら、草取りをする畑を決

業するよう心がけています」
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新しい家に住めるよう
畑作・養豚の混同経営をし

※女性に経営や生活、趣味等を伺い、紹介するコーナーです。

2009
第53回デーリィフェスティバルでは髙田泰輔さん
（中央）
所有牛が３年連続で
グランドチャンピオンを獲得する快挙を達成

1年

こ
の

第33回農民大運動会では笹川チームが６年振り６回目の優勝を飾りました

平成 年２月に完成予定の穀類乾燥
調製貯蔵施設の地鎮祭を６月 日に
実施しました

女性部・喜楽会合同のミニ運動会が１月
日に行われ、心地良い汗を流し交流が深め
られました

トピックス
22
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９月２日、212名の参加によりＯＢ組合員・家族研修会を実施しました

第２期中国人農業研修生２名が３月
に来町し、歓迎式を実施しました

熟年会が創立20周年事業の一環としてルピナス畑に看
板を設置しました

青年部では４月10日に初代青年部長の佐藤茂さんを講師に
招き研修会を行いました

ＪＡ共済連より消防署に新
救急車が寄贈されました。
（贈呈式に参加された関係
者の皆さん）

第４回組合長杯ミニバレー大会において北鹿追Ａチーム（一
般の部・後列）
、瓜幕チーム（シニアの部・前列）が優勝
に輝きました
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中鹿追の上嶋麟一さん（中央・左は妻の絹江さん）
、
上幌内
の加納茂さんが農業貢献により農協賞を受賞されました

どのような状況でも

乗 り越 えていける経営 を

した。
朋美さんは鹿追高校を卒
業後、
ＪＡ鹿追町に就職し、
生活物資課、農産課に勤務
していました。
お二人は数人の友人グル
ープで交遊するうちにお互
いを意識し合い次第にお付
き合いが始まり、３年の交
際を経て平成 年にご結婚
されました。
農業を行う上での心がけ、

下鹿追の大上俊行・朋美
札幌の専門学校を卒業後、

俊行さんは帯広農業高校、

年一作なので、失敗すると

心がけています。畑作は一

俊行さんは「適期作業を

やりがいについて伺うと

さん夫妻は両親（俊夫さん・

東京で卸売会社の営業を２

いので情報交換がしやすく、

果を残せた時は嬉しくやり

に作物が育ち、良い収穫結

願いです。もう少し大きく

に育ってくれる事が一番の

朋美さんは「子供が元気

今後の夢について伺うと

緒に畑作業をしたいです」

すが、また落ち着いたら一

ですね」

戦に連れて行ってあげたい

くなれば野球やサッカー観

でいますが、もう少し大き

コ』等をしてたくさん遊ん

すべり』や『たたかいゴッ

仕事が減る今時期は『ソリ

朋美さんは「子育てが落

友達と食事に出かけたりも

旅行をしたいですね。
また、

な厳しい気象状況の年でも

「仕事では、昨年のよう

また「同年代の友人が多

ち着いた為、結婚後初めて

く話してくれました。

指して頑張ります」と力強

乗り越えていける経営を目

俊行さんは「夏場は子供

したいです」
草取り作業をしました。今

と接する時間が少ないので、

昨年の春にビートの補植や
は３人目の子育て奮闘中で
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目指して
悦子さん）と４人で畑作経

せない難しい職種ですが、

モチベーションを高める良

なったら１年に１回は家族

がいを感じます」

い刺激になっています」

それだけに自分の思い通り

家族全員でパチリ
すず か
き りゅう
（左から諒くん（１ヵ月）
・涼華ちゃん（５歳）
・輝竜くん（２歳））

りょう

16

翌年以降にしか反省を活か

大上 俊行さん 朋美さん

年半勤め、 歳で就農しま

下鹿追

営をしています。
23

大上さん
飯田さん

鈴木さん

明治北海道十勝オーバルでの練習にかけつけた３名のコーチと少年団の皆さん

子供達が自己記録を
更新出来るよう

は自分で出来るように』と

「子供達には『自分の事

「子供達が自己記録を更

今後については

みにしています」

貼り出されるのを見る時が

いう思いから、最初に『挨

新出来るよう５名で力を合

力し合いながら、子供達を

拶』
・『返事の仕方』を教え

わせてサポートしていきた

嬉しくて、毎年とても楽し

ています。次に『うがい・

いですね」と話してくれま

指導しています」

手洗い』等生活上で気を付

した。

少年団出身のＯＢ・ＯＧ

手への気配りが

り合い等他の選

他の選手への配慮を忘れずに練習しています

ける事、最後に『スケート
の技術』を教え
るようにしてい
ます」
クでの練習や大

「町外のリン
「スケートが上手に滑れ

会では、他の学

を含む５名（大上克也さん・

出来ているかと
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子供達にアドバイスをする鈴木
さん（右）

るようになりたい」とい

校の生徒と接す
る機会が多いの

う小学生を中心に構成され
ている『風の子少年団（

高橋将太郎さん・鈴木しの

いう所にも常に

で、練習では譲

ぶさん・飯田恵千さん・木

気を付けていま

名）
』のコーチの皆さん。

幡樹さん）のコーチが９～

す」
「全くスケー

て大会に出場し、

氷上でのトレーニングに励

の取り組み等について伺う

無事にゴールす

トが滑れなかっ

と「農業者や公務員等職業

る。その頑張り

む子供達を支えています。

の違う５名が、休日や仕事

がタイムとして

た１年生が初め

の後に都合のつく範囲で協

コーチの皆さんに少年団

２月の週４～５日、陸上や

43

風の子少年団コーチの皆さん

サポートしていきたい

女性部
料理講習会

学んだ
４品の料理

『三余庵』
で４品の
おいしい料理を学ぶ

十勝産北あかりのバター焼
き豚角煮のせべっこう餡

十勝川温泉第一ホテル

『馬鈴しょ』
や『小豆』等の

月７日、ＪＡ鹿追町女
性部料理講習会が十勝川温

という事もあり、

身近にある材料

昨年大好評だった事から

「早速家で作っ

泉第一ホテル三余庵におい

「今年もまた行きたいね」

てみよう」「鶏肉

を使っての料理

という声を受け同ホテルで

の代わりにタラ

て開催されました。

の開催となりました。

リゾット』
・
『鶏肉のポテト

っこう餡』
・
『きのこの和風

のバター焼き豚角煮のせべ

身）より『十勝産北あかり

吉田真二料理長（鹿追町出

い料理講習会と

も図られ、楽し

がら部員の交流

い料理を学びな

聞かれ、おいし

といった感想も

でもいいかも」

焼』
・
『和風小倉プリン』の

なりました。

当日は部員 名が参加し

４品を教えて頂きました。

鶏肉のポテト焼

和風小倉プリン
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33

きのこの和風リゾット

吉田料理長（前列中央）と参加者全員で記念撮影

12

妻の茂子さんと一緒に

那賀島秀雄さん
美蔓

今年で 歳になる美蔓の
那賀島秀雄さん。
平成２年に息子の勝さん
に経営を移譲され ましたが、
現在もビートの補植やイチ
ゴ苗のランナー止め等の仕
事を手伝っています。
「主に人手が不足する時
期に手伝っていますが、健
康維持にも役立っているん
ですよ」
「結婚と同時に分家し、
現在の場所で営農を始めま
した。分家して２年位は本
当に大変でしたね。朝から

「自分の代で農業が終わ

ってしまうと思っていた頃、

います」

「スキーを本格的に始め

年以上前です。は

じめは個人で楽しんでいま

たのは

が帰って来る事になり、び

したが、町内のどんぐり会

帯広で仕事をしていた息子

っくりしましたが、本当に

に所属し、皆でサホロや糠

今後については

平等へ行って滑っています」

オケやスキーを楽しみに過

「健康維持の為に始めた

夫婦で色々な所へ旅行した

散歩をこれからも続けて、

ていて地区の会に所属して

いですね」と話して下さい

年位続け

います。月１回の活動で、

「カラオケは

ごしているそうで

また、那賀島さんはカラ

嬉しかったです」

20

ました。

20

夫婦共々毎回楽しみにして

熟年会の湯治研修（十勝川）の際の１枚（中央が那賀島さん）

したいです

晩まで仕事をしていました」
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旅行
79

夫婦で 色々な所を

ＪＡ鹿追町

新コーナー

No.

400

あ

上幌内
上幌内

か

り

竹俣 明花里ちゃん（あ）
竹俣 太 陽くん （た）
明さん

ママ

佳子さん

【生年月日】
（あ）
平成 年８月１日
（た）
平成 年５月 日
【年齢】
（あ）
３歳
（た）
７ヵ月
【名前の由来】
（あ）
明るい里に咲く花の様
に育ちますように
（た）
太陽の様に強く明るく
育ちますように
【初めて話した言葉】
（あ）
ねーね（お姉ちゃん）
【好きな遊び】
（あ）
折紙とお絵書き
（た）
いないないばあ
【好きな食べ物】
（あ）
イチゴ・カレー・たこ
焼き
（た）
おかゆ
【特技】
（た）
寝返り
【チャームポイント】
（あ）
失敗した時にする照れ
笑い
（た）
笑顔
【笑いのツボ】
（あ）
お姉ちゃんがおもしろ
い事をした時
（た）
くすぐった時
【成長を感じた瞬間】
（あ）
太陽をあやしている時
（た）
支えていなくても座っ
ている時
【パパママから一言】
強く優しく健康で元気に
育ってね。

パパ
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南瓜のタルト

材

28

幌 内

12

髙 橋
孝 子 さん

（発行所） 鹿追町農業協同組合
〒０８１―０２９３ 河東郡鹿追町新町４丁目
☎㈹（０１５６）６６―２１３１
（発行日） 平成 年 月 日
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料

南瓜 …………………400ｇ
生クリーム …………100㏄
上白糖…………………70ｇ
無塩バター……………30ｇ
卵黄……………………２個

タルト生地
無塩バター ………………130ｇ
薄力粉 ……………………250ｇ
粉糖又はグラニュー糖 …100ｇ
塩……………………ひとつまみ
卵……………………………１個

作り方
〈タルト生地〉
〈南 瓜〉
①バターは１㎝角に切って常温に戻して
南瓜の皮をむき、柔らかくなるまでレ
おく。薄力粉、砂糖、塩は合わせてふ
ンジにかける。柔らかくなったらポテト
るいにかける。
マッシャーでつぶし、バター、砂糖、生
②ボウルに①の粉類を入れ、バターを加
クリーム、卵黄の順に加え、その都度な
えてすり込むように混ぜ合わせ、溶き
めらかになっている事を確認する。
卵を加えて手早くひとまとめにしてラ 〈仕上げ〉
ップに包んで、冷蔵庫で半日寝かせる。
冷ましておいたタルト生地に南瓜を流
③②の生地をめん棒でのばし、タルト型
し込み、170℃のオーブンで50分焼く。
※出来上がったタルトに泡立てた生クリ
にはりつけて、180℃のオーブンで20
ームを好みで添えて食べて下さい。
分くらいから焼きする。

番地

51
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