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輝かしい１年がスタート 

2010

2月

Ａコープ鹿追店の初売りに
来店されたお客様

よしもと

葭本

えみ こ

笑子

女性部ミニ運動会
副部長

ムでは、横岡
職員のあまり
の弱さに館内
には笑い声が
響き渡りまし
た。
三人一組で
行う『ジャン
ボ風船リレー』
で競技を終え、

１月 日、女性部・喜楽
会合同のミニ運動会をスポ

順調に得点を

き、北鹿追の和田さん、上

中野常務よりご挨拶を頂

優勝を収めま

瓜幕）が見事

ム（下鹿追・

重ねた黄チー

幌内の宮下さんの選手宣誓

した。

よる４チームで行いました。

んでいる競技を地区分けに

食い競争』等例年慣れ親し

『豆どろぼう』や『パン

く終了出来た

ケガ無く楽し

が参加され、

が、大勢の方

ない私達です

か会う事が少

普段なかな

で競技スタート。

た。

ーツセンターで実施しまし

素早さと慎重さが必要な『ＪＡ
タワー』

久しぶりに会った部員同

事を嬉しく思
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『 豆 ど ろ ぼ う 』「 焦 っ て 上 手 く
豆がつかめない～」

士の交流が目的で、勝敗は

います。

した。

とうございま

加協力ありが

皆さん、参

二の次…だったはずですが、
日頃鍛えられた身体は黙っ
ちゃいません。
真剣に競技に取り組み、
応援の声も次第に大きくな
ってパワー全開に
なかでもじゃんけんゲー

『じゃんけんゲーム』強いのは誰だ

最終種目の『風船リレー』
風船を落とさないよう３人の息を合わせて
「急げ～」

多くの部員が集い
交流を深めました

選手宣誓をする和田さん（左）
と宮下さん（右）

『パン食い競争』狙いを定めてパクッ

これからも

学校 や子供達
支援 する活動

昨年 月に発足し、鹿追
小学校児童の下校を支えて
いる『鹿小きらめき隊』の
皆さん。
取り組みや発足の経緯に
ついて隊長の石川修さんに
伺いました。
「学校側から鹿追小学校
評議員会に支援ボランティ
アの要請があり、結成致し
ました。初めは下校に合わ
せパトロールをしていまし
たが、児童宅の玄関先に不
審者が現れた事をきっかけ
に、保護者が迎えに来られ
ない子を玄関先まで送る事

達と顔を合わせる機会が増

交代で同行しますが、子供

ます。毎日 名位の隊員が

Ａ役員も一緒に下校してい

３名の隊員と、先生やＰＴ

方面に班分けし、１班２～

いので、隊員が負担に感じ

る活動を長く続けていきた

「学校や子供達を支援す

今後については

を感じています」

くもあり、とてもやりがい

話をしてくれるので、楽し

てくれました。

けたらいいですね」と話し

備のお手伝い等を行ってい

出来るような協力や環境整

今後、隊員の特技が発揮

いきたいです。

ないような方法で協力して
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を
を

を始めました」
「当初は、 歳以上の祖
父母を対象に隊員を募りま
したが『子供達の為に協力
したい』という方も加わ
り 名の隊員で活動してい

えるにつれ、私達に色々な

10

続けていきたい
さん

60

60

１月20日の活動に集まった隊員ら９名の皆さん。
「新規隊員を募集しています」

11

「現在約 名の児童を５

ます」

25



石川 修

鹿小きらめき隊 隊長

鹿小きらめき隊の皆さん

薫
さん

酪農学園大学を卒業後、

誠さんは帯広農業高校、

しています。

良い牛群 づくりと
牛に優しい経営 を目指 して
美蔓の渡辺誠・薫さん夫
妻は両親（政昭さん・俊子
さん）と４人で酪農経営を

さん

歳で就農しました。
東京出身の薫さんは、高
校在学中に鹿追町で酪農実
習をし『卒業後も牛に携わ
る仕事をしたい』という思
いが募り、再度来町して酪
農従業員として働いていま
した。
お二人は知人の紹介で知
り合い、約１年の交際を経
て平成 年にご結婚され、

「家族では子供が親離れ

まさ や

今は子育て奮闘中ですが、

してしまう前に沖縄かハワ

あお な

を作り、牛乳が出すぎて困

と高乳量を兼ね備えた牛群

「仕事では、体型の良さ

です」

スケートリンクでパチリ誠也くん（前列左・４年生）、葵南
ちゃん（前列右・２年生）
、ポーズが決まってます
みお な
（薫さんに抱かれているのが澪南ちゃん（１歳）・誠さんに抱
あや な
かれているのが絢南ちゃん（３歳）
）

そろそろ復帰したいと思っ

イに行きたいな」

「じゃあ俺は竜宮城」

舎を建ててあげたいですね。

っているので、将来はオリ

スケートとスポーツを頑張

「息子と娘が野球・陸上・

人が話してくれました。

しいですね」と明るいお二

に出品する牛用の牛舎が欲

す。そしていつかは共進会

るくらいの牛を育てたいで

そして、赤毛の牛が好きな

ンピックやＷＢＣに出場出

とひょうきんな誠さんは

ので全頭赤牛で牛舎を埋め

来るよう、応援し続けたい

え、牛が快適に過ごせる牛

薫さんは「牛を主体に考

今後の夢について伺うと

ています」

融通が利く所が良いですね。

営で両親の協力を得ながら、

薫さんは「酪農は家族経

分には牛しかないんです」

るくらい牛が好きです。自

誠さんは「夢にも出てく

伺うと

農業のやりがいについて

まれています。

現在は４人のお子さんに恵

11

尽くしたいです」
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まこと

渡辺 誠

美蔓

22

佐藤 悦子

幌内

さん

今まで以上に

家族 で 旅行 へ行きたい
作経営をしている佐藤悦子

幌内で夫の輝美さんと畑

になるのであれば…』と思

くれるので『夫の作業が楽

を更新したい時は相談して

いる事が多いですが、機械

味の会の料理サークルに参

「農閑期には農村女性趣

楽しんできました」

投稿で韓国旅行が当たり、

さん。

加し、覚えた料理は家族か

でいます」

い賛同しています」と良き
「夫と２人で作業してい

趣味や楽しみにしている

らも好評なので楽しく学ん
る事が多いですね。夫にも
畑の様子を確認しながら草

「ラジオ番組への投稿や

てきているので、今以上に

「農業情勢も厳しくなっ

今後については

リクエストにはまっていて、

仕事を頑張り、仙台や宮崎

事について伺うと

一年中チャレンジしていま

に住む友人の所に家族で遊

がひどくならないうちに畑

「収穫作業で忙しい時期

す。最近では、友人から『聴

びに行けたら良いですね」

に入り、早目に草取りをす

にはお義母さん（あや子さ

いたよ』と声を掛けられ

と笑顔で話してくれました。

るようにしています」

ん）がご飯支度をしてくれ

る機会も増え、嬉しく思っ

ています。５年位前には、

るので助かっています」
「経営面は、夫に任せて
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料理サークルで腕をふるう佐藤さん
（左）

パートナーの悦子さん。

仕事を頑張り

石塚 春夫さん
上然別

平成 年の収穫を最後に

楽しみに過ごしています
農業を引退され、今年で

熟年会の活動とパークゴル

営農をやめられてからは、

今は本当に収穫作業が楽に

みが大変で苦労しましたが、

会話をしながら、自分のペ

へ出掛けています。仲間と

は毎朝５時にパークゴルフ

位前から始めました。夏場

「パークゴルフは、６年

は欠かさず参加しています」

仲良く野菜を作ったり、仲

「健康に気をつけ、夫婦

今後については

ます」

になるのを楽しみにしてい

パークゴルフが出来る時期

しています。雪が解けて、
なったと思います」

フを楽しみにしているそう

ースでやるのが長く続ける
で

「冬場は、健康維持を兼

「熟年会では多くの友達
が出来、会って話をする事

ね１時間程自宅周辺を散歩

て下さいました。

ていきたいですね」と話し

間との旅行等楽しく過ごし

熟年会の研修旅行での１枚
（前から２列目の右から２人目が石塚さん）

秘訣です」

いてきましたね。昔は豆積

家し、夫婦で一生懸命に働

「子供が生まれてから分

さん。

歳になる上然別の石塚春夫

78
がとても楽しみで、行事に
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熟年会と
パークゴルフを
18

ＪＡ鹿追町
No.

401

下鹿追
上幌内

太田
竹俣

じょう

成くん （じ）
莉伊ちゃん（り）
り

い

よし え

広光さん

ママ

美絵さん

【生年月日】
（じ）
平成 年２月 日
（り）
平成 年 月 日
【年齢】
（じ）
２歳 （り）
１歳
【名前の由来】
（じ）
何事も成し遂げるしっ
かりとした大人に成長
する事を願って。
（り）
華やかで愛らしい女性
になる事を願って。
【初めて話した言葉】
（じ）
ママ （り）
パパ
【好きな遊び】
（じ）
戦隊ヒーローごっこ・
働く車遊び
（り）
音楽に合わせて踊る事
【好きな食べ物】
（じ）
果物・おやつ・納豆ご
はん
（り）
からあげ・フライドチ
キン
【特技】
（じ）
莉伊を笑わせる事
（り）
ウソ泣き
【チャームポイント】
（じ）
ぷくぷくほっぺ・にく
めない笑顔
（り）
白い肌・たれ目な笑顔
【笑いのツボ】
（じ）
うんち等のちょっぴり
下品な言葉
（り）
コチョコチョ
【成長を感じた瞬間】
（じ）
悪い事は悪いとしかれ
るようになった時・妹
の面倒を見た時
（り）
あんよした時
【パパママから一言】
（じ）
いつまでも可愛い笑顔
と優しい心を忘れずに、
元気でたくましい成で
いてね♡
（り）
甘えん坊でうるさい莉
伊だけど、いつまでも
可愛い笑顔で元気にす
くすくと成長してね♡

パパ

20 19
11

z

25 14
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パンプキン＆生クリームムース

材
（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１月 日

作り方

22

28

番地

51

さや か

笹

川

鳰

清佳 さん

料

（12人分）

☆パンプキンムース
☆生クリームムース
南瓜 ……600ｇ（小1/2個）
生クリーム ……………200㏄
砂糖……………………60ｇ
砂糖………………………20ｇ
牛乳 …………………100㏄
ゼラチン…………………５ｇ
ゼラチン………………10ｇ
水…………………………50㏄
水（お湯）……………100㏄
バニラエッセンス………少々

①南瓜は皮をむき、小さめに切って、柔
らかくなるまで茹でる。
②①の南瓜と砂糖、牛乳をミキサーにか
ける。
③お湯で溶かしたゼラチンを②に加え、
よく混ぜて、型（バット）に流し、冷
蔵庫で冷やす。
④生クリームは沸騰させないように温め、
砂糖、バニラエッセンスと水にふやか
しておいたゼラチンを入れて冷蔵庫で
冷やす。

（右は千冬ちゃん・４歳）
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⑤冷やして固まった③（パンプキンムース）
の上に、④を流し込み、再び冷蔵庫で
冷やす。
※南瓜によって水分量（牛乳または水）
を調節して下さい。甘みは好みによっ
て砂糖の量を調節して下さい。

