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女性の集い及び
自家生産物利用料理交換会が
盛大に開催される

2010

3月

出品された料理を試食する皆さん

女性部のページ

表と海外・国内研修の話を
スライドを交え紹介して下
さいました。
４年前には士幌町女性部
長を経験し、仲間に支えら
れ、今は良い思い出になっ
ているという話が印象的で
した。

品の食材を生かし工夫さ

作品の数々を

て素晴らしい

とときを過ごす事が出来ま

お腹も満たされ、楽しいひ

れた料理が並び、見た目も

ル発表、そし

展示して頂き、

皆様大変ありがとうござい

ご協力頂きました部員の

した。

かにしてくれ

会場内を華や

33

ました。

瀬戸さんの話に聞き入る参加者の皆さん

ました。

試食では、
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１月 日、ＪＡ大会議室
にて女性部部員約１００名
の出席のもと『女性の集い
及び自家生産物利用料理交
換会』が開催されました。
佐藤組合長をはじめ来賓
の方々より挨拶を頂き会が
始まりました。

の光協会会長特別賞』を受

記事活用の部に出場し、
『家

催された全国家の光大会の

瀬戸さんは昨年２月に開

きました。

戸真知子さんより講演を頂

と題して士幌町酪農家の瀬

続いて『私の女性部活動』

自家生産物
利用料理交換会
その後の趣味の会サーク

華道サークルの皆さんはお花を生けてくれました
サークル「ピュア」の皆さんが展示した品々

及び

賞されました。その時の発

副部長

桜井 弘美
講演をされた瀬戸さん

女性の集い
29

２月 日、

以上） チームの参加によ

５回組合長杯

ーにおいて
『第

ポーツセンタ
で熱戦が繰り広げられまし

手宣誓に始まり、各コート

加納青年部長の力強い選

順位は次の通りです。

れるものとなりました。

チーム内外の親睦を深めら

ともにミニバレーを楽しみ、

予選・決勝トーナメント

た。

り盛大に行われました。

11

ミニバレー大

会』が開催さ

れました。
一般の部

チーム・シニ

アの部（ 歳
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27

40

優 勝 北鹿追Ｂチーム
準優勝 笹 川 Ｂ チ ー ム
第３位 笹 川 Ａ チ ー ム

〔シニアの部〕 〔一般の部〕
優 勝 北鹿追チーム
準優勝 通
明チーム
第３位 笹 川 Ｂ チ ー ム

選手宣誓をする加納青年部長

シニアの部決勝リーグ笹川Ｂチーム VS 北鹿追チームの
熱戦。
「強烈なアタックが炸裂」

一般の部優勝の北鹿追Ｂチーム
（後列左より山本さん・
奥村さん・成清（郁）さん・成清（哲）さん・植田さ
ん）とシニアの部優勝の北鹿追チーム（前列左より高
野さん・和田さん・津田さん・佐藤さん）

16

鹿追町総合ス

組合長杯ミニバレー大会
第5回

一般・シニアの部ともに
北鹿追が制覇

一般の部予選リーグ通明Ｂチーム VS 笹川Ｂチーム。「決まるか⁉」

を忘れず

農業が出来る

を持って

と

）をしています。

同運輸（スタンド）に勤め、
歳で就農しました。
旭川出身の妙子さんは、

者です」と話す一也さんは

それでも「まだまだ未熟

業情勢が続いていますが、

一也さんは「不透明な農

今後の夢について伺うと

期にプロ野球観戦やキャン

毎年『初心』を忘れず、代々

常に自分の経営を把握し一

も言えません。そしてその

短大に進学し、短大在学中

受け継がれてきた基盤を活

生懸命頑張り、足腰の強い

プをし、冬には温泉旅行に

に一也さんと出会い、平成

かして農業を出来る事に『感

農業経営を目指したいです」

時には『自分なりに勉強し

４年にご結婚され、現在は

謝』と『誇り』を持って作

妙子さんは「私達は結婚

出かけ、家族との時間を大

４人のお子さんに恵まれて

業にあたっているそうです。

が早く海外に行った事がな

た甲斐があったな』と感じ

います。

「普段は仕事で子供達に

いので、子供が自立したら

切にしています。

妙子さんは「一生懸命育

我慢をさせている」と話す

夫婦で旅行に行くのが夢で

ます」

ててきた作物を無事収穫し、

お二人は、雨が続き作業が

す」と話してくれました。

北見藤女子高校、帯広大谷

一筆ずつ畑が減っていくの

出来ない日や余裕のある時

や心がけについて伺うと

お二人に農業のやりがい

をみると『頑張ったな』と
いう充実感があります」

か

初心
感謝
誇り
営（

一也さんは帯広農業高校

幌内の國島一也・妙子さ
ん夫妻は両親（新一さん・

一也さんは「家族経営な
ので妻にも経営の事を知っ
てもらえるようよく話し合
う事を心がけています」
「 年程前から経営全般
たが、 歳になり『当たり
前の事を出来て当然』と思
い、多少のプレッシャーや
危機感を感じながらも『成
長しなければならない』と
前向きな気持ちで取り組み
ました」
「自分の努力が結果に反
映された時の達成感は何と

家族全員で記念撮影。（前列中央から瑠香さん（小１）
、
ち ひろ
愛犬みる君、後列左から亜美さん（小６）
、千裕さん（中
だい き
）
３）、大喜さん（高２）

る
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22
を任され、始めは大変でし

10

を卒業後４年間、ＪＡや協

國島 一也さん 妙子さん

砂子さん）と４人で畑作経

内
幌

30

58
ha

していきたい

髙橋 友子さん
とも

こ

新しい仕事を覚えて

夫 をサポート

蔓
美

美蔓で夫の良
朗さん、お母さ
んの信子さんと
酪農経営をして
いる髙橋友子さ
ん。
「作業は夫・
母・従業員との
４名で役割分担
しながら行って
います。私は搾
乳と雄の哺育を
担当しています」
「哺育は昨年

分かり、今は楽しくもあり、

ら気を配っています」と家

いないか、夫と協力しなが

上に牛の観察に力を入れ、

「健康に気をつけ、今以

今後については

バイスをもらっていますし、

とお母さんに相談し、アド

でいます。困った事がある

で出荷出来るよう取り組ん

荷となるので、元気な状態

うです。

夫婦で楽しみにしているそ

演奏会に駆けつけ、演奏を

属している吹奏楽部の定期

女の千佳さん（中２）が所

また、仕事の合間には次

てくれました。

ていきたいですね」と話し

事を覚えて夫をサポートし

たいです。また、新しい仕

るよう皆で協力して頑張り
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５月から担当に
なったんですよ。
初めは上手く出
来るか不安でし
たが、手間をか
けただけ結果が

やりがいを感じるようにな

族で力を合わせ頑張る友子

ついてくる事が

りました」

牛の寿命を少しでも延ばせ

搾乳では、調子の悪い牛が

「仔牛は１～２週間で出

さん。

餌寄せも大切な仕事です

ケ
ー
ブ
ト
ル
キ

「メンバーは７人で月２

りました」

作活動を行っている『ＱＵ

回活動をしています。毎回

町内でパッチワークの制
ＩＬＴ ＢＯＵＱＵＥＴ』

１～２種類のパターン（図

案）とバッグ等の小物を紹

の皆さん。
発足のきっかけ等につい

介し、小物は興味を持った

「生地の選択によって同

て代表の舟越智子さんに伺
「３～４年程前に町の文

じパターンでも印象が変わ

方が制作しています」

化祭に私が展示した作品を

るので、生地選びも楽しみ

うと

見て『やってみたい』と

の一つです。また作品が形

制作中のバッグやタペストリー（壁掛け）用のパターン

思った方々が集まって始ま

舟越代表からパターンの説明を
受ける会員の皆さん
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になる過程も楽しくて、ま

月には町内

すます熱中してしまうんで

すよ」

「一昨年の

れました。

きたいですね」と話してく

くパッチワークを続けてい

ので、これからも皆で楽し

報交換の場にもなっている

すね。また、サークルが情

中心に制作していきたいで

「生活の中で使える物を

今後については

もなっています」

う事が出来、制作の励みに

多くの人に作品を見てもら

で初となる作品展を行い、

11

情報交換 をしながら
皆 で楽 しくパッチワーク を
続 けていきたい
代表の舟越さん（中央）と伊藤さん（左）・松本さん（右）

QUILT BOUQUETの皆さん

（右は夫の政義さん）

北鹿追の津田美代子さん
は平成６年に息子の潔さん
に経営移譲され、今年で
歳になります。

いですね。 年以上前には

すい大きさに切ったりして

間程作業をしています。健

「朝晩合わせて３～４時

出場した事が懐かしく思い

ションショーに皆と一緒に

となり十勝の作業着ファッ

取り組み、それがきっかけ

た事は良い経験になりまし

れ、サークルの会長を務め

で、５年前には皆に支えら

「楽しく活動している中

います」

康維持にも役立っているん

野菜作りや裁縫、ボランテ

げ荘を訪問しています。皆

に所属し、月１回しゃくな

ィアサークル『ふきのとう』

く過ごしていきたいですね」

の活動を楽しみに夫婦仲良

せず楽せず『ふきのとう』

「健康に気をつけ、無理

今後については
ィア活動と元気に過ごされ

で服のほころびを直したり、

ている津田さん。
「冬は作業着や農作業用

と話して下さいました。

「 年程前からボランテ

たね」

地区で洋服のリフォームに

昨年の８月に『ふきのとう』一日研修の際に参加者で記念撮
影（後列左から４人目が津田さん）

身体の清拭用の布を使いや

作業の合間には夫婦での

ですよ」

理を手伝っています。

20
の帽子を作っている事が多

15

出されます」

現在も哺育や育成牛の管

77
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夫婦仲良く
過ごしていきたい

無理せず 楽せず
津田 美代子さん
北鹿追

