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鹿追イチゴ苗
生産組合
設立10 周年を祝う

2010

4月

鹿追イチゴ苗生産組合の皆さん

鹿追イチゴ苗生産組合

設立10周年記念祝賀会

鹿追イチゴ苗生産組合（組

き、出席者全員

知経済連より頂

ちごが配られ、

に４パックのい

加藤義雄・ 戸・面

合長
積４５５ａ）は平成 年４
月に設立され、この度節目

より一層の栽培

２日にＪＡ大会議室にて記

祝賀会となりま

意欲をもたらす

して良質・無病苗生産を行

話もたくさんありましたが、
祝賀会は終始和やかな雰囲

した。

念祝賀会を開催しました。

となる

周年を迎え、３月

國島専務の乾杯の発声で祝賀
会が始まりました

県へ出荷しています。

組合員と家族が顔を揃え、

っています。イチゴ苗生産

組合設立当初から、一貫
ＪＡ組合長を始め多くの来

に関してこの 年間の苦労

開会の挨拶をするイチゴ苗生産組合
の加藤組合長

賓の方が出席され、歴代事
務局（ＪＡ農産課）を含む
名での開催となりました。

気のもと時間が過ぎました。
最後には、昨年出荷した

年より鹿追町でイ
チゴ委託苗生産が始まり、

鹿追産苗から収穫されたイ

平成

その２年後に組合が設立さ

チゴ（とちおとめ・紅ほっ
あきひめ

れました。現在では約 万

ぺ・章姫・ゆめのか）を愛
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本の委託苗を愛知県・埼玉

76

思い出話に話を咲かせ、今後より一層の発展を誓い合いました

10

10

35

10

が開催される

穀類乾燥調製
平成 年３月
末より建設工事
が進められてい
た穀類乾燥調製
貯蔵施設の新設
工事が完了し、
このほど引渡し
が行われました。
この施設は、
平成 年産より
新品種『きたほ
なみ』
（現行品
種の約 倍の収

３月１日、
ＪＡ会議室に
おいて鹿追町
熟年会の第
回定期総会が
開催されまし
た。
大下会長の
挨拶に続き、
ＪＡ國島専務
より祝辞を頂
き議事に入り
ました。
議長には、
会長指名で東
瓜幕地区の藤

予算案が原案
通り承認決定
されました。

慎重に議案審議をする会員の皆さん

でＰＲし、需要拡大を図る

白じゃが』の取扱数量が

業であるふるさと農園
『紅

定していますので多くの町

『じゃがいも』の出庫を予

５月には氷室に貯蔵した

事が確認されました。

減少傾向にある事から、

民の方々にもご利用頂きま

近年、熟年会の目玉事

鹿追そばまつりでの出店

す様お願い申し上げます。

のぼり

や幟を作成しイベント等
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量）に移行する
のに伴い、乾燥、

田力氏を選任
し、平成 年

度事業報告・
年度の事

収支決算、平
成

23
21

貯留・貯蔵、調
製の能力をアッ
プし、良品質小

『紅白じゃが』の取扱数量拡大に向け積極的に事業展開を

業計画・収支

22

麦生産体制の充
実を図りました。
平成 年産は、
まだ２品種の生
産・受入となり
ますが、新施設
を使用しながら、
品種区分けを行
い良品質麦の確
保に努めて参り
ます。

第23回 定 期 総 会
鹿追町熟年会

21

23

1.2

22

貯蔵施設完成
受入れ体制の充実による
良品質小麦生産を

完成した穀類乾燥調製貯蔵施設（正面）
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を

妻は母の洋子さん・従業員

省力化 を図り
徹底的な
効率良い農業経営
だいまる

中瓜幕の太丸熊谷農場㈲
さんの４人で畑作経営をさ

熊谷 拓さん めぐみさん

れています。

下の子が昨年の 月から保

ずっと続いていましたが、

ます」

ぶ１年にしたいと思ってい

年の春のポット作業が結婚

育所に通い出したので、今

界遺産めぐりをしたいです」

めぐみさんは「家族で世

将来の夢について伺うと

拓さんは旭川高専を卒業
幕別町出身のめぐみさん

後初めての農作業となりま

の飲食店で運命的な出会い

お二人は、拓さんの友人

業の仕事をしていました。

サルタント会社に勤め、営

とは思いますが、今年はど

が家にいない時に限られる

いう間に過ぎました。子供

様に必死で、時間があっと

「作業の流れを止めない

を目指していきたいです」

率良く少人数で出来る農業

徹底的な省力化を図り、効

恵まれた土地条件を活かし、

くれた大区画にまとまった

後、 歳で就農しました。
は、帯広南商業高校を卒業

した」

を果たし、一週間後に交際

と話してくれました。

て平成 年にご結婚されま
した。
農業を行う上での心がけ
ややりがいについて伺うと
拓さんは「仕事に追われ
ないよう適期を逃さず、早
めに作業する事を心がけて
います」
「今までのやり方にとら
われず、新しい技術で良い
と思うものは取り入れ、自
分の思い通りに仕事を進め
られるのが農業の楽しい所
ですね」
また、
「
『我れ以外皆我が
どん

師』という言葉が好きで、
貪欲に色々な方から学んで
いきたいと思っています」

宗一郎くん
（５歳）しゅうちゃん
（２歳）
と一緒にハイチーズ

のような作業があるかを学

拓さんは「先祖が残して

後、帯広の建設・環境コン

10

が始まり、２年の交際を経

21

17

めぐみさんは「子育てが
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の熊谷拓・めぐみさんご夫
芽が出てきたビートポットハウスにて

太丸熊谷農場㈲
中瓜幕

南瓜幕

新田 順子
さん

いる事が多いですね。草取

「作業は母と二人でして

ん・静子さん）と一緒に畑

の直幸さんと両親（公男さ

瓜幕の新田順子さんは夫

て頑張りたいです」

ですが、家族で力を合わせ

出来るか等不安な事も多い

えるので、適期に草取りが

「今年から畑の面積が増

話し合う事もありますね」

夫が相談してくれるので、

や作業の効率化等について

「身体が資本なので、健

今後については

物を作ってみたいですね」

りしました。もっと色々な

んご型の針刺し』を作った

ん で す が、楽 し く て。『 り

ながら自己流でやっている

「パッチワークは本を見

作経営をしています。

談して決めているんですよ」

「経営面では機械の更新

趣味や楽しみにしている

たね」

康に気をつけ元気に過ごし、

りたいです。そして新しい

怪我のない様に仕事を頑張

「地域のミニバレーや子

家に住めたらいいですね」

事について伺うと
畑があり大変でしたね。今

供のスケート大会を楽しみ

と話してくれました。

「昨年は野良芋がひどい
年は対策をしたので、ひど

にしています。今年の冬は

パッチワークに熱中しまし

くなければいいなと思って
います」
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ビートポットを入れるハウス内を整備しています

りに入る畑の順番も母と相

仕事を頑張りたい
怪我のない様

ニュースフラッシュ

『とかち鹿追牛』が

（ＨＢＣテレビ）

あぐり王国
北海道
で放映 される
３月 日に放送されたＨ
ＢＣのテレビ番組『森崎博

北斗センターでの撮影の様子

ＪＡ女性部では環境問題

の取り組みとしてＡコープ

鹿追店に『牛乳パック回収

ＢＯＸ』を設置し、回収を

呼びかけています。

昨年度はお客様のご理解

とご協力のもと１６，０８

６枚が回収されました。

また、十勝全体では３７

７，４５８枚を回収し、そ

施設にトイレット

の収益で十勝管内特別老人

ホーム

日、

ロールを寄贈致しました。

鹿追町では３月

ご協力をよろしくお願い

動の趣旨をご理解頂き、

今後とも、環境保全運

に厚くお礼申し上げます。

ご協力を頂きました方々

牛乳パック回収運動に

た。

ール２箱を寄贈致しまし

長が目録とトイレットロ

しゃくなげ荘にて村瀬部

19

之のあぐり王国北海道』で

23

致します。
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『とかち鹿追牛』が放映さ
れました。
３月６日に、ＪＡ・肉牛
を飼育している北斗センタ
ー・笹川センター等で撮影
が行われ、生産者・ＪＡ担
当者が森崎さんらに『とか
ち鹿追牛』の取組みや魅力
について説明しました。
１日がかりの撮影内容が
ぎゅっと詰まった 分の放

Ｒ活動を続け、大勢の方に

る事を願いつつ、今後もＰ

を応援して下さる方が増え

送を見て『とかち鹿追牛』

30

そのおいしさを伝えて参り
ます。

トイレットロールと目録を渡す村瀬部長
（左）

20

ＪＡ女性部が
しゃくなげ荘に

トイレットロール

を寄贈

『鹿追らしい』
笹川の加藤栄子さん。

出来るように何度も練習を繰り返し、

また家族にも試食をしてもらい改良

を重ね当日に備えました」

「審査員の方々の前で料理を作っ

たのは、とても緊張しました。制限

時 間 ギ リ ギ リ に 料 理 が 完 成 し、
『ホ

ッと』しましたね」

加藤さんは日頃から生活の中で頭

に浮かんだ料理のアイデアを書き留

めたり、料理の記事をスクラップし

たりと新作料理の研究や挑戦を続け

ているそうで、今後については

「これからも地場産の食材を使っ

た『鹿追らしい』料理を考えていき

たいですね」と話されました。
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これからも

食運動道民会議（会長 北

コンテストに応募したき
っかけ等について伺うと
「７月頃に『コンテスト

合わせ、制限時間内に完成

優秀賞を受賞した『大豆入りキャベツロールライス』

料理を考え て い き た い
昨年 月に札幌で行われ

海道知事）
）で『 大 豆 入 り
キャベツロールライス』を

た平成 年度『生産者がつ
く る 愛 食 コ ン テ ス ト 』（ 主

出品し優秀賞を受賞された

に出てみませんか』と十勝
支 庁 か ら 案 内 が あ り、
『大
人も子供も食べられる物を
何か作れたらいいなぁ』と
考えていたところアイデア
が浮かんだので応募してみ
たんですよ」
「 月に一次審査を通過

月の札幌での実技審査に

当にびっくりしましたね。

したという案内が届き、本

11

北海道・北のめぐみ愛

催

加藤 栄子さん
笹川

12

21 12

コンテストで腕をふるう加藤さん

ＪＡ鹿追町
No.

403

そう ご

美

蔓

那賀島 宗護くん
ひろ き

パパ

啓喜さん

ママ

真美さん

年 月

【生年月日】

平成

【年齢】

３歳

【名前の由来】

12

日

「リーダーシップのある、

優しい人になって欲しい」

という願いを込めました。

【初めて話した言葉】

ママ

【好きな遊び】

ブロック遊び

【好きな食べ物】

ぶどう・りんご

【特技】

ママに甘える事

【チャームポイント】

笑顔

【笑いのツボ】

お姉ちゃんと一緒に、色

んな事で大爆笑

【成長を感じた瞬間】

一人でトイレに行ける様

になった時や保育園の発

表会で、大きな声で名前

を言えた時

【パパママから一言】

パパから…元気一杯で何

事にも精一杯頑張れ

ママから…人に優しく、

元気に育ってね。

18

29

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

混 ぜ ご 飯

材

米……………………７～８合
ごぼう……………………１本
人参 ……………………1/2本
しいたけ……………３～４個
竹の子……………………少々

幌

ひじき……………少々
まいたけ…………少々
油あげ（小）………２枚
醤油・酒・砂糖…適量

作り方

内

加藤

（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３月 日

22

料

①ごぼう、人参はそいで水にさらす。
他の材料は食べやすい大きさに切る。
②鍋に油をひき、①を入れ炒める。生しいたけは後で入
れる。
③醤油、酒、砂糖を入れ、味付けする。
④ご飯に火を入れ、ご飯が煮立ち、水がなくなる前に具
を入れ、スイッチが切れたら10分から15分おいて混ぜ
あわせて、出来上がり。
※ガスの炊飯器を利用しています。電気炊飯器の場合は
炊き上がったご飯に具を入れて下さい。

27

二美子 さん

番地

51
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