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交流を深め明るく楽しい１年に 

2010

5月

フレッシュミズの各地区会長の皆さん
（後列左より）
大上

りょう

朋美さん・諒くん（下中鹿追）
台蔵 睦美さん（瓜幕）・松田 紀子さん（然美）
（前列左より）
菅原 真理さん（上幌内）・堀籠 香織さん（通明）
中村 幸子さん（笹川）

鹿追町酪農振興会

創立40周年記念式典が開催される

昭和 年に設立された鹿
追町酪農振興会が 年の節
目を迎え、３月 日、ＪＡ

最初に、酪農振興会鈴木
敏勝会長の式辞に始まり、
功労者表彰が行われ、昭和
年からの歴代理事・監事

開催され、鹿追町長、ＪＡ
れました。次に 田町長を

役員及び事務局員が表彰さ

会議室において記念式典が
専務理事及び、多くの来賓

はじめ来賓の方々の祝辞を
式辞を述べる鈴木会長

の方々が出席されました。

頂き、受賞者を代表して安
藤幹夫氏より謝辞があり、
設立当初から酪農振興会が
本町酪農発展に寄与した活
動が紹介されました。
会場には多数の会員が出
席され、今後の更なる酪農
の発展を祈念する式典とな
りました。
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（敬称略）

吉

堀籠さん

「会員の皆さんと交流を

深め、協力を得ながら充実

した１年にしたいです」と

どちらも優しい口調で話し

て下さいました。
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表彰式の様子

フレッシュミズ代表のお二人

年度のフレッシュ

菅原 真理 さん（右・上幌内）
堀籠 香織 さん（左・通明）
平成

たいです」

になる様な活動をしていき

解消されリフレッシュの場

に、家事・育児等の疲れが

「会員同士の交流を中心

菅原さん

人に抱負を伺いました。

ミズ代表に選出されたお二

22

62

31

40

45

中鹿追

曽我部 知恵美さん

海外旅行へ行きたい
知恵美さん。

畑作経営をしている曽我部

中鹿追で夫の雅宏さんと

のを見つけると『作業が遅

いますが、草が生えている

期に作業する事を心掛けて

にテニスをする事が楽しい

るので、大会の応援や一緒

３）がテニス部に入ってい

「夫に勧められ『作業日

来るようになりました」

作業も最近はスムーズに出

タリー掛け等のトラクター

いる事が多いですね。ロー

合い、翌年の目標を立てた

はどうだったかを夫と話し

方のやり方を見て、我が家

品質や収量を見たり、先輩

「経営面では、作物毎の

がっかりしてしまいますね」

娘と女だけの海外旅行に行

事を頑張り、将来は２人の

「夫と支え合いながら仕

今後については

てくれました。

期に楽しんでいます」

記』をつけているので、日

「下の娘（由紀さん・中

事については

趣味や楽しみにしている

けたらいいですね」と話し

「草取りにおいては、適

具合を決めています」

況を振り返り、作業の進め

りしているんですよ」

ワークを続けていて、農閑

10
記を見ながら昨年の作業状

「夫と２人で作業をして

です。また、 年位パッチ

ただ今植付けに向け「芋切り」の真っ最中です

かったかな…』と反省し、

仕事を頑張り
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ゆとり

経営

のある
さん

を目指 して

絵美

さん・

やすし

樽見 靖

上然別

上然別の樽見靖・絵美さ
ん夫妻はご両親（菊雄さん・
敬子さん）と４人で酪農経
営をされています。
靖さんは帯広農業高校を
卒業後酪農学園短大に進学
し、 歳で就農しました。
埼玉県出身の絵美さんは、
浦和市立南高校を卒業後４
年間、町内で酪農家の従業
員やヘルパーとして勤めて
いました。その頃に靖さん
と出会い、平成 年にご結
婚され、現在は３人のお子
さんに恵まれています。
農業のやりがいや心掛け
について伺うと
靖さんは「牛の健康管理
に一番気を付けています。
獣医さんにかからなくて済
むように、事前の予防策を
欠かさないよう心掛けてい
ます」

「分娩の時に仔牛が無事

は特に気を使いますね」
のですが、牛が牧草地で気

に産まれてきた時は本当に

「昨年から放牧を始めた
持ち良さそうに寝ている姿

嬉しいです」

靖さんに将来の夢につい

はとても良い眺めですね」
絵美さんは「牛には心を

て伺うと

「ゆとりをもった酪農経

込めて優しく接して、ペッ
トのように可愛がっていま

営をし、子供達と一緒に過

ごせる時間を増やしたいで

す」

「将来的には放牧をして

いる酪農家の皆さんと一緒

に『放牧牛乳』としてブラ

ンド化する事が夢です」と

とても仲の良いお二人が話

してくれました。
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13

す。また、乳質の衛生面に

（左より）
碧月君
（６歳）
、絵美さん、
つばさちゃん
（８歳）
、
靖さん、
ひなたちゃん
（３歳）

あ つき

20

佐藤 好子さん
笹川

（右は夫の豊さん）

のある

「舞踊は昨年から通年で

りました」

に所属し、給食ボランティ

習い始め、２月に発表会を

ィアサークル『たんぽぽ』

アでの食事作りや、 年続

昨年６月結婚50周年のお祝いで知床へ旅行した際の１枚
（右端が好子さん）

で牛を飼い始めた事もあっ

ダンスを楽しみに過ごして

けている趣味の舞踊と社交

たですね。社交ダンスは夫

行ったんですよ。楽しかっ

「息子が結婚してから頭

聞いて『リハビリになれば

ンスのサークルが出来ると

たのですが、舞踊と社交ダ

その後遺症に悩まされてい

つけて家族皆が仲良く過ご

「これからも健康に気を

今後については

みの一つです」

おしゃべりをする事も楽し

いて、レッスンの後に皆で

（豊さん）と一緒に続けて

てか、牛が好きなんですよ。

歳の時に事故に遭い

数が増え、家族皆で力を合

…』と思い始めたんですよ。

し、
『 笑 い 』の あ る 生 活 を

「

わせて牛舎を作り今の規模

当初は腕も上がらない状態

送りたいですね」と話して

たですね」

「皆で集まって何かをす

だったのですが、始めてか

下さいました。

になったんですよ」
るのが好き」と話す社交

らは身体もすっかりよくな

ける事が出来てうれしかっ

いるそうです。

「私が産まれた年に実家

伝っています。

現在も哺育牛の管理を手

川の佐藤好子さん。

一さんに経営移譲された笹

今から 年前に息子の彰

生活を送りたい
的な好子さんは、ボランテ

32
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『笑い』
12

結婚してからも牛飼いを続

16

家族皆で仲良く過ごし

高田牧場 に
大型つなぎ牛舎が完成
舎にする予定だったのです

高田牧場

美蔓地区の高田牧場に１
が、長くなってしまい限ら

美蔓
０５頭、４列の大型つなぎ
ないので、色々悩んでいま

れた敷地内にうまく収まら

高田泰輔さんにこの牛舎
した。その時、大学時代に

牛舎が完成しました。
を建設した経緯について伺
カナダで見学した複数列の

実際に稼動してみて感じ

ようと思い付きました」

牛舎を思い出し、４列にし

うと
「フリーストールだと個
体毎の管理が難しいので、
つなぎ牛舎にしようと思い
た事については

「４列にした事で移動距

にも精神的にも楽になりま

やってくれるので、肉体的

間の能力次第ですので、今

使いこなせるかどうかは人

給餌機を導入したのですが、

「今回牛舎と一緒に自動

が必要となってきます。施

牛舎は特にそのような能力

な能力が必要ですが、この

あって体も頭も使い総合的

「酪農は、牛を見る目が

てくれました。

意気込みで泰輔さんは話し

いがあります」と勇ましい

良い所なのでとてもやりが

け見返りがあるのも酪農の

しています。努力した分だ
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ました。はじめは２列の牛

さん

た い す け

高田 泰輔

離が短く効率が良いので、

徹底して、繁殖成績を伸ば

後は１頭ずつの個体管理を

新しい牛舎での稼動が始

していきたいですね。乳量

した」

まり、これからの目標につ

は年間１３００トンを目指

それに以前は別棟にいた牛
も一つの牛舎内に集約され、

いて伺うと

機械にあらかじめ設定さえ

設が良くてもそれを上手く

つながっています」

しておけば後は全て機械が

ようになったのも効率化に

牛群全体的に目が行き届く

搾乳時間は短くなりました。

牛舎内の様子

南瓜幕

河原崎孝一牧場従業員

一番の
楽しみです

愛さん
高松

牛と触れ合う事が

高松愛さん（青森県出身）

してリフレッシュしていま

牛の分娩について、時期の

と上手く出来るようになり

判断や補助の対応等をもっ

今後について伺うと

たいですね」と、希望に満

す」

河原崎牧場で従業員として

「楽しく仕事が出来てい

ちた明るい笑顔で話してく

は昨年の 月から南瓜幕の
活躍しています。

るので、これからもこの仕

酪農業に就いたきっかけ

れました。

いつも可愛がっている牛と一緒に

事を続けて行きたいです。

を伺うと
「高校生の時から動物が
好きで、特に牛が好きだっ
たので牧場で働きたいと思
っていました。インターネ
ットで河原崎さんを知り応
募し、採用して頂きました」
作業は搾乳等を中心に担
当しているそうで
「具合の悪い牛がいない
か等、牛の状態をよく見る
事を心掛けています。大好
きな牛と触れ合える事が出
来、仕事が楽しいです」
「河原崎さんに牛の特徴
等を教えてもらい、一頭一
頭表情や性格も違うので、
見るだけでもとても楽しい
です。可愛がっている牛に
は特に愛情を注いでいます」
鹿追での生活については
「鹿追町は料理のおいし
いお店がたくさんあるので、
とても気に入っています」
「休日は映画を見に行っ
たり、本屋さんに行ったり
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