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鹿追町農業の振興及び
ＪＡ事業に貢献され農協賞を受賞

2010

6月

農協賞を受賞された
幌内

笹川

國 枝 和
悦
小 森 信
悦

一さん（後列右）
子さん（前列右）
男さん（後列左）
子さん（前列左）

通常総会

平成 年度の事業計画、
収支予算等を審議する第
回通常総会を５月 日、当
ＪＡ大会議室で開催しまし
た。
総会に先立ち、長年当Ｊ
Ａの監事としてＪＡ運営に

挨拶を述べる佐藤組合長

議案は平成 年度事業報

告、平成 年度事業計画等

機械投資を極力抑えた低コ

議長のスムーズな進行によ

別懇談会等での事前討議や

全５議案が提出され、地区

連絡協議会長の要職を務め

事業推進部会長や麦作集団

されています。また、農産

経営の町内の模範的経営を

スト経営を実現され、大型

り全議案が提案通り可決承

られる等、農業振興にも尽

年度事業が本格

力されています。更に町体

時 分に閉会とな

認され
り、平成

会長等、農業以外の分野で

育連盟会長やスケート協会

また、農協賞には幌内地

も指導的立場で活躍されて

的にスタートしました。

区の國枝和一氏（ 歳）と

長より指名を受け議事に入

は笹川の菊池和弘さんが議

さんが推薦され、副議長に

会場より中鹿追の瘧師和男

祝辞を頂き、議長選任では

た、平成５年から現在に至

役割を担われています。ま

維持し、地域の先駆者的な

は常に町内トップクラスを

増頭を図りながらも、乳質

を中心とした大型畑作経営

を取り入れながら畑作４品

を積極的に進め、休閑緑肥

一方、小森氏は基盤整備

した。

事業に積極的に協力されま

や部会員を歴任され、系統

作業受委託事業推進部会長

では、酪農事業推進部会員、

められている他、ＪＡ関係

るまで鹿追町農業委員を務

國枝氏は乳牛飼養頭数の

歳）が受賞されました。

63

を行い、適正施肥の実践、

りました。

た事により今回の受賞とな

に極めて大きな功績を頂い

両氏とも鹿追町農業振興

おります。

ざすもの」の朗唱が行われ

田町長ら来賓の皆様から

続いて佐藤組合長の挨拶、

ともにご冥福を祈り、出席

綱領「わたしたちＪＡのめ

専務の開会宣言に続きＪＡ

席し、午前９時 分、國島

名（うち委任状 名）が出

名（うち法人 ）中２２３

総会には正組合員２８０

笹川地区の小森信男氏（

日に亡くなられ、こ

60

ました。

62

者全員で黙祷を捧げました。

５月

21

りました。

議長に選出された
瘧師 和男さん（写真左）
菊池 和弘さん（写真右）

21

48 16

@

れまでの功績に感謝すると

46

26

22

11

22

22

田町長より祝辞を頂きました
A
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17

尽力された遠藤秀雄監事が

全５議案が提案通り可決される

第62回

ＪＡ鹿追町

わたしたちＪＡのめざすもの
わたしたちＪＡの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な
定義・価値・原則（自主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯
等）に基づき行動します。そして、地球的視野に立って環境変化
を見通し、組織・事業・経営の革新を図ります。さらに、地域・
全国・世界の協同組合の仲間と連携し、より民主的で公正な社会
の実現に努めます。
このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根
ざした組織としての社会的役割を誠実に果たします。

議案の説明をする中野常務

わたしたちは、
１．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。
１．環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな
地域社会を築こう。
１．ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。
１．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、ＪＡを健全に経営し信
頼を高めよう。
１．協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。

「ＪＡを始め組合員・

幌 内

関係機関等、多くの皆様

農協賞を受賞された

Ａ事業に貢献され『農協

にご指導を頂きながら、

一 さん
男 さん

賞』を受賞された國枝さ

國 枝 和
小 森 信

んと小森さんに感想を伺

先代から続いて来た農業

笹 川

いました。

を何とか守ろうと家族で

小森さん

國枝さん

やって来た事に過ぎませ

鹿追町農業の振興とＪ

「地域の皆様のご支援

今後も今迄同様に、多

ん。

くの仲間の皆様と共に厳

とＪＡや各関係機関のご

のような賞を頂けたと思

しい農業情勢を乗り越え、

指導があったからこそこ

っています。

端を担って行きたいと思

若い後継者が頑張れる一

います。」

この賞に恥じないよう、

今後も家族で協力し安定

小森さんご夫妻

経営に努めて行きたいと

思います。」

國枝さんご夫妻
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会場の様子

ん・玲子さん）と４人で畑

さん夫妻はご両親（孝夫さ

南瓜幕の浅野永順・洋子

行く事を楽しみにしている

理のおいしいお店を探しに

緒にドライブをしながら料

休みの時には、２人で一

ながら悠々自適にのんびり

命働いて、将来は旅行等し

洋子さんは「今は一生懸

て下さいました。

と仲睦まじくお二人で話し

暮らしていきたいですね」

になる事が夢です」

勉強を重ねて、町内で１番

作経営を行い、現在は従業

そうです。

今後の目標や夢について

員１名の５人で作業をされ
ています。

伺うと

永順さんは「品質の良い

永順さんは帯広農業高校
を卒業後ＪＡカレッジへ進

作物が収穫できるよう日々

で９年間勤務しました。そ

学し、その後ＪＡひだか東

良品質の作物 を収穫できるよう

の頃に洋子さんと出会い、
平成 年にご結婚され、平
されました。
農作業を行う上での心掛
けとやりがいについて伺う
と
永順さんは「一つ一つの
作業を丁寧に行う等、基本
を大事にしています。秋の
収穫で品質の良い作物が採
れた時が１番嬉しく、農業
をやっていて良かったな、
と思いますね」
洋子さんは「ケガをしな
い事を第一に作業にあたっ
ています。私も収穫の時が
１番嬉しいですね。収量が
多かった時は『ヤッター
来年も頑張ろう』と意欲
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11

18

が湧いてきますよ」

夫婦で大阪へ旅行へ行った際通天閣での一枚

成 年に鹿追町に戻り就農

南瓜幕

日々勉強し目指すは
町内１番

浅野 永順さん 洋子さん
のりゆき

北瓜幕

津田 ゆみさん

「作業は夫・父（和英さ

お互いにサポートしている

なる事があれば声を掛け、

助かっています。私も気に

員が声を掛けてくれるので

もありますが、子供達と接

と考えています。大変な時

もっと効率的に出来ないか？

くるために日頃から作業を

思っているので、時間をつ

「哺育は、哺乳ロボット

乳と哺育を担当しています」

の部活動の応援を楽しみに

作業の合間には、子供達

いので、苦にならないんで

している時間がとても楽し

おかしいな、と思ったら早

気を配っていて、少しでも

の悪い仔牛はいないか常に

会があると応援に行きます」

トを頑張っているので、大

（夏帆さん）
は野球とスケー

さん）は野球、中２の長女

は陸上、中３の次男（卓実

けて取組みたいです」
と終始

ら、熱中出来る趣味を見つ

ね。子供達から手が離れた

康で仕事を頑張りたいです

がら、無理せず夫婦共々健

「現状の規模を維持しな

今後については

すよ」
を導入してから身体がとて

「高２の長男
（悠 さん）

目に治療するように心掛け

「子供達の成長を感じら

明るく話して下さいました。

ています」
「また、作業の中で気に

れるのも後わずかかな、と

も楽になりましたね。体調

ゆう き

していて

みさん。
ん）
・従 業 員 と の ４ 名 で 分

んですよ」

哺乳ロボットに慣れるよう誘導している様子

担し行っています。私は搾

酪農経営をしている津田ゆ

北瓜幕で夫の宏巳さんと

仕事を頑張りたい

なる事があると、夫や従業

揮
睲
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健康に気をつけ
無理せず夫婦共々

山岸 英子さん
鹿追

（右は夫の昇さん）

夫婦揃って健康で

暮らしていきたい

の土地で農業を始めました。

ん。今年で 歳になります。

けている鹿追の山岸英子さ

在は馬の生産（繁殖）を続

張らなくては』と言う気

う れ し く て、
『まだまだ頑

ースに出たりすると本当に

のテストに受かったり、レ

荷した馬が、ばんえい競馬

市場へ出荷しています。出

みにしていて、７ヶ月位で

「毎年仔馬の誕生を楽し

す。メンバーと協力し、楽

食事を提供したりしていま

訪問の他、ふれあい給食で

に１～２回しゃくなげ荘の

当初から参加していて、月

「『 ふ き の と う 』は 設 立

を過ごしています。

され、元気に活動的な日々

ル『ふきのとう』にも加入
歳で酪農業を引退し現

畑作から酪農専業へ移行し

持ちになりますね」

「昭和 年に分家し現在

「夫（昇さん）は馬が大

馬が出場する時は夫婦でＴ

ェックしていて、生産した

「夫婦揃って健康で、馬

今後については

しみながら活動を続けてい
好きで、機械化が進んだ後

Ｖ観戦しています」と馬へ

の世話を続けながら楽しく

「ばんえい競馬は毎回チ

もずっと馬を飼い続けてい

の愛情いっぱいに話す英子

暮らしていきたいですね」

たね」

るんですよ。繁殖馬（重種

さんは、屋敷周りの花の手

と話して下さいました。

ます」

馬）とポニーを含め常時６

入れとボランティアサーク

じゅうし ゅ

頭程を飼育しています」
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２年前にふきのとう一泊の研修の際に。道の駅おん
ねゆ温泉での１枚。右から２人目が英子さん

現役の間は、仕事一筋でし

馬と楽しく
79

30

60

わいました。今年は終日穏
やかに推移し、客足は途切
れることがありませんでし
た。またこれで「花の町鹿
追」が花で埋め尽くされる
ことになると思います。
花苗を生産する側として
は天候に恵まれず、管理に
苦労した年ではありました
が、多くの方々に苗を購入

今年は春先から気温が低
て苗を生産しようという気

見ると、また来年も頑張っ

ＪＡ鹿追町
町民農園が開園
名の町民と鹿追保育園に利用頂いています

地域の皆様に農業・ＪＡ

食農教育の一環として活用

く事を目的に、５月上旬に

収穫する喜びを味わって頂

組んで参りますので宜しく

に立つＪＡを目指し、取り

今後も地域の皆様のお役

頂いています。

北町２丁目（ＪＡ穀類集荷

お願い致します。

事業のご理解と、土に触れ

施設北側）にＪＡ鹿追町町

民農園を開園致しました。

区画の畑（１区画約５ｍ

×約７ｍ）
を、 名の町民に

ならではのおいしさを味わ

がら、鹿追産の牛肉・牛乳・

の職員による説明を受けな

かれ、ワーキングセンター

わる内容であり、大変有意

作るという農業と密接に係

農畜産物を使って加工品を

今回の活動は、地場産の

うことができました。

北海道産の小麦粉を材料に

義な体験実習となりました。

を作りました。子供達は小

セージを焼き、食後にアイ

スで体験実習で作ったソー

昼食は河川敷の焼肉ハウ

ました。

みながら一生懸命作ってい

鹿追町ミルキークラブの

センターで地場産の農畜産

今回は鹿追町ワーキング

で開催されました。

名、保護者・関係者７名）

日に参加者 名（会員

麦粉やひき肉の触感を楽し

リーム・ショートブレッド

し、ソーセージ・アイスク

参加者は２グループに分

行いました。

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
物を使った加工体験実習を
スクリームを食べ、手作り

やスイートコーン等を植え、

利用頂き、園児達が馬鈴薯

３８０㎡）は鹿追保育園に

また、農園南側の一画（約

無料で貸し出し致しました。

17

第 回の記念となる、し
かおい花市が５月 ・ 日
の２日間道の駅しかおいに

く経過し、例年よりも庭先
持ちになりました。今後も

して頂いて、
その喜びの顔を

の飾り付けが進んでいない
花の町に貢献していきたい

おいて開催されました。

中、色とりどりの花々が格

と考えておりますので、ご

馬鈴薯を植える園児達

全員で記念撮影

安で販売され、町外からも

36

今年第１回目の活動が５月
10
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総面積約2,000㎡のＪＡ鹿追町町民農園

第１回活動
加工体験実習

が開催される

23
利用を宜しくお願いします。

ミルキークラブ

17

花市
22

多くの方が来場し会場は賑

多くの方が来場しました

17

鹿追町
22

しかおい
10

第10回

キュウリ
《性質》温暖な気候を好み、低温に敏感。

家庭菜園

苗は浅植えにする
植え傷みは生育の終わりまで影響する。
鉢に十分に水を含ませ、根鉢をくずさない
ようにして浅植えにする。

け

植付

作物の植付け・管理のポイント

［植えつけ］
本葉３～４枚
のころ

［苗の入手］

葉肉が
厚い

株間60㎝

ト
チョッ

節間が詰ま
っている

茎が太い


一言

子葉が
大きい

キュウリのイナバウアー？

鉢土を１㎝くらい上に出す
黒色ポリフィルムマルチ

果実のもとはつる（茎）が
変形したものといわれ敏感。
ちょっとした葉と果実の生
育不均衡で奇形に。

120㎝

管 理

生育中は水と肥料を
切らさない
生育初期だけ水を少なめ
にし、節間が短く、つる
がジグザグ状になるよう
に育てる。葉の大きさは
20㎝もあれば十分。

支柱は直立式にする
草勢維持と病気予防
には、風通しと日当
たりが不可欠。
［間引き］
じかまきして育った
苗は本葉３～４枚ま
でに１本にする

［支柱］
直立式がよい

茂りすぎないように
摘芯する
夏型の品種は、一般に節
成り性が弱く、側枝主体
に結果するので、親づる
を摘芯し、３～４本の子
づるを伸ばす。子づるは
本葉２枚を残し、その先
を摘芯する。

［水やり］
初期はすくなめ。
開花を始めたら２
週間に１回、うね
の上から散水

子つる
も同様

［追肥］
［敷きわら］
１㎡当たり
地温の上がる
化成肥料20ｇ
７月上旬まで
開花を始めたら
に行う
２週間おきに施す
散肥
棒でマルチに
穴をあける
（10㎝間隔）

尻細果

20節以上は
摘心して下
葉の受光を
良くする

６～９節まで
の下位は、子
つる１節残し
て摘心

２～３本仕
立ての場合
は、節の強
い子つるを
伸ばし、整
枝法は親づ
る同様

５節までは
果実を成ら
さず子つる
も摘む

台風のときは支柱ごと倒す

●断面は葵のご紋
切り口が徳川家の三つ葉葵の紋に似ている
ことから、江戸初期の武士はあまり食べな
かったといわれる。

町民農園を見に行こう
ほ いくしょ

いぼにできる白
い粒や表面にで 白い粒
きる白い粉は、
キュウリ自体が
出す糖やケイ酸
質（ブルーム）。
ともに水分の蒸
散を防いでいる。
白い粉

敷きわら

曲がり果

白い粒や粉の正体は？

10～20節の中
位葉は子つる
２節残して摘
心する

黒色マルチ
フィルム

尻太果

たね

保育所のみんなで種まきをした『トウモロコシ』
はなし

つい ひ

そだ

と ちゅう

▲

のお話です。

追肥（育っている途中にやる肥料）
は

まい

つい ひ

ね

葉が６～９枚になるまでに追肥をしよう
さき

ひ りょう

うね

あいだ

ほ

は

でるまえの葉は、
クルクルと、たてに
まるまっているので、
むし
く
そのとき虫に食われ
さ ゆうたいしょう
ると、左右対称にあ
なができる。

ひ りょう

根の
ちっ そ

先で肥料をすうので、畝と畝の間を掘って、窒素や
き

カリを入れましょう。根を切らないように・葉に肥
か

料がつかないようにしよう。肥料がつくと葉が枯れ
てしまいます。

は

ぜん ぶ

なんまい で

なみ だ

ひんしゅ

トウモロコシの葉は、全部で何枚出るか品種によ
はじ

き

は

かず

せい

って初めから決まっています。だから、葉の数で生
ちょう

すす

ぐ あい

わ

は

かたち

くき

長の進み具合が分かるんだよ。また、葉の形は、茎
なか

せ い ちょう

あいだ

か

は

の中で生長していく間に、かなり変わります。葉が
で そろ

は

いちばんおお

なみ う

わけ

葉が波打っている訳は？

葉っぱの数は、トウモロコシの年齢
は

ト
チョッ

くら

出揃ったら、どの葉が一番大きいか比べてみよう
（大きいもので100㎝程にもなります）
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じゅこう

波立てて受光
りつ
率を高め、光
合成を盛んに
するため。
雌穂が着い
ている部位
の葉がいち
ばん長い


一言

もじゃもじゃな毛はどんな役割？
雌しべ。雄しべからの花粉
を受けるため長い絹糸のよ
うに伸びて顔を出している。
毛の本数だけ粒が実る。
雄花は高いと
ころから花粉
を飛ばす
花は内側にある

