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鹿追町産業研修生・従業員
研修視察が実施される

2010

7月

研修視察に参加された皆さん

焼肉 交 流会
今後の農作業に向け楽しく
盛大に交流会が行われました

挨拶をする石澤部長

青年部・フレッシュミズ

ＪＡ青年部・
フレッシュミズ
焼肉交流会を５
部

月
名・フレッ

日、
（青年

シュミズ 名）
総勢 名の参加
のもと、しかり
べつ川公園焼肉
ハウスで開催し
ました。
石澤青年部長
の挨拶と佐藤組
合長の乾杯で交

十勝ＮＯＳＡＩで手術室を
見学

事を期待致します。

た仲間と一緒に活躍される

として、この日顔を合わせ

鹿追町農業を支える一員

なりました。

感してもらえる良い機会と

町である鹿追町の良さを体

ほとんどで、農業・観光の

が多く、初めて見る施設が

鹿追町に来て日の浅い方

産業研修生及び従業員・実習生
研修視察が実施される

昨年完成した乾燥工場の説
明を受ける参加者の皆さん

町内在住の酪農研修生及

名が参

び従業員・実習生の研修視
察が、５月 日に

町施設（健康温水プール・

トリムセンター・神田日勝

記念美術館・ワーキングセ

ンター・バイオガスプラン

ト・ライディングパーク）
、

十勝ＮＯＳＡＩ西部事業所、

ＪＡ施設
（野菜センター・コ

ントラ課等）等の町内施設

を回り見聞を広め、また仲

間同士の交流を深めました。
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流会が始まりま
した。今年は天
候に恵まれず当
日もあいにくの
佐藤組合長の音頭で乾杯

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

加し実施されました。

20

21

ビンゴの景品を受け取るフレッシ
ュミズの石澤さん

雨模様の天気となりました
が、天候不順による作業の
遅れを挽回するべく今後の
作況に期待して、皆で親睦
を深めながらおいしく焼肉
を頂きました。また、ビン
ゴゲームも行われ番号が発
表される度に歓声等があが
り、楽しく盛大な交流会と
なりました。

27
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エンブリオ・リサーチ・アソシエーション
月８日にエン
名の有志を中心に会の設立

普及を目的に、昨年から５

調査・研究、受精卵技術の

も、繁殖管理等の勉強を行

や受精卵移植を行わなくて

受精卵移植に興味のある方

したいと考えていますので、

平成 年６
ブリオ・リサ
に向け協議を重ねて参りま

口蹄疫について

～予防対策・取組み内容～

ス性の伝染病で、人には感

ーチ・アソシ

宮崎県で発生した口蹄疫

染しません。また、感染し

いたい方等は、農協畜産課

の影響で、全国各地で畜産

した。
会の名前の由来は、受精
＊調査・研究、活動予定

エーションの
設立発起人会
卵を英語で〝エンブリオ〟

までお問い合わせ願います。

が農協会議室

た家畜の肉や牛乳を摂取し

ても人体には影響はなく、

関係のイベントが中止にな

っており、本町でも、Ｂ＆

流通する事もありません。
や ぶ さ め

Ｗショウやデーリィフェス

◦乳牛・和牛の受精卵移植
技術の研究
◦受精卵移植並びに繁殖管
理に向けた研修

治療方法も見つかっていな

止になりました。

口蹄疫は、牛や豚等の偶

いため、一度発生すると地

このため、各地では口蹄

害をもたらします。

域の酪農・畜産に甚大な被

蹄類だけに感染するウイル

類では非常に感染力が強く、

しかし、牛や豚等の偶蹄

という事から、受精卵技術
事でエンブリオ・リサーチ・

等の調査を行う組織という

この会は、
アソシエーションと命名し

◦受精卵の町内流通
◦不妊対策に向けたＦ１受
精卵の活用

ティバル、流鏑馬などが中

にて開催され
ました。
受精卵技術を
ています。
今後、会員を募集し、第

活用し乳牛等

の遺伝改良や
１回目の総会を７月に開催

設立発起人会の様子

疫の侵入や拡散の危険性が

ある家畜や関係者が多数集

まるイベントの開催を自粛

するなど口蹄疫の拡散防止

に努めています。

また、町内では畜産関係

者に対し、消毒の徹底をは

じめ発生地域への渡航自粛

を呼びかけたり、ＪＡや役

場等の出入り口に靴底消毒

用のマットを設置したりす

るなど、口蹄疫の侵入防止

対策が講じられています。
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22

増殖に関する

発起人の皆さん（左から菊池洋一さん、田原直治さん、髙
田泰輔さん、正保拓也さん、浅野光彦さん）

DDDDDDDDDDDDD

設立発起人会が開催される
DDDDDDDDDDDDD

７

いて』の研
修会を予定

度、ご案内

また、普段の仕事の中で

とポスター

熱心にメモを取る参加者の皆さん

モー女倶楽部第１回研修会

加藤獣医師自身の経験や、
致しますの

講師に招き『周産期病を減
疑問に思っている事を質問

政営農部を中心に毎年行わ

の効果に期

「このポスターを見る度

１日 熟年会パークゴルフ例会・
町内施設見学
フレッシュミズ研修
鹿追消防団夜間合同訓練
（乾燥工場）
乳牛市場（育成牛）
２日 第１期種馬鈴薯防疫検査
６日 長期共済一斉推進（９日
迄）
農業振興協議会研修視察
（７日迄）
乳牛体型調査・体格審査
（８日迄）
乳牛市場（一般）
７日 雑品回収（ 日頃迄）
８日 北十勝ＪＡ監事協議会総会
日 役職員互助会交流会
日 廃油回収（ 日迄）
農業用廃プラスチック回
収（下旬迄）
日 十勝ＪＡ監事協議会総会
日 第２期種馬鈴薯防疫検査

定

しておりま
す。

６月７日、第１回モー女
農場での事例を交えての説
で多数の方

『周産期病』 について学 ぶ
倶楽部研修会を開催しまし
明に、参加者は熱心にメモ
の参加をお

開催の都

た。
を取りながら話しを聞いて

今回は、十勝ＮＯＳＡＩ
待ちしてお

らすには』と言うテーマで
し、大変勉強になった様子

ります。

いました。

病気の原因や症状、予防に
でした。

鹿追診療所の加藤獣医師を

ついて詳しく説明頂きまし
次回は７月に『乳質につ

れ、役員が趣向を凝らしグ

待を込めて

目的に、青年部が農作業安

に気を引き締めて頂き、今

予

17

乳牛改良同志会サマーナ
イトフェスティバル
作況調査
日 北十勝ＪＡ理事研修会総会
日 Ａコープ夏まつり
モー女倶楽部（酪農講座）
種馬鈴薯役員・補助員研
修視察（ 日迄）
農事組合長会議
日 鹿追イチゴ苗生産組合夏
期研修（予定）
第６回理事会
労働支援利用農家会議
町内女性団体交流会
第３期種馬鈴薯防疫検査
作況調査
農民大運動会代表者会議
ＪＡ役員・農業委員交流会

年金友の会スポーツ交流会

13

た。

ッズを考案していますが、

いました。

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ています」
この取り組みは青年部農

今回は
『農作業事故防止』
と文字を入れ、農作業を行

全ポスターを作成し、この

後の収穫作業に向け農作業

日
日
日
日
日
中旬
下旬
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行 月
事 の

17

っている風景等の写真を入
れたポスターを作成し配布
しました。
農政営農部の田中辰徳さ

ほど各地区公民館・ＪＡ各

事故が起こらない事を願っ

んは今回の配布にあたり

部署に配布しました。

防止の意識高揚を図る事を

農作業安全を訴え、事故

を作成

12 10

14 13
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20
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農作業安全
ポスター

青年部が

上幌内の菅原謙二・ゆり
かさん夫妻は
西上経営組

合の構成員として活躍して
います。
謙二さんは日高の鵡川町
の生まれで３歳の時に鹿追
へ引っ越してきました。鹿
追高校を卒業後ＪＡ鹿追町
の野菜センターに勤めて、
歳で就農しました。

そう た

颯太くん（

歳）

合の一員として、新たな事

って欲しいですね。
また、
仕

も元気に楽しく成長してい

ふう か

楓花ちゃん（６歳）
、右

合の事務を担当しており「作

に積極的に取り組んでいき、

中央左

物については知らない事が

と話して下さいました。

事と家庭・趣味を両立出来

元気に定年を迎え、子供達

ゆりかさんは「自分達が

今後の発展に貢献していき
今後の目標を伺うと

多いので勉強してもっと知

10

るように頑張りたいです」

：

たいと思っています」

：

識を増やしていきたいです」

ゆりかさんは西上経営組

に努力しています」

を受益者に届けられるよう

っかり見て、良品質な種芋

をしているので、作物をし

謙二さんは「種芋の担当

いる事については

農業を営む上で心掛けて

れました。

会い、平成 年にご結婚さ

お二人は友人を通して出

ていました。

後、帯広の東急インに勤め

身で帯広南商業高校を卒業

ゆりかさんは陸別町の出

22

謙二さんは「西上経営組
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したい

菅原 謙二さん ゆりかさん

（農）

12

新たな事に積極的に取り組み

発展 貢
に 献

上幌内

いる ま

稔農場

【出身地】 埼玉県入間市
【研修先】 勇
【ピュアモルトに
応募したきっかけ】
好きな野菜を根本から
勉強したかったのと、東

近に食べることができる
事。
【趣味・特技】
スポーツ・料理・映画
鑑賞・買い物

北海道でリフレッシュし

分をもっと好きになる事

研修が終わった時、自

京と１８０度違う環境の 【この１年の目標】
て、自分を成長させたか

ができるように、毎日を
大切に送る事。

った為。
【研修をしていて楽しい事】

「美容と健康と野菜」

後は絶対北海道 」と決

海道があまりに楽しく「老

町内のイベント、
花見やパ

ークゴルフ大会に参加さ

せてもらい、
町の方々との

交流が楽しみの一つです。

生、そして牛達と仲良く

鹿追の方々、同じ研修

めていました。しかし、 【この１年の目標】

「卒業して 年だね…」

の友達の一言で我慢でき

なって、楽しい想い出を

たくさん作りたいです。

なくなり、来る事を決め
ました。

鹿追町へ移住
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中尾はつきさん

読書・ドライブ・水泳

大学時代を過ごした北 【趣味・特技】

応募したきっかけ】

【ピュアモルトに

【研修先】 高橋 知宏牧場

【出身地】 埼玉県川口市

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

【研修をしていて楽しい事】 【今後の夢】

仕事はもちろんですが、

!!!

エゾリスの訪問。お母 【今後の夢】
さんが作ってくれるお昼

に携われる仕事に就く事。

!!!

川本 文香さん
ごはん。野菜や山菜を身

10

と
ひ

ピュアな女性

中鹿追

ひさ し

松浦 寿嗣牧場従業員

なつ

す。中にはなかなか懐かな

てきてくれるので楽しいで

「哺乳をして仔牛が懐い

ついて伺うと

がいや気をつけている事に

担当しているそうで、やり

作業は主に搾乳と哺乳を

うです。

紹介され働く事になったそ

おり、知人から松浦牧場を

以前は派遣会社に勤めて

として活躍しています。

追の松浦寿嗣牧場で従業員

出身）は昨年５月から中鹿

阿部茉莉佳さん（釧路市

懐いてくれて
楽しいです
阿部 茉莉佳さん

て、仲良くなれるように頑

牛には根気良く優しく接し

い牛もいますが、そういう

ついてもっと詳しくなりた

たいですね。そして、牛に

な対応が出来るようになり

「乳房炎が出た時、迅速

じんそく

張っています」

牛の体調管理のチェックに

ので、気を抜けないですね。

は結婚して町内で、家族と

で暮らしやすいので、将来

「鹿追は自然が多く静か

いです」

は特に気をつけています。

幸せに暮らすのが夢ですね」

「生き物が相手の仕事な

具合の悪い牛はいないか等、

と終始明るい笑顔で話して

下さいました。

毎日気になります」

今後の目標や将来の夢に
ついては

パーラー室で搾乳の準備をする阿部さん
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仔牛が
か

り

ま

北鹿追

恵さん
高野

『今日も1日よかったな』
の直樹さんと畑作経営をし

北鹿追の高野恵さんは夫

いように夫と声を掛けあっ

で、農作業事故を起こさな

道路沿いにある畑が多いの

「また、傾斜のある畑や

しています」

な話しをすることを大切に

います。また、子供達と色々

に行ける事を楽しみにして

ンクールや大会を夫婦で見

「農繁期はやはり
『天気』

相談しながら行っています」

的に進められるように夫と

るので話し合う事もありま

について夫が相談してくれ

は、作付けや機械の投資等

「営農計画書の作成時に

るように過ごしていきたい

も１日よかったな』と思え

健康で仕事を頑張り『今日

「今と変わらず夫婦共々

です。子供達が独立したら、

今後について

がとても気になりますね。

すね」

子供達の成長が一番の楽
時期に雨の日が続き、思う

は吹奏楽、小５の娘は（美

「中３の息子
（一樹さん）

して下さいました。

出来たらいいですね」と話

乗り、ゆっくり各地を旅行

夫婦でキャンピングカーに
ように作業が出来ず大変で

咲さん）
」は 水 泳 と ス ケ ー

しみと話す恵さん。

したが、良い秋を迎えられ

トを頑張っているので、コ

ています。今年は蒔き付け

て、仕事の進め具合を考え

予報をこまめにチェックし

ている事が多いので、効率

「作業は夫と２人で行っ

ています。

て気をつけています」

キャベツの除草作業の時期です

る事を願っています」
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と思えるように
過ごしていきたい

髙井 政憲さん
美蔓

（右は妻の光恵さん）

「収穫は大変でしたが、

んですよ」

うに夜に収穫した事もある

たね。鳥に食べられないよ

れてしまい大変苦労しまし

るとすずめ等の鳥に食べら

作っていて、収穫間近にな

「 昔 は、
『 い な き び 』を

がら過ごしています。

屋敷周りの環境整備をしな

庭木の手入れを楽しみつつ

妻の光恵さんと一緒に花や

現在は健康維持を兼ねて、

歳になります。

経営移譲をされ、今年で

成５年に息子の定雄さんに

美蔓の髙井政憲さんは平

元気に

いなきびには身体を冷やす

してとても喜ばれましたね」

用の枕を作り病院へ寄付を

効果がある為、床擦れ防止

ます。屋敷周りがきれいに

一緒に花の手入れもしてい

私がやっていますし、妻と

ですね。庭木の剪定は全て

せんてい

と当時の思い出を話して下

なると気持ちがよいので、

妻と二人で力をあわせて頑

張っています」

れない性格なので、建物や

ませんが、じっとしていら

に過ごしていきたいです」

様に健康に気をつけ、元気

「家族に迷惑を掛けない

今後については

機械の修理、屋敷周りの環

と話して下さいました。

「趣味という程ではあり

事については

趣味や楽しみにしている

さいました。

昭和61年農民大運動会の仮装大会で然美チームが優勝した時の１枚
（後列右から５人目が政憲さん）

境整備をしている事が多い
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過ごしていきたい
78

健康に気をつけ

