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ゲートボールとパークゴルフで
競い合った年金友の会スポーツ交流会

2010

8月

第23回JA鹿追町年金友の会スポーツ交流会

健康づくりや会員相互の親
睦を目的に、７月 日ＪＡ鹿
追町年金友の会第 回スポー
ツ交流会が、１６５名の参加
で開催されました。
三部年金友の会会長、佐藤
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組合長の挨拶の後、南瓜幕支
部正保末司さんによる選手宣

ました。
名の参加

ゲートボールは介護予防セ

ンターで チーム

により熱戦が繰り広げられ、

接戦を制した瓜幕チームが優

勝を飾りました。
パークゴルフは然別川公園

パークゴルフ場において 名

の参加により実施され、男性

の部は三坂正一さんが優勝、

女性の部は三坂定子さんが昨
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年に続き連続優勝しました。
曇りながら爽やかな陽気の
中、男女共に優勝、準優勝
が同スコアになったり、ホ
ールインワンも４ホールで
出され、実力伯仲の交流会
となりました。
閉会式では各競技の表彰
の後、南瓜幕支部新田公男
さんの万歳三唱で交流会を
終了しました。
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白熱のゲームを繰り広げたゲートボール
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開会挨拶する三部会長
選手宣誓を行う南瓜幕の正保さん

23 14

誓が行われ、早速競技に移り

爽やかな陽気の中熱戦が展開される

パークゴルフも実力伯仲の熱戦
となりました

とかち高原キャベツ
収穫始まる
美蔓地区の山崎広志さんの

出荷第１号のキャベツは

ベツの収穫が始まりました。
畑に４月 日に定植された

７月８日から鹿追産キャ
４月の降雪の影響から定
ど遅れましたが、６月の天
のスーパーダイイチや道内

今年の出荷計画は、帯広

ものです。

候が順調に推移したことか
のイオン店舗を中心に、
折り

植作業は例年よりも５日ほ

らキャベツの生育も遅れを
でキャベツ
を運ぶ「通
いコンテナ」
を使用して、
万ケース

しい事から、府県からの要

追のキャベツは非常に美味

こちらの出荷量は３５０

望は年々高まってきていま

も始まります。

用（工場でカットされてス

ｔ計画しており、関東と関

す。

２㎏以上にもなる加工業務
ーパーや外食向けに納品さ

西方面に出荷されます。鹿

甘くて新鮮

ますので、

も購入でき

ったアンケートをもとに、

し、前回の研修会の際に取

より『乳質』についてと題

今回は、畜産課太田主幹

で は、
「今晩から気をつけ

を低く抑えられると言う話

かり行う事によって体細胞

また、乳頭の清拭をしっ

会となりました。

声も聞かれ、為になる研修

仕事を頑張ろう」と言う

しい牛乳を出荷出来るよう

乳はおいしいね」
「美味

われ「やっぱりよつ葉の牛

による牛乳の飲み比べも行

れるもの）キャベツの収穫

菌を下げる工夫がスライド

な鹿追産キ

「 耐熱菌を下げるポイント」
・

てやってみよう」と言う
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たたみのプラスチック容器

の出荷を計

７月 日、第２回モー女

を使って紹介され、参加者

ャベツを皆

「バルクスクリーニング表

声が多く聞かれ、大変勉強

倶楽部研修会を開催しまし

さんご賞味

の見方について」を中心に

になった様子でした。

ます。Ａコ

下さい。

詳しい説明がありました。

研修会終了後には、殺菌

はメモを取りながら熱心に

７月下旬

実際に現場で見られた耐

話を聞いていました。

からはキャ

温度や乳業メーカーの違い

た。

牛乳の飲み比べの様子

熱菌が上がった事例や耐熱

ープ店舗で

13

ベツ１玉が

太田主幹の話に聴き入る参加者の皆さん

取り戻しました。

画しており

「乳質～耐熱菌・バルクスクリーニング
表の見方～」について学ぶ

モー女倶楽部第２回研修会
17

26

初出荷に笑顔の山崎さん

ししわっぱ

今年も恒例となりました

が心配されましたが、最後

今年も天候が不安定で雨

申し上げます。

した事に深く御礼と感謝を

まつりを盛り上げて頂きま

のお客様方に、Ａコープ夏

最後までご参加頂いた多く

子供達と関係者・ゲストと

鹿追幼稚園・鹿追小学校の

定通り実施することができ、

の「大ビンゴ大会」まで予

第 回Ａコープ夏まつりが、
日天候に恵まれ、多

とときを楽しんで頂ければ

催物を企画し、夏の夜のひ

イントカード」特別還元や

気持ちを込めて「いいなポ

頃のご利用の御礼と感謝の

員・地域のお客様方に、日

Ａコープ夏まつりは組合

ました。

盛大に実施することが出来

くのお客様のご来場を頂き、

７月

15

と言う思いで実施しており

鹿小「スクールバンド」

力ある演奏と華麗な踊りを

じょん」ショーと続き、迫

午後５時の花火と同時に

披露し、一気にお客様を引

ます。
鹿 追 幼 稚 園 児 の「 鼓 隊 」
、

分、アンコールの声も上が

き込んであっという間の

ム「鹿童」の演技、そして

り合計 曲披露し大盛況の

鹿追小学校のソーランチー
今年が２度目の参加となる

また今年初めての試みで、

中、幕となりました。
ド」の演奏と次々に披露さ

「カントリーホーム風景」
用「牛乳ソフトクリーム」

れ一気にお祭りムードとな
更に、今年のメインイベ

の販売を行い、子供さんを

の地産地消の自家産牛乳使
ントには、夏まつり２回目

始め女性の方々に大好評と

りました。

の出演となる女性のみで結

なりました。

ミ ュ ー

成された「三味線集団Ｍｕ

三味線集団Ｍｕじょん

40
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16

鹿追小学校「スクールバン

11

「カントリーホーム風景」のソフトクリーム

大盛況となった会場の様子

鹿追幼稚園児の「鼓隊」
鹿小ソーランチーム「鹿童」

第 回 Ａコープ夏まつり 好天 に恵 まれ大盛況
15

目標は大切な牛を

上幌内

加納 雄さん 美樹さん

上幌内の加納雄・美樹さ
ん夫妻は父親（茂さん）と
従業員１名の４人で、飼養
頭数約１１０頭・搾乳牛頭
数約 頭の規模で酪農経営
を行っています。
雄さんは札幌第一高校を
卒業後北海学園大学に進学
し 歳で就農しました。
美樹さんは中瓜幕出身で、
鹿追高校を卒業後鹿追町役
場に勤めていました。その
頃青年会に所属していた雄
さんと出会い、平成 年に
お二人はご結婚されました。
酪農業を営むにあたり
雄さんは「牛は自分の牧
場で生まれて一生を過ごす
事になるので、連産して出
来るだけ長生きして欲しい

注意して『長命・連産』を

個体毎の飼養管理には特に

ついてくれると嬉しいです」

かけています。牛がよくな

が出来るようになりたいで

態をしっかりと捉えて仕事

歳を

す。そして、健康で

特段の愛情を注いでいます。

と、お二人とも牛に対して
た仔牛が初めて哺乳器でミ

過ぎても現役で働いていた

いですね」

美樹さんは「牛を『家畜』

すが、経営内容を十分に把

れて今年で４年目になりま

雄さんは「経営をまかさ

ました。

願いです」と話して下さい

笑って過ごしていける事が

美樹さんは「家族全員が

としてではなく『生き物』

握し、またその時の経営状

と

今後の目標について伺う
今でもとても嬉しい瞬間で

ルクを飲んでくれた瞬間は、

目標にしています。産まれ

こうすけ

として１頭１頭丁寧に手を
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15

ですね。そのため日頃から

中央は長男の光祐くん（５歳）

70

22

すね」

70

『長命・連産』に

たけし

東瓜幕

生産者と消費者を
つなぐ機会をつくる事が
東瓜幕協和生産組合

（農）

で
す

従業員

か しば

農本花さん（奈良県香芝
市出身）は平成 年６月か

うです。

今後の目標や夢について

つながりについて多くの方

に関心を持って頂けるよう

「牛乳が牛から生産され

っていく事が夢です」と希

と消費者をつなぐ機会を作

な活動を行う事や、生産者

ているのを見た時に自分が

望に満ちた笑顔で話して下

伺うと

受けたような感動を、色々

さいました。

東瓜幕協和生

以前は㈶育てる会に勤め

な人にも伝えていきたいで

産組合で従業員として活躍

ており、子供達に野外活動

すね。将来的には食と農の

しています。

や農業などの体験教育を行

ら東瓜幕の

20

っていました。その時、普

段スーパーなどでよく見る

牛乳が、実際に牛から生産

されている様子を目の当た

りにし感銘を受け、それが
きっかけで酪農業に従事す
る決心をされたそうです。
現在は主に搾乳を担当さ
れており、仕事を行うにあ
たり心掛けている事につい
て伺うと
「搾乳は同じ作業の繰り
返しなので、単なる流れ作
業にならないよう毎日気持
ちを張って頑張るようにし
ています。マンネリ化しな
いように常に目標を立てて
モチベーションを上げてい
ます」
また休みの日は、夏は登
山やキャンプ、冬はスキー
へとアウトドアを満喫し、
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（農）

リフレッシュをしているそ

仔牛と遊ぶ農本さん

夢
農本 花さん
はな

のうもと

川
笹

大下 洋美さん

笹川で夫の秀樹さんと畑
作経営をしている大下洋美

のペースで作業が出来るの

んでいる大学生の娘（依里

みの日には夫婦で札幌に住

さん）の所に行ったりしま

が嬉しいです」

「ハウス内での生産に伴

一さん）と３人で行ってい

「作業は主に夫と義父
（栄

ている話を聞くと嬉しいで

が愛知県の方に喜んで頂い

になりました。生産した苗

しみの一つなんですよ」

ムで試合を観戦するのも楽

を応援していて、札幌ドー

「また、家族で日本ハム

すね」

て、収穫時期になると、近

すし、励みにもなりますね」

い、作業は一人で行うよう

くに住む私の両親にも手伝

今後について伺うと

アドバイスしてくれるので

緒に作業している事が多く、

「豆の草取り等義父と一

っています」と話す洋美さ

したいと思い、作業に当た

実現出来るようにサポート

までも元気で健康に過ごせ

があるので、家族皆がいつ

「食と健康にとても興味

した。

いです」と話して下さいま

と併せて力を入れていきた

るよう食事の面でも農作業

趣味や楽しみにしている

ん。

ってもらっています」

「夫が考えている農業が

さん。

心を込めていちご苗を生産しています

助かっています」
「昨年からいちご苗をハ

「車の運転が好きなので、

事については
り身体が楽になりましたね。

ドライブや雨で仕事がお休

ウス内で生産するようにな
天気にも左右されず、自分
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元気で健康に過ごせるように
食事の面でも力を入れていきたい

家族がいつまでも

しん

北のみち普請10 周年記念フォーラム表彰
ぶ

７月 日『北のみち普請
を育てる会』より表彰され
たフラワーマスター鹿追地
区連絡協議会の皆さん。
取り組みや表彰の経緯に
ついて、会長の最上英雄さ
んに伺いました。
「町民ホール前の熊のト
ピアリー・信金横花壇の植
栽の他、寄せ植え講習会の
講師やしゃくなげ荘の花壇
の植栽指導等の活動を行っ
ています」
「熊のトピアリーや花壇

た花壇が好評で今年も設置

年の記念に信金前に設置し

うです。先輩方が続けてき

るという点で評価されたそ

ア活動が地域に貢献してい

いですね」と話して下さい

に少しでも貢献出来ればい

そして、
『花の町しかおい』
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で使う苗はフラワーマスタ
ーが丹精込めて育てた苗を
使 っ て い る ん で す よ。
『花
の町しかおい』に貢献でき
たらと思い活動を続けてき
たので、町内中が花でいっ
ぱいになっているのを見る
と嬉しいですね」
「昨年、協議会結成 周

しました。皆さんに見て楽

ながったと思っています」

ました。
励みにもなります」

「今まで通り皆で出来る

今後については
トピアリーで町や道路をき

事を続けていきたいです。

「今回の表彰は、花壇や
れいにしているボランティ

「北のみち普請を育てる会」は、
共通の場所である道を、北海道と
いう厳しい条件を踏まえながら、
みんなでつくり、育み、そして維
持していこうという会です。

た活動が今回の表彰へとつ

表彰式の様子

24

しんで頂き、嬉しいですし

10

フラワーマスター鹿追地区
連絡協議会の皆さん

これからも花の町しかおいに
貢献できる活動を続けていきたい

