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馬鈴しょ収穫始まる

2010

9月

東瓜幕 増田稔裕さん
昨年夏の審査で初の 点を
獲得し、今回の審査で同じ
牛が見事 点を獲得

日生まれ）
、北 笹

ひ せつ

にゅう

今年の十五夜は９月 日です。
十五夜とは旧暦８月 日の夜の
ことです。その日の月を中秋の
名月と呼び、お月見をする習慣
がありますが、お月見には収穫
に感謝するという意味がありま
す。
昔は月の満ち欠けを暦にし、
農作業の目安としていたので、
月と農作業には密接な関係があ
りました。
「実るほど頭（こうべ）を垂
るる稲穂かな」という言葉があ
ります。収穫を謙虚に感謝し、
昔から伝わる季節感あふれる風
習を残したいですね。

一般財団法人日本気象協会●檜山靖洋

十五夜

お天気カレンダー

１日 熟年会研修会・パーク
ゴルフ例会
６日 町内関係機関合同作況
乳牛市場（育成牛）
７日 小麦栽培講習会
９日 乳牛市場（一般）
日 作業受委託事業推進部
会
日 役職員互助会ブロック
バレーボール大会（清
水）
日 作況調査
日 乳牛市場（一般）
日 全国監査機構監査（
月１日迄）
日 作況調査
下旬 第８回理事会

行 月
事 の

年２月

川地区の石村正昭さん所有

日生まれ）の３頭がエ

ひらぼね

予

のプリンセスデール ルド

としひろ

月 ４ 日 生 ま れ ）、東 瓜

ルフ レイダー号（平成
年

ア

幕地区の増田稔裕さん所有

のローヤル クリント

ウトサイド号（平成 年９
月

こう

イシ

クセレントを獲得する快挙
を達成しました。

ビユーテイ ＲＬ

房の幅や乳房全体の力強さ

ぼう

カゼ ダーハム号は、後乳
日までの３日間にわたり、

とも申し分の無い乳器であ

平成 年７月６日から８
夏の後代検定体型調査並び

り、乳用牛としての強健性

きょうけ ん せ い

に体格審査が、ホル協審査

も併せ持つ非常に見応えの

ある牛で 点の獲得となり
ました。

プリンセスデール ルド

ろく

が誕生し、その中でも、美

ルフ レイダー号は、肋の
か い ちょう

蔓地区の髙田彰二さん所有

開帳・方向も良く、乳器に

今回も数多くの高得点牛

れました。

部の千葉課長のもと実施さ

17

のビユーテイ ＲＬ イシ

あし

ついても前・後ろとも付着

が強く、肢も平骨で飛節も

ア

輪郭鮮明であり、 点獲得
となりました。

ローヤル クリント

ウトサイド号は、昨年の夏

の体格審査で 点を獲得し、

となりましたが、３月の分
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今年の３月に５産目の分娩
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カゼ ダーハム号（平成

乳牛が

ローヤル クリント アウトサイド号（91点）
稔裕さん所有
増田
東瓜幕

娩以降も良い状態を

上に体の前駆から中

きい乳牛となったこ

非常にスケールの大

躯の力強さが増し、

を重ねた事で昨年以

底により、今回産次

さんの飼養管理の徹

常日頃からの増田

しました。

保ち今回 点を獲得

と、更に乳器につい
こう

にゅう

ても産次を重ねても
ぼう

崩れる事なく、後乳

房の幅・力強さが評
価されました。
今回の審査で３頭
の乳牛がＥＸ 点以
上を獲得し、日々の
乳牛改良と飼養管理
の徹底がこのような
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91

好結果に繋がりまし
た。

ビユーテイ ＲＬ イシカゼ ダーハム号（90点）

彰二さん所有

髙田

EX

ＰＤルドルフ レイダー号（90点）

90

美蔓

３頭の
正昭さん所有
石村
北笹川

体 が資本 ！

北鹿追の成清哲也・郁絵
まさのり

さん夫妻はご両親（正統さ
ん・ひろ子さん）と従業員

ないか等気を付けて見てい

ね」

上を目指していきたいです

郁絵さんは「家族が常に

ます」

今後の目標や抱負につい

牛や哺育牛の施設を整備し

哲也さんは「今後は育成

旅行へ行きたいですね」と

ので、いつか家族でハワイ

す。海外に行った事がない

健康である事を願っていま

哲也さんは帯広農業高校

て、集約する事で作業の効

話して下さいました。

ては

を卒業後、浦幌町で酪農ヘ

率化を図っていきたいです。

１名の５人で酪農経営を行

ルパーをしていました。そ

乳量や乳質についても更に

っています。

の頃ＪＡ浦幌町に勤めてい
た郁絵さんと出会い、平成
年にご結婚され就農しま
した。
お二人に農業を営む上で
心掛けている事について伺
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うと
哲也さんは「体が資本な
のでケガをしないよう安全
作業に努めています。牛が
餌を食べている姿を見るの
が好きなので、給餌作業が
好きですね」
「飼料設計を見直したり
牛床の状態を良くしたりす
ると、乳量の増加や繁殖成
績の向上等、やった分だけ
結果が出てくるのでとても
やりがいがありますよ」
郁絵さんは主に哺育を担
当しているそうで「仔牛が
元気で健康に大きく育って

けい た

しょう た

11

欲しいので、下痢をしてい

左から２番目が琉太くん（４歳）、中央が翔太くん（９歳）、右から２番目が敬太くん（10歳）

りゅう た

安全作業に努 めています

北鹿追

成清 哲也さん 郁絵さん

追
鹿

田中 初江さん

「出生等の報告も担当し

気を遣っています」

給餌出来るよう、品質にも

います。また、良質な餌を

がいないか、常に確認して

遣いますね。調子の悪い牛

「牛の体調管理には気を

インに担当しています」

育成の給餌・除糞作業をメ

３人で行っていて、哺育・

「作業は夫と従業員との

酪農経営をしています。

は夫の勝登志さんと一緒に

鹿追地区の田中初江さん

夫婦共々健康に気をつけ
子供達の成長を励みに
日々を大切に過ごしていきたい

反映された帳票を見るとホ

報告したデータがきちんと

の乳牛異動報告時期には、

う気をつけています。簿記

や鹿追の図書館でゆっくり

ね。時間が出来たら、帯広

を読んでいる事が多いです

で、時間が空いた時には本

「本を読む事が好きなの

事については

ッとしますし、やりがいを

過ごしたいですね」

ていて、報告漏れが無いよ

感じます」

ますし、作業がスムーズに

る時には夫が相談してくれ

供達の成長を励みに日々を

婦共々健康に気をつけ、子

「身体が資本なので、夫

今後について伺うと

出来るように話し合う事も

大切に過ごしていきたいで

「機械の更新等投資があ

あります」と話す初江さん。

す」と話して下さいました。
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趣味や楽しみにしている

「いっぱい食べてね」育成牛に配合飼料を給餌しています

北鹿追地区
通明地区の出店

と笹川地区、 日に瓜幕地
区、 日に北鹿追地区でそ

16

りを披露しました。
ＪＡ青年部と女

ニークな衣装でやぐらを囲

装の部では参加チームがユ

色鮮やかな浴衣姿や、仮

で提供されました。

の出店がされ無料

ーンやたい焼き等

地区ではポップコ

性部も協力し、
通明

み、太鼓や音頭に合わせ踊

れぞれ開催されました。

17

夏の風物詩
である「盆踊
り大会」が、
８月 日にし
かおい７００
０人踊り、
日に通明地区

各地区 で
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が開催 される

北鹿追地区では
青年部員が仮装に
参加し、笹川地区
では余興で青年部
主催の「スイカの
早食い競争」等が
行われ、会場を盛
り上げていました。
各地区とも地域
の親睦を深め、大
人から子供まで皆
楽しみながら、夏
の夜のひとときを
過ごしました。

瓜幕地区

しかおい7000人踊り

14

盆踊り


「スイカの早食い競争」～笹川地区

13

郡谷 豊一さん 眞理子さん

上幌内の郡谷豊一さんは

を終わらせていましたね」

楽しいですね」

仲間と会って話をするのが

趣味や楽しみにしている
事について伺うと

「熟年会の活動を楽しみ

にしていて、行事には必ず

出席するようにしています。

いました。

きたいです」と話して下さ

を大切に仲良く暮らしてい

「健康に気をつけて家族

今後について伺うと

と当時の苦労話をして下さ

めました。昔はホル協から
委託を受けて地区の酪農家
全戸の検定を担当していた
んですよ」
「また、ホル協から各酪
農家の検定立会日も指定さ
れていたので、農作業と両
立させるのが大変でした」
「当時は、種芋を生産し
ていたので、検定から帰っ
てきてから急いで芋掘りを
した事もありましたね」
「平成４年からは、共済
組合の損害調査員に任命さ
れ、 年間管内の被害調査
をしていました」
（上の写
真で豊一さんが持っている

いました。

平成 年に息子の政典さん
へ経営移譲され、今年で
歳になります。
現在も朝の給餌作業や牧
草収穫・麦稈作業等を手伝

員を平成８年まで 年間務

「仕事の傍ら乳検の検定

い郡谷牧場を支えています。

76

のは共済組合からの感謝状）
「朝８時までに現地の共
済組合に集合しなければな
らないので、遠方地域への
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20

調査の時は慌てて朝の仕事

上幌内港学校クラス会での１枚（後列右端が豊一さん）

11

15

健康に気をつけ家族を大切に
仲良く暮らしていきたい
上幌内

第 28 回 北海道小学生陸上競技大会優勝
小学６年生砲丸投
緑川 陽太さん（通明小学校） ８ｍ67
小学４年生800ｍ走 濱田 果穂さん（鹿追小学校） ２分42秒78

７月 ～ 日に北見市で
開催された第 回北海道小
学生陸上大会において自己
ｍ走の

新記録で優勝された砲丸投
の緑川陽太さん・
濱田果穂さん。

お二人に喜びの声を伺い
ました。
緑川さんは「８ｍを超え
る事を目標に練習を頑張っ
てきたので嬉しかったです。
気持ち良く投げる事が出来
ました」
濱田さんは「先生が大会
にむけて練習メニューを作
ってくれたり、色々とアド
バイスしてくれたので、い
い結果を残せるよう大会で
頑張る事が出来ました」
お二人共今年から優勝し
た種目を始めたそうで
緑川さんは「砲丸投は６
年生のみの競技なので、４
～５年生まではソフトボー
分の思い通りに投げる事が

力いっぱい走り切り、ゴー

ですが、残りの

～ ｍを

新したいです。そして優勝

があるので、自己記録を更

ル投げをしていました。自
出来ると嬉しいです」

今後について伺うと

下さいました。

とお二人共元気よく話して

為にも練習を頑張ります」
周囲の人に勧められて ｍ

「９月に全十勝陸上大会

が良いです」
も始めました。終盤は辛い

のみをやっていたのですが、

濱田さんは「以前は ｍ

100

800
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投てきをする緑川さん

力走する濱田さん

800

出来たらいいですね。その

150
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28

ルした瞬間はとても気持ち

100
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