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JA 主催子供農業体験を実施！
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10月

名がイチゴ狩り体験と
ＪＡ施設見学を満喫
楽しみました。ま
た、採りたてのイ
チゴを食べ「お店
で売っているのよ
りも甘くて美味し
い」と感激する
子供もおり、収穫
の醍醐味を味わう
事が出来ました。
カントリーパパ
でおいしい昼食を
とった後、初めて
会った他校の子供
達と一緒にボール
遊びをしたりポニ
ーに餌をあげたり
して、交流も深め
の身長より大きいタイヤの

農業の町鹿追町の子供達

トラクターや多くの農業機

野菜センターでは折りた

は、日常生活の中で農業と

午後からは野菜センター

たみ式プラスチック容器の

係わる事がありますが、今

械等を間近で見て、その大

キャベツを運ぶ「通いコン

回は普段接する機会の少な

と作業受委託施設の見学へ

テナ」の説明を受けた後、

い体験を通して更に鹿追町

きさに驚いていました。

予冷庫や育苗センターを見

農業について学びながら楽
しい一日を過ごしました。

学しました。

向かいました。

ました。

観光農園にしかみでのイチゴ狩り
「おいしいイチゴがいっぱいあるよ～」

町内関係機関による合同作況調査を実施

町・町議会・農業委員会・

ＪＡなど本町農業関係機関

による合同作況調査が９月

６日に行われました。

この作況調査は、毎年こ

の時期に行っているもので、

初めに鹿追町農業技術セン

ター（研究センター）圃場

で、今年の試験研究の取り

組み状況の説明を受け、そ

の後、主要農産物等の生育

状況の確認のため町内各圃

場を巡回しました。

今年は、５月までは低温

で経過しましたが、６月以

降は過去に経験の無いほど

平均気温が平年を大きく上

回り、また、度重なるまと

まった降雨に見舞われ、多

3

3

ば・飼料作物（牧草・飼料
3

くの作物で高温と多雨によ

用とうもろこし）は平年並

3

る被害を受けました。小麦

み以上の収量が期待できる

収、てん菜や小豆・菜豆類

期の馬鈴薯も１～２割の減

員の経済状況などが報告さ

物の集荷・生産状況、組合

巡回後、ＪＡより農畜産

％程度下回り、収穫最盛

も平年作を下回る見込みで

した。

れ合同作況調査を終了しま

その様な中で、大豆・そ

ある事が確認されました。

状況となっています。

の単位当たり収量は平年を

役場会議室での報告の様子

高温・多雨が影響し大部分の作物で減収予想
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ＪＡ主催子供農業体験

町内の小学生
９月６日、ＪＡ主催によ
る子供農業体験を実施しま
した。
参加した町内の小学生
名に対し佐藤組合長より歓
迎の挨拶が行われ、その後
バスに乗りＪＡを出発しま
した。
初めに上幌内の観光農園
にしかみへ行きイチゴ狩り
体験を行いました。競って

15

作業受委託施設では自分
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大きなイチゴを探したり、
ハウス毎に分けられた別々
の品種を食べ比べしながら

15
佐藤組合長の話を聞く子供達

乳製品の試食会を開催

今回の試食会は、ＪＡ・
があっさりしていておいし

参 加 者 か ら は、
〝バター

収穫の秋

深まる

特産品のそばは約
作付さ
れ、高収量が見込まれます

１日

２日

４日

日迄）

第２四半期監査

（

日迄９回）

月下旬迄）

ク回収（酪農・畜産

農業用廃プラスチッ

乳牛市場（育成）

即売会

熟年会野菜・きのこ

下牧（

定

やチーズ、ヨーグルトを中
心に用意した計 種類の乳

酪農振興会・よつ葉乳業の
い 〟〝 チ ー ズ に 癖 が な く、

７日

８日

９日

予

平成 年９月３日にＪＡ
２階大会議室において、よ

３者が協力し、酪農家の方々
チーズが苦手な私でもよつ

製品をそれぞれ試食頂きま

によつ葉乳製品を試食して
葉のチーズだったら食べら

つ葉乳製品の試食会を開催

もらい、生産者自らが乳製
れる〟など大変好評でした。

した。

品の需要拡大運動に取り組
また、今回特別に用意し

約
作付され、高収量が
見込まれます

日

17

12

しました。

む事を目的として実施しま
ームが一番の好評で〝コク

たよつ葉乳業のアイスクリ

当日は、酪農家や酪農家

があっておいしい〟等、参

した。
の従業員・研修生の方など

ら試食を行いました。
今回の試食会では、参加
した方にアンケートのご協
力を頂き、好評だった乳製
品をセットにして、試験的
に酪農家や畑作農家の方々
に取り纏めを実施しました。
今後は、今回の試食結果
を基に、年に２～４回程度
の乳製品需要拡大運動を実

80
ha

約
作付され、高温・多湿の影
響を受け収量減が見込まれます

熟年会一泊研修

（８日迄）

開発促進検討会

（キャベツ）

日迄）

鹿追そばまつり

（

監査取りまとめ

原料てん菜輸送開始

作況調査

乳牛市場（一般）

日

日迄）

ゃが発送作業

ふるさと農園紅白じ

北海道肉牛共励会

１班（

役職員互助会研修

日

日

日まで）

第９回理事会

（

日

日迄）

Ａコープまつり

乳牛市場（一般）

（

日

日
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施して参りたいと考えてい
ますので、今後益々のご協
力と沢山のご利用をお願い
したいと存じます。

約2,000ha作付され、平年並の収量が見込まれます

22

加者達は、舌鼓を打ちなが

試食会の様子

イチゴ苗
10
ha

飼料用とうもろこし

22

名の参加を頂き、バター
38
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夢 は牛 が自然体で
健康 に過 ごせる
酪農経営です

上幌内

菊池 信一さん 一代さん

上幌内の菊池信一・一代
さん夫妻は父親（信雄さん）
あきまさ

ます」

今後の目標や将来の夢に

と思っています。牛が自然

体で健康に過ごせるような

酪畑混同経営をしています。

家族仲良くやっていきたい

信一さんは「これからも

を生かせるようにしたいで

取った人工授精師の資格等

一代さんは「学生の時に

酪農経営が夢です」

信一さんは清水高校を卒

ですね。毎年行っている家

す」と人にも牛にも優しい

ついて

業後、士幌高校農業特別専

族旅行をいつも楽しみにし

と弟（晶正さん）の４人で

攻科に進学し、平成５年に

た。

お二人が話して下さいまし

「将来的には酪農だけに

ています」

一代さんは大阪府出身で、

専念して、放牧を行いたい

就農しました。
府立農芸高校に進学し、そ
こで飼っていた牛と触れ合

一代さんがイラストを描いた牛舎の扉の前で記念撮影
りく と
（左から２番目は陸斗君
（８歳）
、右から２番目は成美ちゃん（12歳））

っているうちに牛が好きに
なったそうです。その後中
国四国酪農大学校を卒業さ
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れ、帯広市で酪農ヘルパー
の仕事に就きました。その
頃、帯広市の家畜共進会を
見に来ていた信一さんと会
場で出会い、平成 年にご
結婚されました。

搾乳をする事を心掛けてい

にならないように、丁寧に

一代さんは「牛が乳房炎

ですからね」

修理するようにはいかない

人間の怪我は機械の故障を

い事を最優先にしています。

信一さんは「怪我をしな

うと

心掛けている事について伺

お二人に農業を営む上で

10

東瓜幕

高塚

栄一牧場従業員

やっています

伴辺 絵里さん

伴辺絵里さん（札幌市出
身）は平成 年度のピュア
モルト研修生として高塚牧
場で研修し、その後も従業
員として活躍されています。
以前は幼稚園教諭をされ
ていましたが、元々自然が
好きで農業に興味があった
ので、農家の従業員となる
決心をされたそうです。
鹿追で働き、生活をして
みた感想を伺うと
「鹿追は研修生の受入体
制が出来ていて仲間に入り
やすかったです。高塚さん
も優しくて、地域の皆さん
も良い方ばかりなのでとて
もお世話になっています」
現在は主に搾乳と哺乳の
他に、ショベルでの作業も
担当されているそうで
「特に哺乳作業はどの仔
牛も個性があり可愛くて楽

楽しく仕事をされています。

なるまでの一連の流れを頭

れてから分娩し、搾乳牛と

しいです。最初は人間を警
戒している牛も、根気よく

今後の目標や抱負につい

「幅広く色々な仕事を覚

始明るく笑顔で話して下さ

ようになりたいです」と終

に入れた上で仕事ができる

えたいです。育成牛や搾乳

いました。

ては
「ショベルの運転も好き

牛等それぞれの飼養管理を

があります」
で、除糞作業や麦稈の移動

もっと勉強して、牛が産ま

つ慣れてくるのでやりがい

優しく接していると少しず

よくなついた仔牛に餌をあげる伴辺さん

21

作業も苦になりません」と
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楽しく仕事を
とも べ

ショベルでの作業も好きで

北鹿追

奥秋 裕美さん

になり、身体がとても楽に

は約半分の時間で済むよう

かかっていましたが、今で

向きな気持ちになりますね」

と『仕事を頑張ろう』と前

んですよ。元気な姿を見る

搾乳を手伝ってくれたので

「夏休みに帰省した際、

「また、手狭になった乾

すが、慣れた手つきでやっ

なりましたね」

乳牛舎を現在増築中で 月

頃完成予定なので、分娩の

た」と成長を喜ぶ裕美さん。

ていたので、
びっくりしまし

楽しみにしている事につ

け、長男が帰ってきて一緒

「夫婦共々健康に気を付

今後については

いて伺うと、今春江別市内

に酪農経営出来る日を楽し

とも

の高校へ進学した長男の朋

みにしながら、仕事を頑張

なり

事で

て下さいました。

っていきたいです」と話し

成さんに夫婦で会いに行く

来ればと思っています」

ストレスが少しでも軽減出

11

「日帰りで行く事もある
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北鹿追で夫の吉広さんと
酪農経営をしている裕美さ
ん。
「作業は夫と従業員と分
担しており、私は搾乳・哺
乳・繁殖管理を担当してい
ます」
「毎日牛の体調を気に掛
けながら疾病等に対しては
早期発見・早期治療を心掛
けています」
４年前に待望のミルキン
グパーラーを導入し、効率
よく搾乳が出来るようにな
ったそうで「以前は牛の入
れ替えをしながらの作業で
したので、終了迄３時間位

仔牛の餌槽を清掃しこれから給餌です

夫婦共々
健康に気をつけ
仕
 事を頑張りたい

森内 律子さん

今から 年程前に息子の
清樹さん夫婦に経営移譲さ
れた下鹿追の森内律子さん。
現役時代は、婦人部（現
女性部）部長等本部役員を
８年間務められました。
「仕事と婦人部活動の両
立は大変でしたが、本当に
楽しかったですね。その頃
は部員が５００名位いて、
バス５台で旅行へ行った事
もありましたね」
「当時音更で女性だけの
運動会をやっていて、鹿追

事がきっかけで趣味の会が

るように、そして楽しく元

ね」と明るく笑顔で話して
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でも出来たらいいなぁと思
い、役員会で相談し実施し
た所、男性方からも参加し
たいという声があり、翌年
から『農民大運動会』が始
まったんですよ」

サークル』の活動を楽しみ

「農民大運動会を始めて
から数年後に、女性部で農

誕生し本当によかったなぁ

「農繁期を除き、月１～

今後については

にしていて
ニ運動会』を始めました。

２回集まって皆で楽しく稽

「自分の事は自分で出来

「茶道サークルがきっか

気に暮らしていきたいです

と思います」
今でも２つの運動会が続い

古をしています」

けで 年来の友人が出来、

楽しく過ごしていますが、

下さいました。

頂きました。
また律子さんは農村女性

振り返ってみると研修セン

ター（現研修棟）が出来た

趣味の会が設立された 数

30

重なエピソードを聞かせて

ていて嬉しいですね」と貴

閑期の運動不足解消にと『ミ

今年４月に30年来の友人達と然別湖でお茶会をした時の１枚
（前列左から２人目が律子さん）

30

年前から続けている『茶道

30

自分の事は自分で出来るように
そして楽しく元気に暮らしたい
下鹿追

政浩農場

【出身地】 兵庫県姫路市
【研修先】 上村
【ピュアモルトに

【趣味・特技】
飲む事・食べる事・寝
る事・旅行・読書

やりたい事に挑戦する。

【この一年の目標】

大阪で行われた就農フ

る。

気の向くままに行動す
事や、涼しい夏を過ごし

り、農業に興味があった

ェアでピュアモルトを知

応募したきっかけ】

久宝めぐみさん

ようかな♪

れる趣味と仕事を見つけ

そのために一生続けら

豊かな人生を送る

たいと思い応募しました。 【今後の夢】
【研修をしていて楽しい事】
鳥・木・牛・豚・草・
虫等「生」に囲まれてい
ると感じられる事。

歯磨き

【この一年の目標】

一度「生きる」という事

らしい生活をして、もう

付き、大自然の中で人間

てしまっている自分に気

人間関係をおろそかにし

仕事に追われ衣食住や

応募したきっかけ】

長にも繋がっていると思

るので、全ては自分の成

たくさん教えて頂いてい

浅野牧場には大切な事を

す。日々の仕事を通して、

浅野牧場に貢献したいで

お世話になりっぱなしの

をこなせるようになって、

もっと速く確実に仕事

を見つめ直したいと考え

の世話が大好きです。

責任は重大ですが仔牛

ー犬と暮らせたら最高）

小さな家を建ててハスキ

つか丘の上に天窓のある

鹿追に住みたい（い

【研修をしていて楽しい事】 【今後の夢】

います。

澄夫牧場

有希さん

橋本
応募しました。

【ピュアモルトに

【研修先】 浅野

【出身地】 千葉県木更津市

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

【趣味・特技】

絵画鑑賞・映画鑑賞・
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ピュアな女性

