No.410

Aコープ鹿追まつり大感謝市を開催 
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今年も況 
大盛

今年は穏やかな秋晴れの

日に開催致

用頂いているお客様に、感
謝と還元の意を込めて実施

た。また、毎年大好評の雑
貨売場コーナーでは目玉商
品を求め、今年もたくさん
のお客様の大行列となりま
した。
イベントでは初日は熟年
会 の「 き の こ 汁 」
、心 喜 一
天の「炭焼き豚丼」をはじ
風連町「もち米の里特産館」

め、今年初めての試みで、

頂き大盛況のもと、無事に

の大福もちバイキングを実

し、大勢のお客様にご来場
終了することが出来ました。

そば」
、
もぎたて市生産者に

処おふくろさんの「手打ち

ずに完売し、二日目はそば

施しましたが、閉店を待た

26

午前 時の花火と同時に、
鹿追産「玉葱詰め放題」で
スタートしたＡコープまつ
りは、あっという間に全て

よる、恒例の「もちつき大

新イベントの大人も参加できる「椅子取りゲーム」
は白熱したゲームとなりました

もと恒例となりました第
月 日、

回Ａコープまつり大感謝市
を
23

日頃Ａコープ各店をご利

しました。

22

10

の玉葱が拾い尽くされまし

玉葱詰め放題は開始１分で無くなりました

の皆様にご協力頂いたこと

熟年会・喜楽会等の関係者

たて市生産者部会をはじめ、

めて感謝すると共に、もぎ

来場して下さったことに改

今年も多くのお客様がご

した。

に盛り上がったイベントで

りゲーム」を実施し、大い

大人も参加できる「椅子取

子向けのイベントのほかに、

また、今回から、ちびっ

たてを味わって頂きました。

会」を行い、それぞれ作り

格安商品を求め長蛇の列が出来ました

に心より深く感謝いたしま

す。
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鹿追町熟年会
が
然別湖畔温泉ホテル風水での即売会の様子

例年好評を得ている鹿追

町熟年会の「ふるさと農園

日から行いました。

紅白じゃが」の発送作業を

月

㎏、 ㎏

20

種類の商品

頂きますようお願い致しま

ますので、今後ともご愛顧

の取りまとめを計画してい

じゃが」を町民の皆さまへ

来春には氷室貯蔵「紅白

ました。

一同張り切って作業を行い

ている事を思いながら会員

いるお客様が楽しみにされ

届いており、ご愛顧頂いて

という礼状も全国各地から

毎年「美味しかった」

送は明年４月下旬）

を新たに設定しました。
（発

の増す「氷室貯蔵」コース

デンプン質が糖化して甘味

氷室で貯蔵する事により、

です。また、今回より一冬

詰め合わせ等

の規格に、南瓜やバターの

紅丸）は５㎏、

紅白じゃが（農林一号・

18

じゃがいも・野菜・きのこ を販売

に味わって頂く企画を」と、
店前にて即売会を開催しま

10

エーコープ鹿追店（ 月２日）
然別湖畔温泉ホテル風水
月第１～３週末）

鹿追町熟年会の会員の皆
月２日にエーコープ鹿追

（

さんは、野菜やきのこを栽
培し、毎年イベント等に出
この日は会員５名が野菜

した。

今年は例年開催している
を出品し、対面方式で販売

品しています。
ふるさと産業まつりが中止
し、また「ふるさと農園紅
白じゃが」の受付
と販売も行い、大
勢の町民の方にご
利用頂きました。
また、 月の第
ては、然別湖畔温
泉ホテル風水さん
との共同企画で、
観光客向けに同様
の即売会を実施し
ました。道内はも
とより道外からの
観光客と鹿追町や
農業の会話を交え
ながらの販売とな

10

す。
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となった事から「町民の方
Ａコープ鹿追店前での即売会。大勢の町民の方にご利用頂きました

10

10

１～３週末にかけ

10

を全国の食卓へお届けしました



10
りました。

「ふるさと農園紅白じゃが」

熟年会の皆さん

10

今年も熟年会の

ゆとり
を持って
目標に向 け頑張って
いきたいです

中鹿追

敦さん
池戸

上村農場の構成員池戸正策

中鹿追の池戸敦さんは㈲

を注いでいる池戸さん。

がら大規模牛群の管理に力

います」と工夫を凝らしな

ような事が起こっても大丈

が激しいですが、今後どの

「近年の酪農情勢は変化

夫なようにしていきたいで

斐があったなと思います。

量が増えた時は頑張った甲

「仕事は大変ですが、乳

ています」と力強く話して

て頑張っていきたいと思っ

く、目標を立てそれに向け

を持てるように更に効率良

す。また、もう少しゆとり

逆に乳量が減るとがっかり

下さいました。

今後の抱負について伺うと

しますね」

ては

酪農業のやりがいについ

さんの後継者として活躍し
ています。
帯広農業高校を卒業後、
酪農学園大学へ進学し、
歳で就農をしました。㈲上
村農場では主に酪農全般（飼
養頭数約７５０頭、搾乳牛
頭数約３５０頭）を担当し
ています。
仕事を行う上で心掛けて
いる事について伺うと
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「作業をしながら出来る

搾乳作業中の池戸さん

だけ全体に、目を行き届か
せ、牛舎内で何か事故がな
いか、立てなくなった牛が
いないか等、気を付けてい
ます」
「分娩や乾乳等で、日々
それぞれの群の頭数が変わ
るので、パソコンを利用し
て効率的に牛群全体を把握
できるようにしています。
エサの量等１頭当りは少し
の違いでも全体的に見ると
大きく影響してきますから
ね。それと同時に今乳房炎
が何頭いるのか、どの牛が
調子悪いのかも頭に入れて
仕事をするように心掛けて

23

北鹿追

坂本

恩返し

を
していきたいです！

慎一牧場従業員

今後は

加賀谷 正幸さん

加賀谷正幸さん（音更町
出身）は今年２月から北鹿
追の坂本慎一牧場で従業員
として活躍しています。
以前は帯広市内の医療機
器会社に勤めていました。
その頃趣味のバンドで、ド
ラムの演奏をしていたそう
です。あるバンドのイベン
トに参加した時に、坂本さ
んと知り合いました。それ
がきっかけとなり、従業員
として働く事となったそう
です。

さんに報告するようにして

仕事をもっと余裕を持って

していきたいですね。今の

す。もしそういう牛がいれ

ないかをチェックしていま

てもお世話になっています

「坂本さんには今までと

今後の抱負については

けるように頑張りたいです」

負担を少しでも減らしてい
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作業は主に搾乳を担当し
ており、その他に牛舎内の
清掃等をしています。仕事
上で特に心掛けている事に
ついて伺うと
「牛を清潔な状態に保て
るように、牛床を出来るだ
けきれいにするようにして
にならないよう特に注意し

います」と牛の健康管理に

出来るようになって、坂本

います。搾乳の時は過搾乳
ていますね」

注意をはらっている加賀谷

さんや奥さん、息子さんの

ば、どこか具合が悪い可能

ので、今後はその恩返しを

と話して下さいました。
性があるので、すぐに坂本

餌を食べ残している牛がい

「朝と夕方の搾乳前には、

さん。

エサ押し作業をする加賀谷さん

川
笹

加藤 恵美さん

余裕が無くなるので、確実

ますね。忙しいと気持ちに

起こさないように気を使い

「やはり、農作業事故を

理作業が大変でした」

や低農薬栽培の玉ねぎの管

除草剤が使えないイチゴ苗

年は雨の日が続いたので、

ている事が多いですね。今

「作業は従業員さんとし

営をしています。

栄子さん）と一緒に畑作経

の毅さんと両親（慶昭さん・

笹川の加藤恵美さんは夫

届けたい

に出来る事をやるように心
掛けています」

考えると『また来春も頑張

出来、翌年の目標を２人で

頑張りを夫婦で感じる事が

してくれるので、１年間の

の成果等について詳しく話

なので、苦になりませんね」

っている姿を見るのが好き

ありますが、子供達の頑張

時間を作るのは大変な時も

で、段取りよく作業をして

「大会は農繁期に多いの

「一生懸命作った作物を

今後については

ろう』と言う気持ちにな
りますね」

楽しみにしている事につ

んでもらえると嬉しく、励

『おいしい』と皆さんに喜

「高１の長男（晟さん）

みになるので、健康に気を

いて伺うと

はサッカー、中１の娘（美

つけながら、これからも安

あき

月さん）はバレーボール、

心・安全な作物を消費者へ

み

小４の次男（源さん）は陸

届けたいです」と話して下

つき

上を頑張っているので、大

さいました。

げん

会を見に行く事を楽しみに
しています」
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「おいしい」
安心・安全な作物を
「農閑期には夫がその年

玉ねぎを選別している様子。愛情を込めて育てた玉ねぎです

と喜んで
もらえる

孫の活躍を楽しみに
夫婦共々元気 に過ごしたい
東瓜幕

髙塚 民男さん

今から 年程前に長男の
栄一さん夫婦に経営を移譲
され、今年 歳を迎えられ
た髙塚民男さん。
「昔は畑作専業だったん
ですよ。土づくりの為牛を
１頭飼い始めました。牛糞
を畑に入れ始めると、作物
の出来がよくなり、徐々に
頭数が増えていきましたね」
「経営移譲後、ミルキン
グパーラーへ移行するまで
はビートを作っていて、収
穫以外の作業を妻（佳代子

～ 代の頃は共進会

ひでのり

「また、健康維持を兼ね

始めたので活躍を楽しみに、

後継者として経営に参画し
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さん）とやっていたんです
よ」
「

を注ぎましたね。町の共進
会を突破し、十勝へ出場し
た事は良い思い出です」と
当時の思い出を話して下さ
いました。

て夫婦で夏の天気の良い時

そして地域の先輩方の健康

「今年からは孫の秀教が
「地域の老人会（通明ク

はライディングパークでパ

管理方法を見習いながら、

うのが楽しいです」

ラブ）の活動に夫婦で参加

ークゴルフを行い、冬は家

夫婦共々元気に過ごしてい

楽しみにしている事につ

する事を楽しみにしていま

の周辺を散歩する事を日課
す。

いました。

きたいです」と話して下さ

月に２回の集まりの他、
研修旅行等もあり、皆と会

今後については

にしています」

いて伺うと

酪農振興会設立30周年式典の際の写真（前列右端が民男さん）
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78

50

が盛んで、牛群の改良に力

40

ＪＡ鹿追町
No.

410

る

上幌内
パパ

い

髙橋 溜偉くん

智彦さん

ママ

愛さん

【生年月日】
平成 年 月６日
【年齢】
１歳
【名前の由来】
パパが「るい」と名付け
ました。その後、画数を見
て、「 行 動 力 」を 意 味 す る
字画になるよう漢字をあて
はめました。
【初めて話した言葉】
ピーピーピー（車のバッ
クする音）
【好きな遊び】
おおばぁちゃんとのお散
歩
【好きな食べ物】
バナナ・そうめん・パン
【特技】
テレビのリモコンをいじ
る事
【チャームポイント】
常に半開きのくち
【笑いのツボ】
パパの『いない・いない・
バァー』
【成長を感じた瞬間】
日々成長♪小さな「でき
る事」が増えて目が離せま
せん。
【パパママから一言】
人の痛みがわかる思いや
りのある子になってね♥
21
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フキの佃煮

材

①しっかり塩抜きしたフキを１㎝位に切る。（太いものは
縦にも切る）
②フキがひたる位の水を入れ５分位下煮する。あくが出る
場合しっかりとり、軟らかい方が良い場合は20～30分煮る。
③砂糖・はちみつを加え、ふたをして弱火で煮汁が半量位
になるまで煮て醤油を加え、また弱火で煮汁が少々残る
ぐらいまで煮ふくめる。（途中、フキを上下し煮汁をか
らませる）
※なべとふたの間に串をはさむ。

美 之 さん

番地

51

作り方

川

28

笹

10

中 村

（発行所） 鹿追町農業協同組合
〒０８１―０２９３ 河東郡鹿追町新町４丁目
☎㈹（０１５６）６６―２１３１
（発行日） 平成 年 月 日
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料

塩漬けフキ…………………………………適量
砂糖 …………フキの重さの1/3量から半量位
はちみつ ………………………砂糖の1/3量位
醤油………………………………大さじ１～２

【ポイント】
・甘さは好みなので、砂糖、はちみつは加減して下さい。
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