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ＪＡ青年部が食育推進活動を実施
広報部

リムセンターにおいて食育

町内の小学生を対象に、ト

産まれてから約２年で赤ち

す 」と い う 説 明 や、
「牛は

生長してイモが出来るんで

よ」
「これを畑に植えると、

小学生の皆さんは自分達が

した。青年部の話を聞き、

プルを実際に見てもらいま

ートパルプや乾牧草のサン

また、牛の飼料となるビ

で聴き入っていました。

推進活動を実施しました。
ゃんを産み、そこから初め

普段口にしている身近な農

なくて、茎の部分なんです

初めに青年部員より、農
て乳が出るようになるんで

畜産物について知識を深め

コロッケ・シチュー作りの様子
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月 日、ＪＡ青年部は

畜産物についての話をしま
すよ」等の話があり、参加

る事が出来ました。

した。
現物のジャガイモを見な
した子供達は感心した様子

９日

日

日
日

日
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農業簿記の固定資産異動受
付（３日迄）
年金友の会支部長会議
（２日迄）
乳牛市場（育成）
全道ＪＡ青年部大会
（３日迄）
ＳＲＵ全道大会（３日迄）
農村改善推進部会（
）
青年部畑作専門委員会管内
研修
女性部料理講習会
第３四半期監査（ 日迄）
酪農事業推進部会研修
（８日迄）
ポテトフォーラム
役員道外研修（ 日迄）
乳牛市場（一般）
青年部士幌線ブロック役員
研修会
フレッシュミズ一泊研修
（ 日迄）
作業受委託事業推進部会
（
）
青婦部クリスマスパーティ
施肥設計相談（畑作 日迄）
フレッシュミズミニバレー
大会
酪農事業推進部会（
）
）
畜産事業推進部会（
第 回理事会
十勝ＪＡ女性協研修会
（ 日迄）
北十勝ＪＡ理事研修会全体
研修会
熟年会研修会
第１回運動講座
士幌馬鈴薯施設運営協議会
農事組合長会議（
）
農産事業推進部会（
）
監査とりまとめ・講評
第 回理事会
仕事納め
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がら「ジャガイモは根では

その後、青年部

員が持ち寄った自

家産のジャガイモ

や、カボチャ等の

食材を使い、トリ

ムセンターの職員

の方に協力頂き、

日

日

皆でコロッケとシ

チュー、フライド

ポテトを作り美味

しく頂きました。

最後に子供達は、

日

日
日

定
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ジャガイモや玉ね

ぎ等を袋いっぱい

に入れて持ち帰り、

楽しい１日となり
ました。
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ジャガイモや牛の飼料を見ながら話を聴く子供達

第３回

開催
に問題がないかを検査して

のポットは手で開いて品質

ディースセミナー研修視察
いる様子を見学したり、ポ

月 日、第３回畑作レ
を開催しました。
が分かるよう履歴管理され

ットの製造日・製造ライン

甜菜製糖㈱へ行き、ペーパ
ている話を聞き「大変な仕

今回は清水町にある日本
ーポットの製造工程を見学
事 だ ね ぇ」
「ポットをもっ
と大事に使わないと」とい

しました。
原料の紙ロールから出来
一直線のラインで作業され
動し、センターの概要や普

その後普及センターへ移

う声が聞かれました。

ており、参加者はラインの
及活動についての説明を受

上がったポットの検査まで

長さや作業スピードの速さ
けました。

午後からはホクレン清水

に驚いた様子でした。
また、出来上がった全て

製糖工場でビートの受入を
見学しました。自分の農場
で収穫したビートと受入さ

人研修生２

ていた中国

研修を行っ

んの農場で

村瀬裕志さ

ら北鹿追の

今年春か

月１日には研修

送った様子でした。

充実した研修生活を

う短期間でしたが、

努め、７ヵ月半とい

作農業の技術習得に

と同時に近代的な畑

修了式・送別会を開

国人研修生受入農家

名が、この

村瀬さん

連絡会会長から激励

催し、研修生へ修了

は昨年に引

の挨拶があり、受入

ほど研修を

続き２回目

農家の村瀬裕志さん

証書を手渡し、佐藤

の受入で、

より思い出と笑いを

終え帰国し

研修生は日

交え２人に対して送

組合長と中野繁実外

本語や文化・

別の挨拶がされまし

ました。

習慣を学ぶ

送別会の様子

た。研修生からは楽しかっ

た鹿追での研修や生活を振

り返り、感謝の言葉が述べ

られました。

仲介している中国の送出

し機関は今年３月にＪＡ忠

類内に事務所を設置してお

り、この研修事業が継続的・

安定的に行われる基礎が確

立されています。

平成 年度には新たに８

名の実習生が来町し、現在

実習中の８名とあわせて

名となる予定です。
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糖分検査の説明を受ける
参加者の皆さん

れたビートとの大きさや葉
の切り落とし方を比べ、葉
の切り落とし方も品質に影
響する話を聞き、勉強にな
った様子でした。その後糖
分測定方法の説明や、貯蔵
作業を見学し、自分達が収
穫したビートがどのような
受入過程をたどっているか
を実際に見学し、有意義な
研修会となりました。

修了式に参加した関係者全員で記念撮影

16

23
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中国人研修生が７ヵ月半の研修を終え帰国
～研修修了式・送別会が行われる～

続けていきたいです

國枝和一、中村輝美、
坂本慎一牧場共同従業員

牛の仕事を
石川 佳代子さん

石川佳代子さん（埼玉県
川口市出身）は今年の４月
から國枝和一牧場（幌内）
、
中 村 輝 美 牧 場（ 笹 川 ）
、坂
本慎一牧場（北鹿追）の３
軒共同の従業員として活躍
されています。
以前は東京都で建材関係
の会社に勤めていましたが、
その頃から農業に携わって
みたいという思いがあった
そうです。初めはインター
ネットを通して坂本牧場で
ボラバイト（経験した事が
ない仕事をする事や、地域
の人達と触れ合う事を目的
として、人手を必要として
いる時期に農家等で仕事を

鹿追でその後も従業員とし

みて農業の良さを実感し、

いていました。実際働いて

た造語）として２ヵ月間働

と「アルバイト」を合わせ

養管理方法を見る事が出来、

は大変ですが、３通りの飼

ておかなければならないの

業内容等もその時まで覚え

なる事もあって、細かい作

場に行くまでの日数が長く

うに頑張りたいです。楽し

農家の人に喜んで貰えるよ

「自分が働きに行く事で

わない事ですね」

牛を間違って搾乳してしま

するという「ボランティア」

て働く事となったそうです。

知識が広がりとても勉強に

て下さいました。

です」と明るい笑顔で話し

牛の仕事を続けていきたい

と

今後の目標について伺う

共同の従業員として働い

特に気を付けている事に

く仕事をしながら、今後も

仔牛に乾牧草を与える石川さん

なります」

ている事について伺うと
「３軒ともそれぞれ牛の

「一番気を付けているの

ついては
ぞれの理由があります。前

は抗生物質を投与している

管理等の方法が違い、それ
回行った時から次に同じ牧
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今後も楽しく、

超

を

える
事 です

笹川の小森将樹さんは、
）

両親（信男さん・悦子さん）
と３人で畑作経営（
を営んでいます。

穫して作物が多く採れた時

等に力を入れていきたいで

いく畑作業が出来るように、

な将樹さんでした。

える事ですね」と意欲旺盛

きたいです。夢は父親を超

もっともっと勉強をしてい

今後の目標や夢について

「自分はまだまだ知識不

伺うと
ので、そのような時でも収

足なので、全般的に満足の

等で収量の少ない年もある

も今年のように天候の影響

すね」

「仕事は大変ですが、収

は

農業のやりがいについて

います」

出来る事はやるようにして

来るように、整備等自分で

「機械作業も効率良く出

心掛けています」

るだけ早く対処するように

虫にかかっていた時は出来

作物を小まめに見て、病害

に気を付けています。また、

ので、特に事故の無いよう

械が大きくなってきている

「昔と比べて作業する機

ている事について伺うと

農作業を行う上で心掛け

た。

卒業後、 歳で就農しまし

拓殖大学北海道短期大学を

将樹さんは帯広農業高校、

51
ha

はやりがいを感じます。で

トラクターの整備をする将樹さん

20

量が減らないように土作り
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夢 は父親


川
笹

小森 将樹さん

中瓜幕

井馬 典子さん
ま

い

います。また、怪我をしな

に作業するように心掛けて

時期が重なるので、効率的

「馬鈴しょと白菜の収穫

ね」

作業を進める事が多いです

で圃場の確認をしながら、

と４人で行っています。皆

さん）と母（ヨネ子さん）

「作業は夫と息子（功太

経営をしています。

夫の啓至さんと一緒に畑作

ひろよし

中瓜幕の井馬典子さんは

励みに仕事を頑張りたい
いように家族皆で気を付け
ていますね」

り易く、そして使い易くな

頃と比べると、帳票も分か

っているんですよ。始めた

業簿記を始めた当初からや

を任されていて、ＪＡで農

います」

等夫と相談しながら決めて

ランを練ったり、宿の予約

みにしています。旅行のプ

ンプと農閑期の旅行を楽し

「また、夫婦で行くキャ

「身体が資本なので健康

今後については

りましたね」と話す典子さ
ん。

趣味や楽しみにしている

期は読書をしたり、温泉へ

「本が好きなので、農閑

いです」と話して下さいま

にしながら過ごしていきた

行を仕事の励みに、楽しみ

に気を付け、キャンプと旅

行ってゆっくりする事が多

した。

事について伺うと

いですね」
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キャンプと旅行を
「農作業以外では、簿記

クミカンの内容を確認する典子さん

健康に気をつけながら

山田 和夫さん

今から 年程前に営農を
終了し今年 歳を迎えられ
た笹川の山田和夫さん。
「昭和 年に清水町から
引っ越してきました。昭和
年頃に共同でトラクター
を導入し、その後収穫機へ
と機械化が進みましたね」
「機械が共同だった頃は、
機械の回ってくる順番を考
えながら作業をしました。
除草剤も今ほど豊富になか
ったので、草が生えないよ
うに色々研究していました」
と営農していた頃の苦労話
を聞かせて下さいました。
趣味や楽しみにしている
事について伺うと
「地区の壮年クラブと熟
年会の活動を楽しみにして
います。壮年クラブでは、
年に３回のパークゴルフや
一泊研修等があり、欠かさ
ず参加しています。今年は
皆で知床まで行ってきまし

た頃から入会していたんで

「熟年会は農家をしてい

ブルが続出で大変でしたね。

送伝票を貼り忘れたりトラ

がつかめなかったので、発

していきたいですね」と話

「夫婦仲良く元気に過ご

今後について伺うと

た」

すよ。紅白じゃがの発送に

して下さいました。

作業にあたっています」

今はチームワークも万全で
すね。初めの頃は、皆要領
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42

はもう 数年出役していま

６年前に三重県へ旅行した際の写真（右から２人目が山田さん）

15

78

33
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夫婦仲良く元気に
過ごしていきたい
川
笹

温泉 旅行

年 金 友 の会
四国・小豆島５日間の旅を実施
第 回年金友の会温泉旅
潮を見た後、高松 小豆島

２日目は、鳴門公園で渦

10

38 14

し徳島空港へ飛行機で移動

帯広空港から羽田を経由

参加により実施されました。

まりました。会食時に銭太

して小豆島国際ホテルに泊

映画村と岬の分教場を見学

オリーブ公園、二十四の瞳

間をフェリーで渡り小豆島

後、鳴門温泉ルネッサンス

なり、踊り手の見事な表情

乗せられつつ、皆さん互い

４日目には、ＪＡ西条の

に支えながら７８５段ある

３日目は朝方雨が降った

野菜直売所、しまなみ海道

に一同大爆笑となりました。

ものの、寒霞渓ロープウェ

にある大山祇神社を参拝し、

本宮まで登りきり達成感に

イを降り始める頃には晴れ

今治のタオル美術館を見学

また、朝晩の干潮時にだけ

間が広がり、素晴らしい紅

した後、道後温泉ホテル椿

浸っていました。宿泊した

葉に感嘆の声があがりまし

館に泊まりました。会食時

道が現れ隣の島まで歩くこ

た。その後、フェリーで高

に伊予漫才と呼ばれる踊り

琴平グランドホテル桜の抄

松に移動し、昼食で名物の

に会場から飛び入り参加も

とが出来る天使の散歩道と

讃岐うどんに舌鼓を打ち、

あり大変盛り上がりました。

は、参道脇にあり雰囲気の

金刀比羅宮を参拝しました。

最終日には、ホテルで休

銘打つエンジェルロードを

一部の方はホテルに残りま

養された方もいましたが、

お おや まず み

したが、ガイドさんの話に

良いホテルでした。

蛸踊りの見事な表情と伊予漫才

散歩される方もいました。

ましたが、途中で蛸踊りと

たこ

鼓と呼ばれる踊りが登場し

した。

リゾートナルトに泊まりま

で４泊５日の日程で 名の

行が、 月

日から 日ま

13

７８５段を登りきり
金刀比羅宮を参拝


広まで移動し、無事帰町し

松山空港から羽田経由で帯

松山城、子規堂を見学し、

したが、看護師も同行して

部体調を崩された方もいま

影響もあり、旅行終盤に一

ら景色が霞むほどの黄砂の

間でした。

おり四国を満喫できた５日

ました。

旅行期間を通して天候は

良かったものの、２日目か

鳴門公園にて
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