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アメリカ酪農研修視察を実施

中瓜幕
パパ

井馬 漣哉くん

功太さん

ママ

左奈枝さん
︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

年６月 日

２歳１カ月

︻名前の由来︼

優しい子に育って欲しい

という願いを込めて付けま

した

︻初めて話した言葉︼

マンマ

︻好きな遊び︼

砂場遊び

︻好きな食べ物︼

バナナ

︻特技︼

パワーショベルのまね

︻チャームポイント︼

笑顔

︻笑いのツボ︼

パパと一緒に歌を唄う

︻成長を感じた瞬間︼

妹ができ、泣いてるよー

お腹空いたんだね、と教え

てくれた時。

︻パパママから一言︼

いっぱい食べて、元気に

育ってね
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玉ねぎドレッシングのサラダ

材

27

ドレッシング
玉ねぎ…………………1/3個
にんじん………………1/6本
にんにく……………1/3かけ
酢…………………大さじ２強
しょうゆ…………大さじ４強
砂糖…………大さじ１と1/2
白すりごま………大さじ3/4

作り方
①好みでじゃがいも・かぼちゃは皮を剥いて一口サイズに切る。ブ
ロッコリーは子房に分ける。レタスは食べやすい大きさに手でち
ぎる。トマトは湯剥きして食べやすい大きさに切る。チーズはサ
イコロ状に切る。アボカドは皮を剥いて種を取り、サイコロ状に
切る。
②じゃがいも・かぼちゃ・ブロッコリーをそれぞれ茹でる。
③ドレッシングを作る。玉ねぎ・にんじん・にんにくをおろし金で
すりおろす。
④③にその他の調味料を加えて混ぜ合わせる。
⑤器に盛り付け、ドレッシングをかける。

番地

8月

ウィスコンシン州
Snudden Farms にて

かよ子 さん

2016

中瓜幕

金須

（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７月 日
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料

じゃがいも…………75ｇ
かぼちゃ……………75ｇ
ブロッコリー………75ｇ
トマト………………75ｇ
アボカド…………3/4個
レタス………………75ｇ
プロセスチーズ……30ｇ
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で乳牛の敷料に砂を使用し
も〝前向きに検討する価値

高く、視察した参加者から

砂が無機質の為、牛の体を

ている経産牛４００頭規模
がある〟といった意見も聞

を含め 名の参加により、

と１，１００頭規模の牧場
かれました。また、視察当

綺麗に保つ事が可能であり、

を視察しました。本町では、
日には砂と糞尿を分離する

アメリカのウィスコンシン

乳牛の敷料として麦稈（小
機械を製造しているマクラ

麦稈よりも乳房炎感染のリ

麦の殻）をメインに使用し
ナハン社にも立ち会って頂

州、ニューヨーク州の北東

ていますが、アメリカでは、
き、既に日本から機械導入

スクを減らす事が出来る事、

敷料として砂を利用してい
の問い合わせがきていると

部プラッツバーグを拠点と

る牧場が多く、視察した２
の事で、今後日本でも普及

更には、牛にとって肢が滑

つの牧場ではコストを下げ
する可能性が高いと感じま

した酪農研修視察を実施し

る為、砂を再利用する機械
した。

りにくくなり、牛のストレ

を設置していました。砂を

ました。

日迄の８日

年の

この研修は第 次農業振
して砂を使用しています。

ス軽減に繋がる為、敷料と

うべき方向性等を模索する

り今後の鹿追町酪農の向か

は、ＴＰＰの大筋合意によ

中長期計画）の策定、更に

のに対し、使用後は１５０

平均で２５０千／㎖だった

体細胞数が砂使用前の牛群

は乳房炎感染の指標となる

実際に視察した牧場の中に

興計画（平成 年～

為、酪農先進地であるアメ

ていました。砂の再利用率

よる効果が大きい〟と言っ

場も有り、牧場主も〝砂に

千／㎖へと下がっている農

ウィスコンシン州
は、概ね ％前後と非常に

病を減らし、生乳生産を上

明を受けました。乳牛の疾

行期の飼養管理について説

期間から泌乳初期までの移

って非常に重要である乾乳

間の日程で、組合員・職員

アディロンダック牧場と経

し３回搾乳を実施している

経産牛２，８５９頭を飼育

地域内最大規模の牧場で

アディロンダック牧場
ヒドンビュー牧場

日間に渡り３カ所視察しま

に取組まれている農場を２

るとの事で、講義後、実際

量が増え、生産性が向上す

回搾乳をする事でピーク乳

１日当たり４回～６回の頻

産褥期、更には泌乳初期に

説明を受けました。また、

める取組みが大事であると

後速やかに乾物摂取量を高

り、産褥用飼料を設け分娩

ーズに移行させる必要があ

使用するメリットとして、

一頭当たりの乳量は１１，

日４回搾乳を実施しており、

初と最後の２回搾る事で１

期の牛は、１回の搾乳の最

上げる為、産褥期と泌乳初

回搾乳へ変更し、生産量を

乳を実施していましたが２

しています。以前は３回搾

の推奨する頻回搾乳を実施

と泌乳初期の牛は、研究所

を行うだけでなく、産褥期

テージに合わせた飼料給与

様に産褥期や泌乳初期のス

先ほど述べた２つの農場同

問しました。この牧場でも

４頭のディモック牧場を訪

数受賞している経産牛３０

ｕｐｅｒ Ｍｉｌｋ〟を多

質生乳の証しでもある〝Ｓ

はニューヨーク州内で高品

また、もう１ヵ所の牧場

規模拡大に

においても

今後の本町

っており、

ト力にかか

マネジメン

や牧場長の

てオーナー

るかは、全

産性を上げ

良く労働生

如何に効率

がある為、

業には限界

が挙げられます。１人の作

分担が明確にされている点

トと実際に働く人との役割

て言える事が、マネジメン

た農場のほとんどで共通し

また、アメリカで視察し

まず、ウィスコンシン州

げる為には、移行期に牛の

産牛７００頭を飼育し２回

５３５㎏と高い生産性を維

合わせたマ

砂と糞尿を分離する機械

栄養的・社会的・環境的ス

搾乳のヒドンビュー牧場で

持しています。尚、頻回搾

ネジメント

した。

本町では産褥期や泌乳初

砂と糞尿を分離する機械の説明を受ける参加者

ウィリアム・マイナー

農業研究所
次に、プラッツバーグに
あるウィリアム・マイナー
農業研究所を訪れました。
同農業研究所は、ウィリア
ム・マイナー氏が列車の車
両連結の特許で得た財をも
とに、地元に還元する目的
でマイナー財団を設立、そ
の後、１９２３年に叔父の
所有していた農場を母体と
して研究所を設立しました。
研究所の運営は〝研究・
実証・教育〟の３つを柱と
し、アメリカ政府やニュー
ヨーク州、国内企業の他、
国外企業とも提携し乳牛と
馬に関する研究を行ってい
ます。提携する国外企業の
中では、日本の全農との関
周年を迎えていま

わりが深く、今年は全農と
の提携

す。今回の研修では、研究
所の駐在員として全農から
派遣されている石田氏に協
力頂き、講義や農場視察を
実施しました。
講義では、乳牛管理にと

際に数多くの農場を視察出
来た事で今後の本町酪農の
ヒントになる事も多く、Ｔ
ＰＰ等で厳しい情勢を向か
える可能性もありますが、
情勢に左右されない強い酪
農経営を目指し、今後の中
長期計画の策定並びに事業
展開に努めて参ります。

牧場に備え付けされている生乳輸送タンク

為には有効な手段であると
感じました。

１３，５９８㎏、１１，８

期のステージに合わせた飼

今回の研

と感じまし
３４㎏と２農場とも非常に

料給与を行っている方は、

た。
高い生乳生産となっていま

修では、実
す。

まだまだ少なく、頻回搾乳

ニューヨーク州

も含め今後生産性を上げる

トレスを減らす事が大事で

は、研究所の推奨する産褥

乳をする事で３回搾乳時と

力の向上が

じょく

あり、この為には、乾乳飼

期や泌乳初期等のステージ

同様の一頭当たり乳量とな

さん

料から高泌乳飼料へとスム

に合わせた飼料を給与する

必要不可欠

ディモック牧場
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画しました。

リカの農場視察を中心に企

33

っています。

７月 日～

10

29

事で、一頭当たり乳量は、

ウイリアム・マイナー農業研
究所にて

3

20

14

アメリカ酪農研修視察
18

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】ささいなことが気になって仕方ないかも。常におおらかさと笑顔を忘れずに。気分転換には遊歩道や公園の散策を
【健康運】スポーツを楽しむと、体調に好影響あり
【幸運を呼ぶ食べ物】トウガン
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】イベントや行楽に誘われるなど、外出の機会が増える予感。意欲的に参加すれば、何かしら得るものが多いはず
【健康運】新陳代謝の促進が健康の秘訣（ひけつ）になりそう
【幸運を呼ぶ食べ物】サツマイモ

第10次農業振興計画策定に向けた
11

鹿追町・ＪＡ鹿追町主催

家自慢の乳牛 頭が出品さ

当日は、晴天の下、酪農

れ盛大に行われました。

の第 回鹿追町デーリィフ

ェスティバルが７月９日に

授精所の児玉辰司氏があた

審査員は㈱十勝家畜人工

て開催されました。

女性部もイベントを盛り上げ
てくれました

鹿追町家畜共進会場におい

鹿追高校吹奏楽部による迫
力ある演奏

60

31

第60回 鹿追町デーリィフェスティバル

「くてくぅ」は子供たちに大人気でした

鹿追の吉田牧場で研修をし

り、鹿追町産業研修生で中

上がりを見せました。

しい姿に会場は一番の盛り

60

デーリィプリンセスの
松田 遥さん
（鹿追町産業研修生）

蟹座 6/22～7/22
【全体運】スムーズに人脈のネットワークを広げられます。初対面の人にも気さくに話し掛けて。新ジャンルへの挑戦も吉
【健康運】健康法に凝り過ぎず、自然体で過ごして
【幸運を呼ぶ食べ物】サケ

併催イベントでは、鹿追

Ｈ27.11.12

ている松田遥さんがデーリ

ホワイト アイオーン スプール

高校吹奏楽部のすばらしい

レディースショー

綾 花
健志）
寛 子
健志）

ィプリンセスとして共進会

１

泰輔
博文

リードマン（出品者）
鈴 木
（鈴木
鈴 木
（鈴木

演奏で 回記念開催を盛り

Ｈ28.２.17

に華を添えて下さいました。

ベツス ラクーン マーチン

上げて頂きました。他にも

ジュニアショー

審査の結果、石山隆さん

６

ジャッジングコンテスト（順

生年月日

出品のストーンヒル リー

号

位 予 想 投 票 ）、ア イ ス 作 り

5

名

ガル ダンチエス号がグラ

◎ジュニア＆レディースショー
出品
区
分
番号

体験、酪農振興会による乳

髙田
蓑口

蔓
蔓

ンドチャンピオンに、髙田

美
美

製品の試食会、フリーマー

Ｈ24.７.16
Ｈ23.１.７

泰輔さん出品のビユーテイ

ビユーテイ ブーツペグ ナンシー ＥＴ
カウボーイ ラング アドベント ＲＥＤ

ケット等が開催されました。

◎ベストプロダクション
604 ３歳以上～４歳未満
701A ４歳以上

厳正な審査が行われました

ダンデイー Ｒ ハーゲン

髙田 泰輔
田原 直治
石山
隆

また、鹿追町イメージキャ

美 蔓
上幌内
北鹿追

ＥＴ号がジュニアチャンピ

Ｈ26.３.14
Ｈ25.１.14
Ｈ22.７.19

ラクター「くてくぅ」も登

ビユーテイ ホワイト シヨツト ハーゲン
ＳＨ キヤンデイー アメイジング
ストーンヒル リーガル ダンチエス

オンにそれぞれ選出されま

◎ベストアダー
504 ３歳未満
601 ３歳以上～４歳未満
701 ４歳以上

場し、子供たちと記念撮影

石山
隆
田原 朋弥
髙田 泰輔
髙田 泰輔
髙田 泰輔
髙田 泰輔
石山
隆

した。

北鹿追
上幌内
美 蔓
美 蔓
美 蔓
美 蔓
北鹿追

者

を行う等、大人から子供ま

Ｈ27.10.24
Ｈ27.８.５
Ｈ27.４.15
Ｈ26.12.１
Ｈ26.３.14
Ｈ24.７.16
Ｈ22.７.19

品

また、ジュニア＆レディ

ワールドピース アツトウツド アニサ ＥＴ
ＳＨ アイオーン リズ
ビユーテイ ダンデイー Ｒ ハーゲン ＥＴ
ビユーテイ ＯＫ ライトニング スーザン ＥＴ
ビユーテイ ホワイト シヨツト ハーゲン
ビユーテイ ブーツペグ ナンシー ＥＴ
ストーンヒル リーガル ダンチエス

出

で幅広く楽しんで頂き大盛

◎各部の１等１席
105 ５ヵ月以上～９ヵ月未満
205 ９ヵ月以上～12ヵ月未満
302 12ヵ月以上～16ヵ月未満
401 16ヵ月以上
504 ３歳未満
604 ３歳以上～４歳未満
701 ４歳以上

生年月日

ースショーでは、男勝りに

Ｈ22.７.19 北鹿追 石山
隆
Ｈ26.３.14 美 蔓 髙田 泰輔
Ｈ27.４.15 美 蔓 髙田 泰輔
Ｈ27.６.11 鹿 追 蓮井 大地

号

況となりました。

ストーンヒル リーガル ダンチエス
ビユーテイ ホワイト シヨツト ハーゲン
ビユーテイ ダンデイー Ｒ ハーゲン ＥＴ
フレンド アイオーン フアイヤー

名

出品牛をリードする女性の

◎乳用牛特別賞
出品
区
分
番号
701 グランドチャンピオン
504 リザーブグランドチャンピオン
302 ジュニアチャンピオン
301 リザーブジュニアチャンピオン

姿と、子供たちのかわいら

第60回 鹿追町デーリィフェスティバル審査成績

ジュニアショーに出品してくれた子供たち皆で記念撮影
双子座 5/21～6/21
【全体運】うっかりミスが増えそう。慣れている作業でも丁寧に行って。集中力を高めるには、料理や手芸、ＤＩＹが最適
【健康運】無理なダイエットはＮＧ。適度な運動を
【幸運を呼ぶ食べ物】シメジ

4

す

かも

農 を醸
『農を醸す』では鹿追町の農業の発展に向けて組
織されている組合や取組み内容を紹介する中で、
農業人の皆さんの心意気を発信していきます。
●組織の成立ちについて教えて下
さい
鹿追町の畑作農業は、政府管掌
作物である畑作４品（小麦・馬鈴
しょ・てん菜・豆類）を基幹作物

野菜出荷組合は生食キャベツ部
ツでも生食用と加工業務用では栽

を生産する様になり、同じキャベ
の多様化等環境の変化により、第

農畜産物の輸入自由化や食糧消費

しかりべつ高原野菜出荷組合
今回は『しかりべつ高原野菜出
会、加工キャベツ部会、アスパラ
５の作物が求められる様になり、

として取組んできました。しかし、
荷組合』について組合長の髙野直
培方法や販売先が異なる事から３
入されたのがキャベツでした。こ

部会の３つの部会があり、キャベ
生産者全員が加入し、栽培技術
のキャベツに興味を持つ方が増え

樹さん、副組合長の竹俣明さん・
に取組んでいます。以前はキャベ
の向上と販売先への安定供給、そ
たので、耕作者の連携をより強化

鹿追町の土壌や気象条件を考え導

ツ部会（生食）とアスパラ部会の
して組合員の所得向上を目的に高

部会体制となりました。

●しかりべつ高原野菜出荷組合（以
２部会体制でしたが、需要の変化

ツとグリーンアスパラガスの生産

下、野菜出荷組合）は何をしてい

●どんな取組みをしていますか
野菜は品質管理がとても難しく、
鮮度が求められる事から、市場や
加工場等への研修視察を行い、ど
のような商品が求められているの
かを生産者が直接目にし、その後
の生産に役立てています。
また、鹿追町ブランドの確立に
向けて、ＪＡ青年部にも協力頂き
ながら、販売先で消費者への対面
販売等も行っています。
●特徴的な事はありますか
年くらい国の研

鹿追町ではキャベツ収穫機開発
に向け、この間

品を届ける為、私たち

「安全・安心」な商

ャベツを見かけたら、是非食べて

町産のグリーンアスパラガスやキ

加工業務用キャベツの機械収穫

みて下さい

野菜生産に取組んでいます。鹿追

20

生産者は自信を持って

●消費者の皆様へ

平成３年３月に設立されました。

する為、組合組織の検討がされ、

い評価を頂いており、もっとＰＲ

販売先からも鹿追町の野菜は高

●今後の課題はありますか

こ数年価格も安定しています。

くありませんが品質も安定し、こ

キャベツについても面積こそ大き

グリーンアスパラガス、生食用

れるようになってきました。

安定化が図ら

供給や価格の

繋がり、安定

面積の増加に

た事から作付

しやすくなっ

ャベツを作付

が確立し、キ

委託収穫体系

用キャベツの

中、加工業務

そのような

ていました。

面積が減少し

廃棄も行い、

過去には圃場

品質な野菜を生産しています。

っとスムーズに収穫出来る機械が
出来上がりました。キャベツの収
穫も含めた機械化体系が出来上が
った事で委託収穫が可能となり、
馬鈴しょ収穫との作業時期が競合
してしまう課題が解消されました。
●大変な事はありますか

が、生産量が少ないのが現状です。

したいという想いを持っています

収穫作業等の手間がかかり、更に

一人でも多く作付してくれる生産

野菜は他の畑作４品よりも管理・
価格変動が大きい事から敬遠され、

者を増やし鹿追町をもっとＰＲ出
来る様にしていきたいと思ってい

作付面積は伸び悩んでいました。
特に生食用キャベツはその年の豊

ます。

堀籠

崇さん

に伴い新たに加工業務用キャベツ

堀籠崇さんにお話を伺いました。

明さん
竹俣

る組織ですか

副組合長
究機関に協力してきましたが、や

髙野 直樹さん

凶により市況相場が大きく変動し、

副組合長

野菜で鹿追町をPRしたい！

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】リラックス気分で過ごせる月。習い事や趣味に力を注いでみて。美術館巡りなど、芸術的なレジャーも幸運
【健康運】おおむね良好。アクティブに動き回れそう
【幸運を呼ぶ食べ物】イチジク
乙女座 8/23～9/22
【全体運】新しいことを始める好機。何事にも前向きにトライを。オープンしたばかりのお店に足を運ぶのも良い刺激に
【健康運】小さなけがに注意。慌てず、落ち着いて
【幸運を呼ぶ食べ物】サンマ

7

組合長

また、屋台コーナーでは
夏の夜のひと時を楽しんで

の特別還元や催物を企画し、

「いいなポイントカード」

午後５時の花火と同時に
「とかち鹿追牛」の試食販
頂ければという思いで開催

る演奏でした。

えたＡコープ夏まつ
鹿追こども園「鼓隊」の演
売をはじめ、地元飲食店の
させて頂いております。

なりました。

りを、７月 日に多
奏が始まり、鹿追小学校の
方々の協力を頂き、大盛況

今年で 回目を迎

くのお客様のご来場
ソーランチーム「鹿童」の
ンド」演奏が次々と披露さ
大会」を行い大勢の人が満

最後は恒例の「大ビンゴ
客様とイベントに出店協力

上げて頂きました多くのお

ししわっぱ

を頂き、盛大に開催
となりました。

今年の夏祭り会場
れ、子供達の頑張りに盛大

Ａコープ夏まつりを盛り

華 麗 な 演 舞、「 ス ク ー ル バ

は、ステージを一新
頂いた皆様に、深く御礼と

更に鹿追町イメージキャ

足した様子で無事終了する

配置も見直をして、
ラクター「くてくぅ」がお
員、地域のお客様方

たくさんのお客様に
ご来場頂きました

植物検診・土壌検診・病害虫の発
を受け、病害虫等の発生が無く、

で、１週間程度遅れましたが、そ

躍動感溢れる「鹿童」による
演舞

しかりべつ高原野菜出荷組合で

の後天候にも恵まれ、７月９日よ

月下
全国各地へ出荷されます。

旬までの期間収穫され、

ツは７月下旬から

この加工業務用キャベ

料となっています。

並ぶカットキャベツの原

コンビニ・スーパー等へ

キャベツも生産しており、

のしっかりとした食感の

及に伴い、加工業務向け

菜 」（ 小 袋 サ ラ ダ ）の 普

彩り鮮やかな「カット野

また近年、手軽に使え、

で是非ご賞味下さい。

でお買い求め頂けますの

のスーパーダイイチ各店

Ａコープ鹿追店、お近く

この生食用キャベツは、

っています。

がり、非常に甘く仕上が

が大きい事から糖度が上

味の方は昼夜の寒暖差

収穫が始まりました。

は、生食用キャベツと加工業務用
今年の生育は天候不順の影響等

り美蔓の山崎広志さんの圃場から

鹿追小学校「スクールバンド」の演奏で会場は盛り上がりました

キャベツを生産しています。

キャベツ

鹿追こども園による
「鼓隊」

Ａコープ夏まつりは組合

感謝を申し上げます。

今までと違った会場
祭り会場に登場。子供達と
に、日頃の感謝と御

事が出来ました。

の雰囲気での実施と
一緒に写真
礼の気持ちを込めて

グに合わせ
て踊ったり
大人気でし
た。
今年のメ
インゲスト
として登場
した「三味
線集団ＭＵ
じょん」の
生演奏は、
華やかで力
強い三味線
の音色の響
きが会場全

第２期（７月５日）は、農林水

体を魅了す

今年の種馬鈴しょは、
産省横浜植物防疫所の上原検疫官
が来町し、圃場環境・ウイルス病

原・採種合計で１７８．
、 筆で栽培され

第１期防疫検査（６
生状況等について 筆抽出・検診

株・ジャガイモシストセンチュウ

日）は、十勝農協

連吉川防疫員により圃
第３期（７月 日）は十勝農協
の検査が行われ、全筆合格しまし

連新津防疫員により第１期と同様

抽出・指導検査を受け、

ます。

向けて作業が進められ

無病優良種子の出荷に

圃場管理の徹底を図り、

を決め、病害虫防除等

を行い、茎葉処理時期

ょ生産者が肥大調査等

確保する為、種馬鈴し

する規格の馬鈴しょを

今後は受配者の希望

格となりました。

場管理により、全筆合

抜取作業等、適切な圃

の適期防除及び日々の

されましたが、生産者

響を受けた圃場も散見

６月の長雨と低温の影

本年につきましては

た。

発生状況について 筆

20

全筆合格しました。

18

ス病株の有無・病害虫

全筆合格となりました。

19

場環境の良否・ウイル

月

ています。

95

無病良質種子の生産が期待されます

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

テーマソン

を撮ったり、

な拍手が送られました。

15

し、屋台コーナーの

しました。

「三味線集団ＭＵじょん」の生演奏で大盛況

原・採種95筆が全筆合格

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】ささやかな喜びに恵まれる期間。感謝すれば、さらなる好運を引き寄せられるでしょう。周囲への気配りも大切に
【健康運】ストレッチや体操などで軽く動くと上昇
【幸運を呼ぶ食べ物】シイタケ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】向学心が旺盛になる時期です。カルチャーセンターの体験教室を受講するなど、興味のあることに意識を向けて
【健康運】暴飲暴食は控え、栄養バランスに配慮を
【幸運を呼ぶ食べ物】サトイモ

9

10

21

10
ha
23

Ａコープ夏まつり
第21回
種馬鈴しょ防疫検査が実施される

７月８日に

潤

チップを入れた事により、雰囲
気がまた一味変わりました

〈採用〉

人事異動

に入ってから
年７月１日

平成

総合職員 営農部農産課
（農産指導業務） 神部
総合職員 営農部畜産課
（畜産販売業務） 岩崎 陽祐
業務部営農資材課
総合職員
（営農資材業務） 田中 瑛士
営農部畜産課
専門職員
事務職員

（ 乳牛育成牧場業務）大
木 大悟
管理部管理課

の様々な花木

研修先である「十
勝千年の森」は清水

（管理業務） 
熊谷 奈々
管理部貯金共済課
事務職員

（貯金業務） 
喜多
柊
業務部営農資材課
事務職員

（機械燃料業務） 加藤 美月

り体験をしました。

ッツァレラチーズ作

ラルチーズ工房でモ

す。その中のナチュ

デンが広がっていま

様々なテーマのガー

農の庭・大地の庭等、

あります。園内には

きました。参加者からは昼食中も

ピザにし、昼食として美味しく頂

出来立てのモッツァレラチーズは

べをしている参加者もいました。

一番美味しくなると聞き、食べ比

ーズの中心には旨みが入り易く、

丸めていきます。最初に丸めたチ

ばし、モッツァレラチーズの形に

う乳固形分の塊をお湯に入れて伸

家族へのお土産にさくらんぼを吟味

チーズの赤ちゃんで

チーズや作り方について多くの質

修になりました。

場所を訪れ、十勝を満喫出来た研

近いからこそ気にしていなかった

今回は近場での研修でしたが、

回っていました。

加者は美味しいさくらんぼを探し

よって甘さや味の違いがあり、参

っていました。不思議な事に樹に

桜の木には沢山のさくらんぼが実

た。今年はさくらんぼが豊作で、

ま」で、さくらんぼ狩りをしまし

にある「フルーツガーデンかみや

次の研修先は同じく清水町熊牛

問が出されました。

ある「カード」とい

町の雄大な山の麓に

事務職員

（管理業務） 
浦田 朱莉
管理部管理課

を参加者７名で実施

シュミズ日帰り研修

７月 日にフレッ

ご覧下さい。

りの際は是非

くにお立ち寄

ますので、近

を植えており

やルピナス等

には、つつじ

町 北 瓜 幕 ）〟

お花畑（鹿追

〝みんなの

ました。

の作業となり

が多く、７月

天候不良の日

予定でしたが、

に作業を行う

当初、６月

を行いました。

プ入れの作業

心となりチッ

に、役員が中

んなのお花畑〟

している〝み

長）が管理を

（上村哲郎会

鹿追町熟年会

“みんなのお花畑”を整備！
しました。
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ＪＡ鹿追町年金友の会スポーツ交流会

節子 110

中村すみ子 115

ゲートボール・パークゴルフで熱戦が繰り広げられる

宇井
８位

園パークゴルフ場において

６位

７月 日、会員の親睦と

伸枝 110

田中キミ子 113

名の参加により実施され、

馬場
７位

健康づくりを目的とした、

５位

ホールインワンも出る等皆

智子 109

ＪＡ鹿追町年金友の会第

西科

さん日頃の実力を発揮され

剣な眼差しで耳を傾けていました。
畑づくりは農畜産物を生産する
基盤であり、畑づくりのヒントや
気づきを得られ、有意義な学習会
にする事が出来ました。
今後は部員同士、同じ土壌構造
を有する仲間たちと情報交換をし、

４位

回スポーツ交流会を１２８

隆吉 101

より良い畑づくりを目指したいで

敬子 108

ました。

翠 105

名の参加により開催しまし

髙野

男性の部は飯沼新吾さん、

準優勝

た。

〔女性の部 29名参加〕
優勝 飯沼 啓子 104

女性の部は飯沼啓子さんと、

和男 105

東原年金友の会々長、佐

三浦

ご夫婦での優勝となりまし

８位

藤組合長の挨拶の後、瓜幕

寿弘 103

た。

青嶋

南支部の坂本勲さんによる

７位

貴

五十嵐幸信 103

祐

６位

閉会式では各競技の表彰

昭 101

嶋

上嶋
豊 101

選手宣誓が行われ、ゲート

上

４位
橋爪

の後、幌内支部の森茂さん

西嶋
〔男性の部 37名参加〕36ホール
準優勝
優勝 飯沼 新吾 98

土壌の断面から様々な分析をして
もらいました

畑作専門委員長

藤田冨士雄 101
５位

ボール・パークゴルフそれ

７月９日、青年部学習会を笹川
地区髙橋博さんのてん菜圃場、ピ
ュアモルトクラブハウスにおいて
開催しました。
学習会には帯広畜産大学の谷昌
幸教授を講師として招き、畑に１
ｍ程の穴を掘り、土壌断面構造や
土壌診断表を活用した栄養バラン
スの取れた畑づくり等について講
演を頂きました。
特に、谷教授からは「鹿追町は
耕畜連携が充実しているのが特徴
で、堆肥や消化液が肥料として使
用されている事からカルシウムや
マグネシウムの肥料を入れ、畑の
栄養バランスを整えていく事が大
切」との指摘があり、参加者は真

パークゴルフの部〔敬称略、同スコアは年齢順〕

の万歳三唱で交流会を終了

北 鹿 追

ぞれ競技に入りました。

６位

しました。

幌

ゲートボールでは、９チ

５位

ーム 名の参加により熱戦

鹿追混成

が繰り広げられ、笹川チー

４位

ムが優勝を飾りました。
パークゴルフは然別川公
瓜 幕 Ｂ
瓜 幕 Ａ

青年部学習会

ゲートボールはチーム戦。
一打一打が重要です

10
11

準優勝
３位

す。

伸ばして丸めておいしくなぁ～れ

射手座 11/23～12/21
【全体運】つまらない意地を張りやすい気配。自分に正直になることで、運気回復の呼び水に。気分転換には読書がベスト
【健康運】まめな休息を忘れず、ゆったり過ごして
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴマ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】開放的な気分になり、いろいろなことにチャレンジしたくなりそう。思い切って行動すれば、世界が広がります
【健康運】不規則な生活を正すことで、快方の兆し
【幸運を呼ぶ食べ物】栗

熟年会

13

ゲートボールの部
優勝 笹
川
内

皆でパークゴルフを楽しみました

ホールインワン賞（ホール）
三浦 和男（Ｃ６）

チーズ作り＆さくらんぼ狩りで十勝を満喫

石田

フレッシュミズ日帰り研修

競技成績
帯広畜産大学
谷
昌幸 教授

３位

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

３位
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66

20

第29回
62

７月

日夜、ピュア

モルトクラブハウスで

農繁期の合間に女性部

が 気 軽 に 集 う 会、「 き

ままに談笑会」を開催

しました。
夕飯はご飯とお箸を

の「百合が原公園」で見頃
のユリや貴婦人のイヤリン
グと称されるフクシア等の

泊研修を参加者 名で実施

７月６～７日、喜楽会一
た別荘で館内をガイドに案

青山家が贅を尽くして建て

はかつてにしん漁で栄えた

を歩く参加者の姿もありま

フトクリームを片手に園内

日も天気がとても良く、ソ

園内を散策しました。この

お花が沢山植込まれている

しました。１日目は小樽、
内して頂きました。ガイド

天気が心配される中、出
いるのでとても分かり易く、

明の中に笑いが盛込まれて
心身ともにリフレッシュ出

ぎ、バス内で積もる話をし、

温泉でゆったりとくつろ

ぜい

２日目は札幌で研修をして
した。

発したバスも小樽に到着す
楽しみながら細かい匠の技

きました。
の話はきちんとした内容説

心身 ともにリフレッシュ

喜楽会一泊研修

談笑会は 時から開始し、
食事を取りながらおしゃべ

持参し、瓜幕地区の台

蔵節子さん手作りのロ
在住で「足もみとアロマト
る頃には空も海も澄み渡る
来た研修となりました。

ら」を生産しており、鹿追産原

りをして、 時からは幌内

ーをはじめとした軽食
ぶ

リートメントのおみせ四二

し

を用意していましたが、
や最高の素材で造られた部

しゃこた ん

様に美しい積丹ブルーへと

満開のお花とソフトクリームで笑顔いっぱいです

え

（税込258円）

み

『しかりべつ物語（中力粉）500ｇ』

や

（税込288円）

八」を開いている渋谷美江
した。その後は

『しかりべつ物語（強力粉）500ｇ』

参加者が持寄った漬物
まず訪れた「にしん御殿
小樽市内を観光

で是非ご利用下さい。

屋を見て回りま

小樽貴賓館」は高台にあり、
し、宿泊先の定

プ鹿追店で取扱っておりますの

変わっていました。

眺望も良く、昼食ににしん
山渓へと移動し

料により製粉した小麦をＡコー

さんに足もみを行って頂き

の甘露煮を乗せたお重を食

麺用に使用する小麦「ゆめちか

やデザートが予想以上

す。その事から９月に種播き

ました。

当ＪＡにおいてもパンや中華

ました。

ば穂が出ない事が挙げられま

べながら素晴らしい景色を

量になります。

参加者の体の不調を聞き
ながら一人ひとりに体験と
して足もみの施術をしてい

一定期間低温にあたらなけれ

２日目は札幌

麺用に用いる国産小麦は更に少

きました。体の悪い箇所は

秋まき小麦の最大の特徴は

堪能しました。この貴賓館

強力粉を原料としたパンや中華

足の反射区（つぼとはまた

入麦が占めており、その中でも

別な物）という場所にも痛

に並ぶ小麦製品のほとんどを輸

みがある様です。また、自

国内の自給率は約14％と食卓

宅で膝下のマッサージを行

います。

う際の注意点も教えて頂い

米の消費の半分程度に留まって

たのでセルフマッサージも

間消費量は１人当り約32㎏で、

出来そうです。

作付けされています。
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一方、消費者側から見ると年

おしゃべりでストレス解

です。

消が出来、足もみで体もほ

主に秋まき小麦で、鹿追町で

百合が原公園で記念撮影

冷涼な気候に合う作物の一つ

20

ぐれ、参加者全員リフレッ

は約1,600ha の秋まき小麦が

シュ出来た談笑会となりま

海道が72.8％と主産地であり、

19

ーストビーフとシチュ

まき小麦の２品種があります。

に集まりすっかり立派

小麦には、春まき小麦と秋

12
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】マイナス思考しやすく、かえって運気低下を招く結果に。気楽に構えて。リラックスするにはマッサージが有効
【健康運】長時間同じ姿勢は禁止。適宜、動かして
【幸運を呼ぶ食べ物】マイタケ
魚座 2/19～3/20
【全体運】ちょっとした失敗にクヨクヨしがち。サッと気分を切り替えて。親しい人に話を聞いてもらうとスッキリします
【健康運】ストレス解消が健康キープのポイントに
【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ

13

JA
に な

気

した。

北海道で生産される小麦は

な夕食になりました。

小麦の生産から消費者まで

足もみを前にお腹を満たし
ました

全国での作付面積比率は北

11

報
情
る

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

います。

足もみをして頂いた
渋谷さん

を行い、冬期間低温にあてて

おしゃべりと足もみで体をほぐす

館

女性部きままに談笑会

ひ

と

今月の

ピュアな女性
吉川 三奈美

【出身地】 北海道野付郡別海町
【研修先】 下鹿追 三田村和弘 農場
【ピュアモルトに応募したきっかけ】
街の便利すぎる生活ではなく、自然の中で農ある暮ら
しをしたいと思ったからです。
【研修をしていて楽しい事】
日に日に成長する作物や、遠方の山々を見て一息つく
時に充実感があります。
【趣味・特技】
読書（マンガも小説もどちらも好き）をしたり、料理
することです。現在は梅酒と味噌を仕込中。
【この１年の目標】
農作業や町内の催しを通して、
友達や仲間をつくるこ
とです。
【今後の夢】
様々な野菜を栽培しながら晴耕雨読的な暮らしをする
ことです。

くてくぅ
食育活動
ＪＡ鹿追町青年部主催

「子ども農業体験」

第１回目は牧場体験を行いました。
当日は３班に分けて子牛・育成牛・親牛（搾乳牛・乾
乳牛）をローテーションで見て回りました。
次回は11月に養鶏場見学と親子料理教室を行います。

さん

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
【出身地】 新潟県新発田市
【研修先】 上然別

松田

裕一

農場

【ピュアモルトに応募したきっかけ】
広大な土地、自然豊かな場所で農業をしたかったからです。
【研修をしていて楽しい事】
草抜きと作物が成長していく様子を見るのが楽しいです。
【趣味・特技】
趣味は、スノーボードとお笑い動画を見ることです。
【この１年の目標】

可愛い子牛は子ども達に大人気でした

右と左の餌ではどんな違いがあるかわかるかな？

丁寧にそして気が使えるようになることを目標として頑張
７月 日、美蔓地区の㈲内海ファーム
において「子ども農業体験」が行われま
した。
参加した子ども達は、子牛との触れ合
いや餌やり、搾り立て牛乳の試飲等を楽
しみ、笑顔が溢れていました。
今年の「子ども農業体験」は年２回、
「牧場体験」と「養鶏場見学・親子料理
教室」を企画していますので楽しみにし
ていて下さい♪

っていきたいです。
【今後の夢】

二階堂

たくさんの人たちと出会い、農業を続けていきたいです。

南さん
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
１日 作況調査

ークゴルフ例会

乳牛市場
（育成牛）

８日 熟年会研修会・パ

10
営協議会

員交流会

作況調査

第 回農民大運動会

40

12

日 士幌馬鈴薯施設運

20

日 農業委員・ＪＡ役

日

22

日 第８回理事会

日 中国人受入農家連

23
絡会集合研修

回 十勝総合

47

24

日 乳牛市場（一般）

日 第

15

28
畜産共進会

日 作況調査

31

８
行 月
事 の
予
定

生乳を輸送するミルクローリー車をバックに記念撮影

14

60

クロスワードパズル

タテのカギ

①分速を 倍すると

にかけて育てた作物

〔380回〕

《主な病気》
灰色かび病・青枯病・菌核病・うどんこ病・
モザイク病
《主な害虫》
アブラムシ・ハダニ・タバコガ

⑲
のように丸い月

⑳カメやカッパの背中に付いてい

ます

㉑プロレスの試合で「カーン！」

10

〈応募方法〉

別紙の解答用紙に答えを記入し、
ＪＡ鹿追町経営課、金融店舗、Ａ
コープ鹿追店、ホクレン鹿追給油
所、瓜幕事業所、東瓜幕事業所に
設置してあります応募ＢＯＸに投
函して下さい。応募の締め切りは
８月 日ですので、以降は無効と
なります。
毎月正解者の中から抽選により
名の方にＡコープ商品をプレゼ
ントします。
今月のプレゼント商品は、「クノ
ール冷たい牛乳でつくるコーンポ
タージュ」です。多数のご応募お
待ちしています。

〈７月の正解〉

20

【２】家庭菜園の農薬使用について
作物別のポイント
〈果菜の場合〉

ポイント（先月のおさらい）

せっかくの家庭菜園なので農薬はあまり
使いたくないところですが、農薬を上手に
使う事で元気な野菜を育てる手助けをして
くれます。
〈葉根菜の場合〉
下葉から
順次上の
方へ

なお、期日までにお引取りにな

らなければ無効とさせて頂きます

（敬称略）

光 子
隆 史
颯 馬
正 博
清 春
恵 子
久美子
吏恵子
妃 菜
豊
結
ヨシエ
恵 子
かつ子
千 夏
洋 子
恭 子
彩 華
真寿美
蕾 実

ので、お早目にお引取り下さい。

部
島
中

井
坂
山
槻
藤
尾
村
塚
嶋
本
村
藤
井
田
川
本
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健太

褐色～暗褐色の大型の病斑で、病斑部は灰色の
かびを生じます。果実では、咲き終わった花弁等
が発病してかびを生じ、次第に果実部分に広がっ
て茶褐色水浸状の病斑を生じ、病斑部には灰色の
かびが密生します。
発生は気温が20℃前後で多湿、
朝晩の急激な冷え込みが発生を助長します。
《対処法》
①マルチを敷いて泥の跳ね返りを防ぐ
②罹患している箇所を見つけたら除去する（近く
に捨てると風で胞子が飛び、他の野菜に感染す
るのですぐに処分する）
③ダニコール1000を使用する

アブラムシは吸汁性害虫で茎に穴を開け、
そこから養分を吸取るだけでなく、そこか
らモザイク病等の病気を媒介させるやっか
いな害虫です。
《対処法》
①ガムテープでペタペタ取る
②牛乳スプレー
③テントウムシを連れてくる
④株の風通しを良くする
アブラムシ
⑤オルトラン粒剤を使用する 体長1.5～２㎜

〈当選者〉 
阿
国
田
鏡
笠
三
鷲
大
齊
船
中
石
上
坂
木
佐
石
石
市
山

営農部 農産課 細谷

灰色かび病

アブラムシ

北町１丁目
仲町２丁目
瓜
幕
北町１丁目
仲町１丁目
東町１丁目
新町１丁目
笹
川
東町２丁目
西町２丁目
笹
川
上 然 別
新町３丁目
泉町３丁目
緑町１丁目
西町１丁目
瓜
幕
元町４丁目
仲町４丁目
北 鹿 追

〈今月の抽選者は私です〉

ナス・ピーマン
防除について②

ナス・ピーマンの主な病害虫

下線以外の病害虫は発生すると対処がやや
難しいので罹患している部分を除去していく
方が簡単です。
と鳴らします

ヨコのカギ

③

⑥（ ）や【 】などのこと

①ススキや団子を供えて月を観賞

⑤無の反対語

⑦結婚式でご祝儀を渡したり芳名

します

②芸事の家元のこと

帳に記入したりする場所

⑨引いて当たり外れを決めます

③
は熱いうちに打て

⑪一重の人も二重の人もいます

④お遍路さんがぐるりと巡る

⑥寝相の悪い人は蹴飛ばしてしま

名）
の中

160

いがち

名
（応募総数

160

でした。

⑬あまり腕の良くない医者のこと

蒸しにして食べ

正解者

から抽選により次の方々が当選さ

れましたので、お手数ですが８月

ウ ナ ジ ユ ウ

⑧夫のパートナーです

のような赤ちゃ

⑩ゆっくりした速さで走ること

⑫丸々とした

ん

⑭巨峰、ピオーネ、マスカットベ

リーＡといえば

⑯花束に結べばいっそう華やかに

⑱宣伝などを書いて通行人に配る

物
末日までにＡコープ鹿追店サービ

スカウンターにてお受取り下さい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

⑮鳥籠の中に付ける棒

⑰マツタケを

た

二重枠に入った文字を、Ａ→Ｅの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

家 庭 菜 園

【１】病気の種類

薬剤別のポイント
外葉の裏
を入念に

〈殺菌剤〉

《肥料・農薬の倍率》
（例）1,000倍
水10ℓ÷1,000（倍）=10㎖
10㎖の薬を入れると1,000倍！

〈殺虫剤〉
害虫のいる
部分を狙って
滴り落ちるよう
散布する
まず葉裏に
では多過ぎ
掛け、後か
ら表面にさ
っと掛ける

ポイント
①初期発生の発見に努め、この段階でいち早く局所を重点的に薬剤散布する事が肝心！これにより薬剤の使
用回数、量を大幅に節減する事が可能です。
②薬剤により作物ごとの使用濃度、使用可能な回数、収穫の何日前まで使用出来るか、他剤との混用の可否
等が異なるので、説明書をよく読んで、間違えないよう、十分注意しましょう。
③必要量は野菜の種類、生育段階により大きく異なりますが、生育盛りでは１株当たり100～200㎖位。
④散布は霧吹きで寄生部に、病害では病斑が出始めているところを中心に行い、雨により土が跳ね上がりや
すい下葉の裏等も重点的に掛けます。
◎散布時は手袋・マスク等の保護具を装着しましょう！（危険度の低い農薬でも炎症を起こす可能性があります）
◎風の弱い日を選んで散布（周辺の影響も考えてから散布しましょう）
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