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熱戦第12回組合長杯ミニバレー大会
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✿活動内容
12月～２月まで冬場だけの料理サークルです。な
るべく地場産品を多く取入れたメニュー作りを心が
けています。サークル内には必ず大きな笑い声が聞
こえる楽しいサークルです。

✿料理講師になったきっかけ
30年前、千葉市でカルチャーセンターがオープン
する時に料理講師募集があり採用されたのがきっか
けです。そこで出会った先輩・同僚は私の財産にな
りました。

✿趣味
パッチワーク・細密画・レクダンス
ちょっと欲張り過ぎた様でなかなか作品が仕上が
りません。

✿楽しみにしている事
年に数回恵庭にいる姉と札幌でショッピングをし
たり、美味しい物を食べたり、思い切りおしゃべり
をする事。

✿今後の目標
料理サークル講師

福井

保子さん

今のご時世、余りにも情報が多すぎるので惑わさ
れない様にしていきたいです。今の健康状態を少し
でも長く維持しながら生活出来ればと思います。

鮭とホウレン草の豆乳スパゲティー

材
（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２月 日

スパゲティー……250ｇ
甘塩鮭……………200ｇ
酒……………………大２
オリーブ油…………大２
玉ねぎ……………150ｇ
オリーブ油…………大１
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シニアの部優勝 通明チーム

浅野 永順さん、山中 康司さん、田中 貴大さん
（前列左から）
江崎 里香さん、田中 綾香さん、土屋 寛子さん

熊谷 拓さん、熊谷 浩司さん、金須 秀昭さん

料理サークル

①鮭は一口大に切り、酒を振りしばらく置く。水気を拭きオ
リーブ油でカリッと焼く。
②玉ねぎは薄切りにし、オリーブ油でしんなりするまで炒め
Ａを加える。①の鮭も加えソースとする。
③スパゲティーはタイミング良く茹で、茹で上がる１分前に
３㎝長さに切ったホウレン草を加えザルに上げる。
④②のソースに加え、味を調え生クリームを落とす。
（ソースの固さは茹で汁で調整する）

番地

3月

一般の部優勝 瓜幕Ａチーム
（後列左から）

（無調整）……350ml
豆乳
チキンコンソメ……１個
コショウ……………少々
ホウレン草……………120ｇ
生クリーム………………50ml
Ａ

作り方

24

2017

料 （４人分）

51

熊谷 めぐみさん、佐藤 純也さん

18

開会式の様子

勝

 通明Ｂチーム
第３位

勝

 笹川Ｂチーム

優

 通 明チーム
準優勝
 瓜 幕チーム
第３位
 北鹿追チーム

瓜幕事業所が１月 日新

一般の部
上然別

予選リーグ
下鹿追Ａ

一般の部 ３位決定戦
笹川Ａ 笹川Ｂ

様、職員も気軽に声掛けさ

当日は、静かに雪が降る

様、冷暖房も完備しトイレ

年中快適にご利用頂ける

せて頂きます。

中、ＪＡ佐藤組合長・台蔵

シニアの部
北鹿追

シニアの部
幌 内

予選リーグ
笹 川

予選リーグ
笹 川

地域の皆様に「便利なＪ

も広くゆったりとご利用頂

支所長・㈱佐藤工務店佐藤

Ａ」と言われる事業所を目
当ＪＡの組合員とな

町議会議員・猪股ホクレン

代表取締役のテープカット

指していますので、これま

当ＪＡに
出資されている
組合員の皆様へ
大切なお知らせ

等、オープニングセレモニ

っている方が、住所変

ーを行いました。

現在、給油所を建設中で

や死亡等により資格喪

変更、また、町外転出

更や結婚等による名字

待ち頂き、オープン時は長

完成（６月中旬予定）まで

雪の中多くのお客様にお
蛇の列となり大盛況となり

失があった場合には変

２１３１）までお問

ましたら管理課（℡

尚、不明な点等あり

ます。

で、手続をお願い致し

事が必要となりますの

の間、ご迷惑をお掛け致し
ました。

ます。

更内容を申請して頂く

ます。

で以上のご愛顧をお願致し

けます。

vs
vs

選手宣誓をする髙橋青年部長

優

２月 日、鹿追町総合ス
ポーツセンターにおいて第

ムの参加により盛大に行な
われ、髙橋将太郎青年部長
の選手宣誓で始まり、各コ
ートでは今年も白熱した戦
いが繰り広げられました。
どのコートからも楽しそ
うな声が響き、冬の間の運
動不足解消にもなる１日と
なりました。
順位は以下の通りです。

 瓜幕Ａチーム
準優勝

回組合長杯ミニバレー大

会を開催しました。
一般の部 チーム・シニ
アの部（ 歳以上）６チー

22

40

vs

帯広支所長・吉原信連帯広

装オープンしました。

vs

ますが、ご協力をお願いし
ご来店のお客様には記念
品をプレゼントするととも
に、Ａコープ店では超特
価商品を揃えてお迎えし
ました。
Ａコープ入口は圧迫感
を感じないよう広めの空
間を設け、お客様が入り
やすく商品も見やすくゆ
ったりと買い物をお楽し
み頂ける店舗になりまし
た。自動販売機は雨天時
や夜間でも利用しやすい
様、広めのスペースと照
明を設置しました。

66

12

い合わせ下さい。

2
3

金融窓口は堅苦しさも

－

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】リラックスできそう。ヒーリング音楽やアロマなど、癒やし効果のあることを取り入れるのに最適。直感を大切に
【健康運】食べ過ぎに注意。食事の栄養価も考えて
【幸運を呼ぶ食べ物】ハッサク
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】人脈のネットワークを広げる好機。飲み会はもちろん、オフ会などにも積極的に参加して。情報収集も好結果に
【健康運】疲労回復にはマッサージを。効果絶大！
【幸運を呼ぶ食べ物】カラシナ

【シニアの部】
なく気軽にご利用出来る

買い物客で大変にぎわいました

今年も白熱した戦いを繰り広げる

瓜幕事業所新装オープン

吉原信連
帯広支所長

30

14

【一般の部】

猪股ホクレン ㈱佐藤工務店
帯広支所長 佐藤代表取締役
台蔵町議会議員 ＪＡ佐藤組合長

第12回組合長杯ミニバレー大会

して、アロマテラピーと心理学を
組み合わせた「アロマカウンセリ
ング」というオリジナルの手法を
考案され、今は親子共々おだやか
に暮らせるようになったそうです。
この日は「アロマテラピー」に
関する事だけでなく、吉秋さんの
ポジティブな人柄と行動力にも多
くの事を学びました。
講演の後は精油入りの「みつろ
うクリーム」作りを行いました。
参加した方は毎日「良い香り」＝
「良い刺激」を受けているのでは
ないでしょうか。
講習後は例年通り、料理交歓会
を行い、趣味の会サークルの素敵
な作品も展示されました。特に今
年は各支部の女性部・喜楽会・フ
レッシュミズの皆さんにも多くの
試食品を提供頂きました。おかげ
様で身も心も充実した一日になり
ました。
「女性の集い」は女性部にとっ
て大切なイベントです。ご協力を
頂いた部員の皆様、趣味の会の皆
様、並びに来賓の方々に改めてお
礼申し上げます。大変ありがとう
ございました。

笑いがいっぱい溢れた集いでした

美味しいお抹茶と楽しいひとときを
堪能しました

吉秋さんを囲んで記念撮影

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

講演頂いたアロマセラピストの吉秋さん

精 油 を 垂 ら し、く る く る 回 し、み
つろうクリームの出来あがり♪

ＪＡバンク全国大会において

優績ＪＡ表彰 を受賞

１月

日、毎年恒例の「女性の

集い及び自家生産物利用料理交歓
名の参加により開

会」を女性部々員・各サークルの
協力の下、約
催しました。
来賓挨拶では、ＪＡ佐藤組合長・
鹿追町松本副町長・普及センター
十勝西部支所長尾支所長にご挨拶
を頂きました。
今年はアロマヒーリングサロン
＆スクール香音ｋａｎｏｎの吉秋
保子さんを講師に招き、アロマテ
ラピーについて学びました。具体
的には、精油の選び方、保管方法、
効 用 に つ い て で す。
（百円ショッ
プで売っている物は精油ではない
そうです）
特に強調されていたのは「香り
は脳に直接働きかける」という事
です。自分の好む香りは自己肯定
感を高め、認知症、更年期障害、
ホルモンバランスの改善に役立つ
そうです。
吉秋さんは元々アロマに興味が
あったそうですが、本格的に学び
始めたのにはきっかけがありまし
た。それは病弱なお子さんの為に
「何かをしたい」という思いです。
その後、お子さんは自律神経の不
調にも見舞われ、それを機に吉秋
さんは心理学も学ばれました。そ

金利政策や世界経済の先行きが
不透明な厳しい環境が見込まれ
る中、多様な担い手にきめ細か
な金融対応をし、ＪＡ・信連・
農林中金が一体となって我が国
るＪＡバンクとしての基本的使

農業は基より地域社会へ貢献す

るＪＡバンク全国大会が開催（東

年にはＪＡ佐藤組合長

する表彰が行われ、平成

展に貢献した功労者に対

ったＪＡと信用事業の発

また、優れた業績のあ

認しました。

命を果たす事を改めて全体で確
本大会では、日銀のマイナス

京都）されました。

２月 日、農林中央金庫によ

60

葉子
植田
ＪＡ鹿追町女性部副部長

30

をお願い致します。

Ａ各事業の一層のご利用

開して参りますので、Ｊ

る金融機関として事業展

ります。今後とも選ばれ

皆様のご利用の賜物であ

皆様は基より地域利用者

この表彰は、組合員の

けました。

優績ＪＡとして表彰を受

北海道より唯一当ＪＡが

著な伸びがあったとして

給や貯金量の増加額等顕

いますが、今年は年金受

が功労者表彰を受賞して

25

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】落ち着いて行動したい時期。焦って動くとミスを誘発するだけなので、冷静に。開運には精進料理を食べると吉
【健康運】疲れを感じやすいかも。小まめな休養を
【幸運を呼ぶ食べ物】クレソン
蟹座 6/22～7/22
【全体運】いろいろなことに興味を抱くはず。意欲的に取り組めば、手応えを得られそう。海外に関する事柄にも幸運あり
【健康運】ストレス発散に軽い運動を。散歩が有効
【幸運を呼ぶ食べ物】タイ

5

26

女性の集い 及び
自家生産物利用料理交歓会

鹿追町農業 の方向 について意見交換

～農業推進方策懇話会～
その後、櫻井会長の進行で

佐藤組合長から挨拶があり、

展と将来方策について意見
関係機関から平成 年度の

２月８日、本町農業の発
交換を行う「農業推進方策
当日は、関係機関をはじ

懇話会」を開催しました。
動状況、農家経済状況等が

農業生産動態、農用地の移

振興会・ＪＡ青年部にも参
労働力確保が今後の大きな

その後、担い手の育成・

報告されました。

加頂き、各組織や各層から
課題であり、この課題を中

め、農業振興協議会・酪農

幅広い意見・提言を頂きま
る本町として、どの様に取

心に、農業が基幹産業であ

開会にあたり田町長・
組むべきか様々な角度から

した。
櫻井農業委員会会長・ＪＡ
提案頂きました。
また、畑作関係では４品
を中心とした輪作体系を維

日に農業簿記記

29

から１ｔ当たり 円下がる事
が合わせて報告されました。
平成 年産畑作物作付指標
面積の設定については北海道
中央会農業対策部畑作農業課
主幹鈴木圭氏から、圃場の輪
作体系の確立による安全・安
心で高品質な畑作物の計画的
な安定生産が求められている
事が説明されました。
その他、道総研北見農業試
験場よりテンサイ褐斑病の対
策、農研機構より最新の排水
改良技術の紹介がされ、今後
の参考となる講習会となりま
した。
80

申告所得税に関する制

名）
、

委員会と合同開催、参加
者
帳説明会（参加者 名）
を開催しました。
農業簿記記帳説明会で

制度についてはその都度、
農業簿記記帳説明会等で

中心に按分記帳について

説明会では初心者の方を

て説明を行い、按分記帳

ュールや留意点等につい

員皆様の参加をお願いし

新情報把握の為にも組合

業簿記に関する理解、最

ますので、確定申告や農

今後も説明会を開催し

説明して参ります。

説明しました。その後わ

り溶かして、たくさんある

ます。

日、

カントリ

た。飾りには乙女心をくす

詰めたバスボムが出来まし

精油の中から自分好みの香

ーパパでＫ

ぐる可愛らしいシールでデ

フレッシュ

ａｏｒｕ

コレーションをし、さらに

りを嗅ぎ比べていきました。

ａｒｏｍａ

オリジナリティ溢れるアロ

ミズ学習会

石川薫さん

マクラフトが完成しました。

精油の配合はそれぞれオリ

を講師にリ

ランチはカントリーパパ

を７名の参

ップとバス

オリジナルの料理やデザー

ジナルで毎日使うのが楽し

ボム作りを

トでお腹も大満足し、心も

加で実施し

行いました。

体も癒される学習会となり

みのリップとかわいい型に

各自でみつ

香りの良いリップやバスボ
ムを使うのが楽しみです♪

ました。

材料を慎重に量ります

ろう等を量

ました。

２月

からない点の質問を受け

は確定申告までのスケジ

改正のポイントや新たな

度は毎年改正されており、

帳しました。

ながら個別に計算し、記

29

日に按分記

帳説明会（鹿追町税対策

１月

２月８日、池田町にて北海
道てん菜協会主催による「高
品質てん菜づくり講習会」が
開催されました。
講習会では、てん菜をめぐ
る情勢について農林水産省政
策統括官付地域作物課甘味資
源作物調整指導係長橋本力氏
から講演があり、消費者の低
甘味咾好等を背景に砂糖の消
費が低迷している反面、価格
は世界的に上昇しているとい
った内容の他、経営所得安定
対策と糖価調整制度の関係に
ついて説明がされました。ま
た、直接支払交付金単価の改
定があり、てん菜では 年産

各課の事業ＰＲを説明し、

30

持していく為の手法として、
新たなビート育苗センター
等の建設支援の検討、酪農
では規模拡大に伴い餌不足
が懸念される事から粗飼料
確保対策等について議論さ
れました。
これらの意見を基に、今
後鹿追町農業振興の為、関
係機関が一丸となり取組む
事を確認し懇話会を終了し

の出席を頂きました。
懇談会では、業務内容の

この懇談会は、より一層
多方面からのご意見やご提

13

10

ました。

女 性 農 業者地区別懇談 会 開 催
女性の声をＪＡ事業に活か
言を頂きました。

説明や今年度の事業実績・
日程で、各地区において女
す事を目的に３年前より開

１月 日から 日までの
性農業者を対象とした地区

途中、昼食をはさみなが
ら、どの地区も和やかな雰
囲気の中での懇談となりま
した。
また、平成 年度から始
まる第 次農業振興計画策
意見を多数頂きました。
今後、皆さんから寄せら
れたご意見を参考にＪＡ事
業を進めて参りますので、
今回の懇談会に限らず、日
頃より何かありましたら職
員にお声掛け頂きたいと存
じます。
当ＪＡでは、この懇談会
の他にＪＡ事業の理解を深
めて頂き、女性の視点から
のご意見を頂く事を目的と
した「女性の会・各種研修
会や学習会」も継続して開
催しますので、多くの皆さ

28

リップ＆バスボム作りで香りを楽しむ

～１年間の集大成、確定申告に向けて～
29

定に対しても、建設的なご

10

んの参加をお願い致します。

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

高品質てん菜
づくり講習会
農業簿記記帳説明会と
按分記帳説明会を開催

28

催しており、今年は約 名
90

楽しい雰囲気に包まれた地区別懇談会

43

フレッシュミズ学習会を開催

本町農業発展に向け多くの意見が出されました

6
7

26

別懇談会を開催しました。

今年も多数の意見・提案が出される

獅子座 7/23～8/22
【全体運】物事を邪推しやすく、親切にされても何か裏があるような気がしがち。考え過ぎないこと。足湯で気分を変えて
【健康運】イライラは体調に悪影響大。気分転換を
【幸運を呼ぶ食べ物】シイタケ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】優柔不断になりやすい月。迷ったら、独りで悩まず、信頼できる人に相談を。ただ、重要な決定は延期が正解
【健康運】次第に好転。体力アップに向いています
【幸運を呼ぶ食べ物】ワカメ
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今年で３年目

今回は昭和 年８月に十勝共進会で本町初のリザー
ブ・グランドチャンピオン賞（経産牛準最高位賞）を

行っても食が落ちない、お
息子同様に孫も家に戻って

や『ロマン』があります。

獲得した鹿追の蓮井政人さんにお話しを伺いました。

っとりとした性格の牛でし
きてくれたら嬉しいですね。

出来なくなったので売りに

年程して、授精しても受胎
人の為にも、乳牛改良に熱

共進会を楽しみにしている

鹿追町の酪農の為にも、

●現在も乳牛改良に
取組んでいる若い
世代へ

た。この牛はその年の全道
共進会でも１等１席とベス
トアダー賞を獲得しました。
（写真が全道大会出場時の
写真）

出す事にしたのですが、一
心な人にはぜひ改良を続け

この牛は全道共進会後２

般市場で取引されている価
ていって欲しいですね。

孫も参加した平成27年全国共進会の様子

昭和61年９月号掲載
「クローズアップ 十勝共進会で
本町の牛が初のリザーブチャンピ
オン賞を獲得」

その牛にあった種を付けて
改良してきました。あとは
乳房に無理をさせない事で

乳房炎にさせない様に牛の

私は定時制高校に通いな
すね。必ず搾乳後は後搾り

●乳牛改良を初めた
きっかけ
がら実家の農業を手伝って
をする様にしていました。

を作る事と体型を重視した
会に入っておらず、共進会

実は当時、乳牛改良同志

●町内初のリザーブ・
グランドチャンピ
オン賞を獲得した
時の思い出

いました。当時は畑酪混合
で私の母が搾乳をしていた
ので、その手助けをしたい
と思い農業を継ぐ事を決意
しました。そのうち牛好き
が高じて乳牛改良を行う様

改良を中心に進めました。
も２回目の出場でした。そ

になり、血統１００％の牛

昭和 年頃には酪農専業に

必ず自分の指定した精液で

授精する精液も自分で調べ、

していました。また、牛に

入らず牛舎や車庫を手作り

朝から晩までほとんど家に

と気が済まない性格からか、

なり、全部自分でやらない

型の牛でした。ただ、産ま

た牛で本牛自体も小柄な体

視ではなく、生産性に秀で

いておらず、父牛も体型重

はまだ体格審査で点数も付

たそうです。また、この牛

酪農家だと知らない人もい

の為、町内の若い人は私が

れた時から胸幅の広い牛だ
なぁという印象はありまし
たね。出品した時に何産目

良い母牛から必ず良い牛

産んでいて、隣の牛のエサ

が、この牛は何度も双子を

だったかは覚えていません

が産まれるとは限らない事

でした。共進会場に連れて

もよく食べてしまう大食漢

いという訳ではないので、

ですね。精液も高い物が良

●乳牛改良で大変だ
った事

種付けをしてもらいました。

52

61

格の３倍で売れ、釧路へ行
く事になりました。思い出
がたくさん詰まった牛でも
あり、別れの日には寂しさ
のあまり家族で涙を流しま
したね。

● 後継者に期待する事
今年の春、孫が農業高校
を卒業し、酪農家に実習に
入る予定です。息子もそう
でしたが、孫も共進会に興
味を持ってくれている様で
平成 年の全国共進会に孫
が出品し、優等賞４席（４
位入賞）を果たしました。
共進会は仕事としてただ乳
を 搾 る だ け で な く、『 夢 』

同じ年に全道大会で１等１席を獲得した時の写真を抱える蓮井さん。
「いつも牛舎にいて、趣味は種牛の本を読むことだったのよ」と奥様も笑ってお話し下さいました。

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】ネガティブに物事を捉えてしまいそう。意識してプラス思考を。神社など、神聖な場所に出掛けると開運可能
【健康運】急激な運動は×。除々に体を慣らして
【幸運を呼ぶ食べ物】ワケギ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】クリエーティブな活動を楽しむのに向いています。芸術的な趣味を堪能しては。親しい友人たちとの行楽も幸運
【健康運】ちょっとしたけがに気を付けて。慎重に
【幸運を呼ぶ食べ物】ナバナ

9

27

究
む
わ
き

応募総数27作品の中から、青年部役員による厳正な審査の結果、次の通り各賞が選考されました。
多数の応募ありがとうございました。

「農作業安全」の部 最優
秀賞の河辺哲子さん（中央）
に青年部より記念品が贈呈
されました。
（左 髙橋部長、右 妹尾
農政営農部長）
：

「食の安全・安心」の部
最優秀賞の白石知徳さん（中
央）に青年部より記念品が
贈呈されました。

「農作業安全」の部
【最優秀賞】

一寸した
心のゆるみ

青年部セミナー
圭一
淳也

営農部職員 と意見交換会 を実施
ＪＡ青年部 農政営農部長 妹尾
出口
組織対策部長

農業について部員自らが考
意見交換を基にこれからの

午後からは午前中に行った

中心とした意見交換を行い、

える事を目的とした青年部
青年部活動について部員間
夜は午前中に引き続き、営

セミナー（農政営農部主催）
午前中は営農部主幹職員
農部主幹職員に参加頂き、

で話し合いを行いました。

と平成 年度からスタート
意見交換会（組織対策部主

●搾乳作業の改善に苦労し
た事はありますか
やはり今まで体に染みつ
いた搾乳作業を改善するの
は大変でした。作業する人
も何人かいる中で、牛にス
トレスを与えない為に作業
の統一化を図り、徹底する
事は家族内と言えど苦労し
ました。
●乳質を良くする為に何に
意識を置いて取組んでい
ますか
まずは、当たり前の事を
当たり前にやる事そして
牛も人間もストレスを与え
ない事ですかね。今はやり
の言葉を使うとすれば〝牛
ファースト〟ですね
現在、樽見牧場で研修生
として活躍している
尾崎さんに
も話をお伺
いしたところ、
『牛を怒って
いる靖さんの
姿を見た絵美さ
んが靖さんに対
し牛を怒ったら

ました。

年前の学

い満面の笑みで語って頂き

いきたい』と樽見さんらし

等にも力を入れて取組んで

後は繁殖管理や子牛の管理

けばほとんど無いので、今

『乳房炎は夏場の時期を除

ますか

●今後の目標や課題はあり

ました。

入りに綺麗に拭きあげてい

うに拭いた後、乳頭口を念

施し、乳頭の清拭も捻るよ

ひね

を１乳頭につき５回以上実

習会で習った通り』前搾り

い た と こ ろ、『

の搾乳作業を見学させて頂

また、取材した当日、夜

すよ』と仰っていました。

いきたいと思います。

今後の取組みに活かして

きに繋がる行事となり、

する一つのヒントや気づ

て営農・青年部活動に関

りましたが、部員にとっ

一日がかりの行事とな

なりました。

が出来、有意義な時間と

いる事を意見交換する事

ついて日頃疑問に思って

められ、また、農業等に

農部主幹職員と交流が深

上で関わりが深くなる営

今後営農を行っていく

催）を行いました。

する第 次農業振興計画を

を開催しました。

１月 日、今後の鹿追町
27

10 29

大きな事故

 西町 河辺 哲子 さん

4 4

「食の安全・安心」の部
【最優秀賞】

鹿追に
4 4

しかないおいしさ

届けよう
とものり

 仲町 白石 知徳 さん

今回は『昨年の鹿追町内
で乳質成績がトップ』の上
然別地区の樽見靖さん、絵
美さんに取組みや考え方に
ついてお話を伺いました。

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

ダメと怒るんで

今後の鹿追町農業について話し合いました

：

『 究（ き わ む ）
』で は 個 人 の こ だ
わりや取組みをクローズアップし
紹介していく中で、農業者を始め、
町民皆様の気づきや参考となる一
つの考え方を情報として発信して
いきます。

●乳質改善に取組み始めた
時期やきっかけはいつで
すか
今から 年程前にＪＡ主
催の学習会で〝搾乳作業で
前搾りと乳頭清拭の重要性〟
を勉強しました。前搾りは、
乳房炎の早期発見等をする
為にとても大事な作業とい
う事を聞き、早速その日か
ら実践しようと思いました。
ところが、うちの牛達は前
搾りをしても全然乳が出ず、
ＪＡの担当者に相談したと
ころ、私の家の牛達は『過
搾乳により乳頭が固くなっ
て、それで出ないんですよ』
と指導されたんです。この
言葉を聞いた時、普段の作
おろそ

業を疎かにしていたなと痛
感しました。また、子供達
にも自分達の搾った生乳を
安心して飲ませたいという
思いから搾乳作業の改善に
取組みました。

10

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】感情的になりやすい期間。他人の行動にあれこれ口を挟むとトラブルの原因に。親しい相手でも過干渉は控えて
【健康運】下り坂。でも、心配し過ぎは逆効果です
【幸運を呼ぶ食べ物】パセリ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】知的好奇心が旺盛に。興味を引かれることがあれば、試してみて。新しい趣味や習い事を始めるのもお勧め
【健康運】体調が上向く兆し。元気に活動できそう
【幸運を呼ぶ食べ物】数の子

11

10

「農作業安全」
「食の安全・安心」

各部門の 最優秀作品 が決定！

昨年のＪＡ通信12月号で募集したＪＡ鹿追町青年部標語の入賞作品が決定致しました。
今回も「農作業安全」「食の安全・安心」の２つのテーマで募集しました。

樽見さんご夫妻と研修生の尾崎さん
（右）

樽見家のポリシーと搾乳手順を
パーラーの壁に

靖さん・絵美さん
樽見
上然別

JA鹿追町青年部標語

髙江彩加さん（大阪府出
身）は平成 年４月から角
川一晴牧場の従業員として
活躍されています。
髙江さんは以前、大阪で
病院の調理師として勤務さ
れていました。北海道の大
学に通っていた友達に一緒
に働いてみないかと誘われ、
ピュアモルト研修生として
鹿追町に来たのがきっかけ
で角川牧場で働く事になっ
たそうです。

主要な原料であり、平成

「仕事は搾乳とえさ作りと
哺乳を担当しています。最
初は牛が怖かったけど今は
とってもかわいいです。
仕事をする上で最も心掛
けている事は自分自身が怪
我をしない事です。牛にも
人間と同じように色々な性

ので搾乳中は牛に蹴られな

牛もいれば暴れる牛もいる
行ったり、札幌に車でドラ

のジュエリーアイスを見に

休日の過ごし方は「豊頃

らいいかな」と優しい笑顔

ライベートも楽しくできた

今後の目標は「仕事もプ

格があります。おとなしい

い様に特に注意をしていま

でお話しして下さいました。

分を補給する土壌改良材と

イブをします」

子牛がいちばんかわいいです使

す」

管されます。製糖工場は

して再利用されます。
製品の違いについては、
％が炭水化

特長ある砂糖の製造を行い、

「てんさい糖」は炭水化物

物になります。それに対し

「上白糖」は
製品は倉庫に保管され年間

の他に天然のミネラルやお
副生産物として根部の搾

ゴ糖が含まれておりますの

ズス菌の活性源となるオリ

なかの調子を整えるビフィ
りかすの繊維分は「ビート

で、自然と私たちに栄養素

Ａコープ鹿追店では、
「て

パルプ」と呼ばれ、酪農家

汁）の色素と不純物の除去

んさい糖」
「上白糖」
「グラ

の成分が補われる利点があ

に石灰を使用し、この工程

ニュ糖」各種取り揃えてお

へ牛の飼料として供給され

で生じる汚泥は「ライムケ

りますので、ご利用下さい。

ります。

ーキ」と呼ばれ、畑に石灰

ます。更に糖液（搾った煮

荷されます。

を通して安定した品質で出

白糖」
「 グ ラ ニ ュ 糖 」の 各

に よ り「 て ん さ い 糖 」
「上

月～翌年３月まで連続操業

10

髙江さんに働いてみた感

は、大根に似ておりホウ
年産では北海道の５９，３

営を支える基幹作物のひと

99

想を伺いました。

「
てん菜は、お砂糖の原料です」
糖の消費量の ％を占める

レン草と同じアカザ科の
９０ （鹿追町１，１７８

てん菜（別称ビート）

作物です。この太い根部
詰めると砂糖がとれます。
つです。

）で栽培しており畑作経

てん菜は日本における砂

風味がよい
自然のやさしい甘さ

てん菜は、３月
に苗づくり、４月
下旬から５月上旬
に畑へ苗の定植又
は直播栽培であれ

収穫されたビート

ば播種、夏から秋
は成長期となり根
にたっぷり糖分を
蓄えます。その後、
月～ 月にかけ
て根の部分を収穫
し、トラックで製
糖工場へ運ばれ「原
料」として堆積保

徴

―
―
む
含
ミネラル・オリゴ糖

館
特

しっとり
サラサラ
コクのある甘さ スッキリした甘さ
茶（琥珀）色

を裁断して搾った汁を煮

仕事 も
プライベートも

楽 しく
報
色
白
色
調

ha

ビートからつくられる商品

グラニュ糖

美蔓

角川一晴牧場従業員
25
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白
色

ha

12
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】和やかムード。やるべき作業を片付けたら、その後はプライベートタイムを満喫できます。好きなことに励んで
【健康運】食生活の乱れから悪影響が。改善が必須
【幸運を呼ぶ食べ物】ハマグリ
魚座 2/19～3/20
【全体運】性格のプラス面が評価される気配。周囲のサポートもあり、すんなり新たな展開が。再トライの成功確率も高め
【健康運】軽く体を動かせば、体調に好影響あり
【幸運を呼ぶ食べ物】キャベツ

13

10

上 白 糖
てんさい糖

髙江 彩加さん

情
主な砂糖の種類表

27

に
な
る

JA
28

気

鹿追給油所

あぐりnews

仮営業中

日頃より、鹿追給油所をご利用頂きありがとうございます。
現在、仮営業を行っておりますが、仮営業期間中（７月中旬迄）店頭給油の
お客様は店頭価格から１円/ℓ値引きとさせて頂きますので、ご利用をよろし
くお願い致します。

米国大統領就任に関わる農業情勢について

（注）Ａコープ各店で１回のお買い物金額5,000円以上レシート持参で３円/ℓ値引き、
車輌整備工場で車検を更新した車に対する３円/ℓ値引きもご利用出来ます。

１月23日、トランプ大統領はＴＰＰ交渉から永久に離脱する事を指示する大統領令に署名しました。

※利用条件等、詳細は給油所職員にお尋ね下さい。

☆オイル交換・タイヤ交換・パンク修理等は当ＪＡの別施設での作業となりますので、
事前に給油所職員迄お申し付け下さい。( ☎66－2430)
３月の営業時間

平日
日曜

１月20日、トランプ氏が第45代米国大統領に就任し、全ての決断は自国の利益を最優先する
「米国第一」主義を宣言し、TPP を始めとした農業情勢に対しどのような影響を及ぼすかをご紹介致します。

８：３０～１８：３０、祝日
９：００～１８：００

『ＴＰＰ離脱にかかる米国通商代表への指示に関する大統領令（抜粋）
』
“ＴＰＰの署名国から米国として離脱するとともに、ＴＰＰ交渉からも永久に撤退することを指

８：３０～１８：００

示する。その上で、米国産業を振興し、米国の労働者を保護し、米国の賃金を上げる、あらゆ
る二国間の通商交渉の追及を開始するよう指示する。
”

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ＴＰＰ参加各国の動向

JAバンクをご利用のお客さまへ

ATMなどのサービスを
一時休止させていただきます。

平成29年
（2017）

○オーストラリア・ニュージーランドは、米国抜きのＴＰＰの実現を模索
○チリは新たな通商協定を目指す

5月 4日 ㊍ 祝 /20日 ㊏

いつも JA バンクをご利用いただきありがとうございます。
このたび JA バンクの全国統一電算システムの更改にともない、誠に勝手ながら
ATM・JA ネットバンク等のサービスを一時休止させていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

○メキシコやカナダは、ＴＰＰどころかトランプ大統領が再交渉を宣言した北米自由貿易協定へ

9月 16日 ㊏・17日 ㊐

29

日

31

の対応に追われかねないと報じられています。
日

人 事 異 動

平成 年１月
依願退職

29




平成 年２月１日

信用部長 融資課長兼務 
営農部審議役（企画振興課担当） 

総務部長 経営課長兼務 
総務部管理課長 経営課兼務 

営農部企画振興課長 

本

の

動

向

日本政府は当初、大統領選でトランプ氏が『ＴＰＰ交渉からの離脱』を公約として掲げていた事
もあり、大統領就任前から日本政府としてはこれまで通り米国を説得していく考えを示しました。
しかし、トランプ大統領がＴＰＰ交渉から離脱する大統領令に署名した事に伴い、２月10日の日
米首脳会談後の共同声明では、
『米国がＴＰＰから離脱した点に留意し、最善の方法を探求した上で、
日米で二国間の枠組みに関する議論を行う』と発表されました。
これにより、今後の貿易交渉は二国間の貿易交渉であるＦＴＡ（自由貿易協定）交渉に進む事が
想定され、
「米国第一主義」を掲げるトランプ大統領との日米ＦＴＡ交渉はＴＰＰ交渉を上回る厳
しい交渉になる事は必至な状況です。
また、日米ＦＴＡ交渉が具現化した場合、現在農業分野で交渉が難航している日ＥＵ・ＥＰＡ*1
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営農部畜産課長
太 田

購買部整備工場長 
寺 嶋
総務部経営課主幹（農政企画業務）

総合職員

大

信用部貯金共済課主幹（貯金業務） 菅

信用部融資課主幹（融資業務） 
佐
総務部経営課主任（農政企画業務）  藤

高

馬

濱

松

川

西

信用部融資課主任（相談業務） 
匂
営農部企画振興課主任（企画振興業務）


信用部融資課（相談業務） 
信用部融資課（相談業務） 

信用部融資課（相談業務） 
信用部融資課（融資業務） 

購買部資材課（資材業務）


熊

購買部Ａコープ課（生活店舗業務）  高 橋
総務部管理課（管理業務）内部監査室兼務



や既に交渉が開始されているＲＣＥＰ*2に対しても影響を与える懸念があり、先進国の中でも最低
水準と言われる日本の食糧自給率の更なる低下が危惧されるだけでなく、日本の食の安全・安心を

浩

茂

二

久

敏

脅かす恐れのある二国間等の貿易交渉を注視していく必要があります。
浩

伸
学

収

悟

子

悟

素
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晃
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大
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広

々

恵理奈

奈
15

トランプ米国大統領のＴＰＰ離脱を受け、ＴＰＰ参加各国の動きとして…

3月 18日 ㊏

*1
*2

日 EU・EPA：日本と EU における経済連携協定
RCEP：
「東アジア地域包括的経済連携」と呼ばれ、ASEAN を中心に16カ国が参加する広域自由貿易協定

14

クロスワードパズル
タテのカギ
①役者が観客に見せるもの

さらに金利△0.2%

に読みます
⑥ドラマの
た

⑯阿弥陀如来が居るとされる所

⑭鍋料理の締めに作ることも

い範囲

⑩自分の目では見ることができな

⑧ヒエやアワ、キビなどのこと

⑦ボラの卵巣から作る珍味

地を見学しに行っ

③卒業式で在校生が卒業生のため

当ＪＡ整備工場より車輌を購入される方は、

⑱中敷きを入れると履きやすくな

ることも
⑲京都市内の道は
だといわれます

の目のよう

⑳知多半島、渥美半島がある県
ヨコのカギ
①桃の節句に付きものの飲み物

が差す

②水をくんで運ぶのに適した容器
③流れ星が横切る所
④雲の切れ間から

⑤栄養があっておいしい物のこと
⑦両親と未婚の子どもで構成され
ます
⑨背中とお尻の間
⑪陸・海・
⑫ＯＮとＯＦＦを切り替える装置
⑬臼歯の別名です
の手を差し伸べた
時から 時の終わりまで

⑮周囲が
⑯

〈応募方法〉

３月 日ですので、以降は無効と

函して下さい。応募の締め切りは

設置してあります応募ＢＯＸに投

所、瓜幕事業所、東瓜幕事業所に

コープ鹿追店、ホクレン鹿追給油

ＪＡ鹿追町経営課、金融店舗、Ａ

別紙の解答用紙に答えを記入し、

＊基準金利 2.575％
当初3年間

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、「大丸

名）
の中

水産いか昆布」です。多数のご応
募お待ちしています。

名
（応募総数

〈２月の正解〉

正解者

190

車両購入のご相談は是非JA
整備工場 (66-2635 担当：寺嶋） へ
⑰エビネやサギソウもこの仲間

固定変動選択
3年型

末日までにＡコープ鹿追店サービ

れましたので、お手数ですが３月

から抽選により次の方々が当選さ

190

4年目以降、基準金利から
らなければ無効とさせて頂きます
ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
（敬称略）
家 山 正 弘
鈴 木 富美子
河 内 美恵子
丸 山 幸 子
菅 原 恵美子
笠 間 哲 秀
和 田 真里子
矢 萩 正 江
松 見 知栄子
上 重 邦 夫
河 邊 盛 幸
菊 池 俊 之
西 嶋 勝 江
小田切
陽
西 科 千代子
瘧 師 邦 雄
棚 瀬 千代子
常 松 康 成
下川原 正 人
長 江 信 子
新町３丁目
仲町１丁目
音
更
中 鹿 追
泉町２丁目
美
蔓
南町２丁目
栄町１丁目
瓜
幕
北町１丁目
北 鹿 追
新町４丁目
下 鹿 追
中 鹿 追
緑町１丁目
元町２丁目
新町３丁目
仲町２丁目
仲町２丁目
緑町１丁目

担当：濱澤、佐藤

℡ ６６-２１３１
℡ ６６-３４００
６６-２１３１
代
表
融
代資課直通
表

JA鹿追町

1.3％ 引き下げ
最大

なお、期日までにお引取りにな

*お問い合わせ・ご相談は ・・・
営農部 畜産課 岩崎 陽祐

平成29年3月1日～4月30日
受付
期間
10

ユ キ ダ ル マ
スカウンターにてお受取り下さい。

〈今月の抽選者は私です〉

20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ最引下金利

（基準金利2.00%）

1.400%
最引下金利
変動金利型

16
17

23

平成29年2月1日～9月29日
受付
期間

1.200％
12

ＪＡは、皆様のカーライフを応援します ！！
〔387回〕
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？

借入金額50万円以上で

