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せの お

笹

川

パパ

あ か り

妹尾 朱莉ちゃん

圭一さん

ママ

千佳さん

年 月４日

︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

２歳４カ月

︻名前の由来︼

明るく、かわいらしく育

って欲しい

︻初めて話した言葉︼

ママ

︻好きな遊び︼

お店屋さんごっこ

︻好きな食べ物︼

グラタン

︻特技︼

トランポリン

︻チャームポイント︼

太いまゆげ

︻笑いのツボ︼

お腹をこちょこちょする

こと

︻成長を感じた瞬間︼

着替えやトイレなど身の

回りのことが少しずつ出来

てきたところ

︻パパママから一言︼

これからも元気いっぱい

たくさん遊ぼうね
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オリジナルピザ

（トマト・てりやきチキン味）

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３月 日
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作り方
【ピザ生地】
①耐熱ボールに牛乳・バターを入れて電子レンジで30秒温める（人肌
より熱いようなら冷ましておく）
②①にその他の材料を加え、粉っぽさがなくなるまで箸でこねる。そ
の後、ラップをしてレンジ弱で30秒温める。
③２倍に膨らんだらガスを抜いて２等分に丸め直して10分ベンチタイ
ムを取る。
④オーブンに天板を入れ250度で予熱。
⑤打ち粉をしてクッキングシートの上で薄く伸ばす。その後、生地を
フォークで刺す。
【トマト味】
①玉ねぎ・ピーマン・ベーコンを薄切り、ウインナーを輪切りにする。
②生地にケチャップとにんにくを混ぜたソースを塗って、①を飾り、
チーズをかけて200度のオーブンで15分焼く。

【トマト味】
玉ねぎ………………１個
ピーマン……………３個
ベーコン……………60ｇ
ウインナー…………180ｇ
ケチャップ…………大さじ６
にんにくチューブ…１センチ
とろけるチーズ……200ｇ

【てりやきチキン味】
鶏もも肉……………500ｇ
玉ねぎ………………１個
しょう油・みりん…各40㏄
砂糖…………………大さじ１
しょうがチューブ…２センチ
マヨネーズ…………適量
とろけるチーズ……60ｇ

【てりやきチキン味】
①玉ねぎは３㎝の薄切り、鶏もも肉を２㎝の薄切りにする。
②フライパンに油をひいて玉ねぎ・鶏もも肉を炒める。
③②にしょう油・みりん・砂糖・しょうがを入れて煮詰める。
④冷まして生地にのせる。その上にマヨネーズ・チーズを適量乗せて
200度のオーブンで15分焼く。

番地

4月

昨年の町内てん菜糖収量トップ
東瓜幕 山西 吾郎 さ ん

鹿追中学校ソフトテニス部後援会

料 （20人分）

クリスピーピザ生地（この分量で直径20㎝が１枚）
強力粉………………50ｇ
ドライイースト……小さじ１
小麦粉………………50ｇ
牛乳…………………75㏄
砂糖…………………大さじ１
バター………………６ｇ
塩……………………１つまみ
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豊穣を願い春作業が始まりました

《てん菜》

《野菜センター》

丹精込めて苗作りを行います。

日に日に大きく成長していきます。

下鹿追育苗センター
【稼働期間】 ３月６日〜３月16日
【製造冊数】 11,720冊
【相当面積】 約195ha

東中瓜幕育苗センター
【稼働期間】 ３月４日〜３月16日
【製造冊数】 13,701冊
【相当面積】 約228ha

《イチゴ苗》

《キャベツ》

【育 苗 期 間】３月15日〜翌年５月上旬
【引渡予定日】５月上旬〜
【定 植 面 積】3.3ha
【一 口 メ モ】
無病株を一年かけてハウスで増殖し、それを
更に圃場で増殖したものを府県へ送っています。

【育 苗 期 間】３月18日〜７月上旬
【引渡予定日】４月21日〜８月上旬
【定 植 面 積】生食用９ha 加工用55ha
【一 口 メ モ】
プラグトレイで管理されているキャベツ苗は、
ハウス内で30日前後育苗された後、圃場に定
植されます。

《コントラ課（融雪材散布作業）
》

【一口メモ】
約1,200ha 作付が見込まれるてん菜は、45日前後ハウス内で育苗され、４月下旬から移植作
業が始まります。

【実施期間】３月10日～
昨年のてん菜糖収量トップ
山 西 吾 郎 さん
東瓜幕

昨年、町内でてん菜糖収量

がトップだった山西吾郎さん

にてん菜を育てるに当たり心

がけている事をお伺いしまし

た。

「農産課やホクレンから配信

される育苗のポイントを守り、

温度や水管理を実践していま

す。良いてん菜を作るには育

苗期間の根張りが重要です。

短期間にまっすぐ伸びる物が

良いので管理には気を付けて

いますが、ハウスの中であっ

ても天候には左右されやすい

のでこれがなかなか難しいで

す。
」と話して下さいました。

3

牡牛座 4/20～5/20
【全体運】誰にでも優しく接することができ、周囲の人から慕われます。面倒見の良さを発揮して。半身浴や足場にツキ
【健康運】疲れをため込みやすい。気晴らしが必要
【幸運を呼ぶ食べ物】カブ

【受託面積】1，500ha
【一口メモ】
クローラトラクターにブロード
キャスターをセットし、４班体制
で進めています。積雪は昨年に比
べ少ない状況ですが、融雪を進め
る事でスムーズな春作業が期待出
来ます。

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】自分に自信が持てる時期です。積極的に自己アピールを。温めていたプランを実行に移してみるのも良い結果に
【健康運】腰が重くなりそう。まめに動きましょう
【幸運を呼ぶ食べ物】ウド
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２月 日、第 回ＪＡ鹿
追町青年部定期総会を開催
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大久保慎也さん（右）

が上程され、議長のスムー

新年度のスタートにあた

経営知識や技術を学び、仲

髙橋部長の挨拶に続き、

審議終了後、新旧役員の

間との情報交換を通して人

り、大村新部長から青年部

挨拶があり、旧役員からは

として成長していける活動

ズな進行により全て原案通

部員の協力のもと、１年間

を目標とする事を確認し、

ＪＡ太田畜産課長、十勝地

議長には然美支部の太田
職務を全う出来た事に対す

総会が終了しました。

ルトクラブ勇会長より祝辞

広光さんと通明支部の大久
る感謝と次年度の活動に向

を頂きました。

保慎也さんが選出され、議

したが、輸入農畜産物との競争は

協定発効の目処は立たなくなりま

連携協定）
もアメリカの離脱により

絶えません。
ＴＰＰ
（環太平洋経済

勢は依然として先が見えず変化が

現在、私たちを取り巻く農業情

が築き上げてきたものを大切にし

ないでしょうか。これまで先輩達

していける場所が青年部組織では

います。その中で、人として成長

得られることがたくさんあると思

や、情報を交換することによって

の皆様のご指導、お力添え、部員

ながら自分も含め部員一人ひとり

の皆様そしてご家族皆様のご理解、

が少しでも成長していける様な活

このような厳しい状況だからこ

ご協力を何卒よろしくお願い申し

これからも続いていきます。
また、

そ、青年部として同じ農業をして

上げます。今年は天候に恵まれ、

昨年のような連続して上陸する台

選任されました。これまでの青年

いる同年代の仲間との繋がりを大

豊穣の出来秋となることを祈願致

結びになりますが、各関係機関

部活動、またＪＡ組織においても

切にしていかなければならないと

しまして就任の挨拶とさせていた

動を行っていきたいと思います。

重要な役割を果たしてきた青年部

強く感じています。もちろん自分

だきます。

いても年々厳しさが増しています。

部長という責任ある立場に選任さ

自身の経営知識や技術を学ぶこと

風や局地的な大雨等、
自然環境にお

年部活動を通じて他の人の考え方

けての助言・期待の言葉が、

青年部長就任のご挨拶

日に行われた第

れ、身の引き締まる想いで一杯で

は大切なことだと思いますが、青

青年部長退任のご挨拶

この度、第 回定期総会を持ち
まして、青年部長を退任する運び
となりました。こうして任期を終
える事が出来たのも青年部員をは
じめ、ご家族やＪＡ・各関係機関
皆様のご支援・ご協力があったか
らだと思います。本当に有難う御
座いました。
新年度も大村部長を先頭に新た
な体制が組まれスタートしました。
今後の活動に期待するところです。

昨年度の活動を振り返りますと、
長雨や台風の影響を受け農作業の
遅れる中ではありましたが、各部
役員を中心に積極的に事業を展開
す る 事 が 出 来 ま し た。
「今後の青
年部活動」や「営農に関して」を
テーマとした学習会や、畑を実際
に堀り作物がどのように根を伸ば
しているか等営農に直結する活動、
ＪＡ青婦部や役場若手職員、他単
組との交流会等を通しての仲間づ
くり、それから子ども農業体験や
鹿追産農畜産物の販売促進活動な
ど消費者や未来消費者へと繋がる
活動を行ってきました。
「くてくぅ」が誕生して４年目
を迎えました。鹿追産農畜産物を
手に取り口にしてくれている消費
者や、未来の消費者となる子ども
達と直接繋がる事が出来る事は、
先輩達が残してくれた財産であり、
より一層「いい物」を作ろうとい

う意欲に繋がると思います。今後
も積極的に多くの部員に体験して
もらえればと思います。どれも限
られた時間の中で青年部でしか出
来ない活動なのでは無いかと感じ
る事が出来ました。
農業を取り巻く環境も日々目ま
ぐるしく変化して行く中で、自ら
が考え青年部の仲間やＪＡをより
どころに行動して行く事が大切だ
と思います。今後の鹿追町農業の
未来に花を咲かせるための「土」
となるのが青年部であり、一人ひ
とりの想いが「種」となって行く
のだと思います。
皆様方におかれましては、ＪＡ
鹿追町青年部に対しまして今後も
変わらぬご指導をよろしくお願い
すると共に、本年も豊穣の出来秋
を迎えられる事を祈願しまして退
任の挨拶とさせて頂きます。

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

す。新役員の皆さんと協力しなが

回定期総会におきまして部長に

この度、２月

和也

たところです。

案審議が行われました。

員一人ひとりが自分自身の

ました。

業に対する決意が述べられ

また新役員からは新年度事

開会にあたり、全員でＪＡ青年部綱領を朗唱しました

り承認されました。

画・予算案等について議案

算報告、平成 年度事業計

平成 年度事業報告と決

議長に選出された
然美 太田 広光さん
（左） 通明

28

区青協新津理事、ピュアモ

しました。

29

27

ら精一杯務めて参りたいと決意し

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】好奇心が旺盛になる気配。興味を引かれることがあれば、前向きにトライして。趣味や習い事に励むのも正解
【健康運】不規則な生活になりがち。節制すること
【幸運を呼ぶ食べ物】もずく
蟹座 6/22～7/22
【全体運】不注意になりやすい期間。慣れている作業でも確認を忘れずに。大自然に触れることでリフレッシュできます
【健康運】順調。ストレッチで血行促進を図って
【幸運を呼ぶ食べ物】ミツバ

5

長

監

大村
髙橋 将太郎

明
部

27
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和也 通

新三役の大村部長、内海副部長、井端副部長（左から）

66

美

大村
副

地 区
名
氏
名
職
役

～部員一人ひとりが人として成長していける活動を～
長
部

第66回定期総会
ＪＡ鹿追町青年部
（敬称略）

平成29年度役員

第

のご理解とご協力をお願い

ＪＡ鹿追町女性部
２月 日、第 回ＪＡ鹿

回定 期 総 会

ＪＡ木幡専務理事、鹿追町

蓑口部長の挨拶に続き、
岡茶の紹介と急須を使った

淹れ方教室』を開催し、静

静岡中央会による『お茶の

また、総会終了後はＪＡ

が出来た、非

再発見する事

緑茶の魅力を

馴染みの深い

来ます。普段、
長

平成 年度役員
部
副部長

事

副部長
監

 （敬称略）

植田 葉子 （北鹿追）

幕）

恵 （北鹿追）

新田 順子 （瓜
追）

髙野

蓑口 美香 （鹿

去る２月 日に行われた第 回
定期総会にて、女性部長を務める
事になりました。
これまで役員を４期させて頂き
ましたが、部員歴は短くまだ 年
未満です。それまでフレッシュミ
ズ等に所属せずにいましたが、近
所の女性部の方にお誘い頂いたの
をきっかけに入部しました。元来
は家の中で一人で過ごすのが好き

女性部長退任のご挨拶

きたいと思わずにはいられません。
一方、社会からは「女性の活躍」
を期待されていますが、気負う事
なく、ＪＡ鹿追町女性部ならでは
の活動を楽しんでいけたら良いな
とも考えています。
この４年間多くの方にお世話に
なりました。特にＪＡ、女性部々
員の皆様には今後より一層のご指
導、ご協力をお願い致します。前
部長の様なリーダーシップはあり
ませんが、他の役員と協力し、よ
り多くの方が参加しやすく、充実
した活動が出来る様、工夫してい
きたいです。
最後になりましたが、この１年
間皆様が健康に、また心豊かに過
ごされます様、心よりお祈り申し
上げます。どうぞ宜しくお願い致
します。

私たちがどれだけ恵まれた環境（助

２年やらせて頂き、他と比べると、

女性部長と共に、十勝の役員も

に感謝とお礼の気持ちでいっぱい

が広がりました。支えて頂いた事

ってくれた事で、本当に活動の幅

部長が変わっても、女性部活動

です。

今後は植田部長を中心に更に充

は何も変わりません。自分たちの

実した活動が出来ます様、関係機

女性部活動に興味が無かった私

持たせる様な取組みが出来たのだ

関の皆様や部員の皆さん、またそ

やりたい事を、やれる様に考えて

と思っています。みんなの気持ち

のご家族の皆様には、更なるご指

行動するだけです。

が一つになって、一緒に考え行動

ですが、だからこそ皆さんの気持

日に日に春めいて心地良い風が

する事が楽しいと思える様になっ

なの協力が必要だとそれぞれが思

女性部活動を続ける為にはみん

りました。

がとうございました。

拶とさせて頂きます。本当にあり

導、ご協力をお願いし、退任の挨

回定期総会にて女性部

この度第

この３年間、部員の皆さんは勿

長を退任することとなりました。
論、ＪＡ並びに関係機関の皆様に
は本当にお世話になりました。

た事が私にとって一番の宝物とな

感じられるようになったこの頃、

ちも理解出来、この活動に意味を

も分かり、学びの多い３年でした。

成金等）
で活動させて貰っているか

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

でしたので、当初は積極的に関わ
ろうと思っていませんでした。ま
して自分が部長になる日が来ると
は思ってもいませんでした。
ところがいざ参加してみると、
多様な人と関わる中で、それまで
全く接点のなかった人の一面を知
ったり、研修等で新しい知識を得
たり、慣れない踊りの練習をした
り、あるいは人の笑顔で自分も楽
しく感じたりと、新しい自分を発
見する事が出来ました。
もう一つ役員になって感じた事
は、
私達の親の時代に比べ、
農村女
性を取り巻く環境は格段に良くな
っているという事です。もちろん
まだまだ課題はありますが、女性
部の果たした役割が大きかったの
ではないでしょうか。それを考え
ると私はこの組織を大切にしてい

お茶の淹れ方教室にもたくさんの方
に参加頂きました

～気負わず、楽しめる活動を～

役場菅原農業振興課長より
緑茶の淹れ方を教えて頂き
常に楽しい講

致します。

祝辞を頂きました。
ました。温度や時間のコツ
習会となりま

女性部長就任のご挨拶

29

追町女性部定期総会を開催

議長には上幌内地区の宮
を押さえるだけで誰でも美
した。

い

下弘子さんと幌内地区の髙
味しいお茶を淹れる事が出

年度活動報告・収支決

しました。

68

橋孝子さんが選出され、平
成

1,500円

議長を務めた
髙橋孝子さん
（左）
、上幌内 宮下弘子さん
（右）

算報告、並びに平成 年度
活動計画・予算案、役員改選
について審議され、いずれ

7,000円

美味しいお茶でほっと一息嗣

も原案通り可決されました。
議事終了後、ひまわりの
会会長の村瀬緑さんより活
動報告が行われ、定期総会
が終了しました。
当日は晴天に恵まれ、来
賓を始め、部員の皆様方に
多くのご出席を頂き、定期
総会を開催する事が出来ま

Ｌ

した。
平成 年度は参加者自身

8,000円

葉子

が楽しめる活発な活動を目

鶴

植田

指していきますので部員の

1,500円

68

皆様、更にはご家族の皆様

冬

10

ＪＡ女性部では留袖・喪服を各種取り揃え、

Ｍ
服

冬
喪

Ｌ

28

Ａコープ鹿追店サービスカウンターで、貸し出

5,000円

小物のみ

しを行っていますので、是非ご利用下さい。

6,000円

袖

花と鶴

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】プラス思考が幸運を引き寄せる兆し。何事も攻めの姿勢で行動を起こして。クリエーティブな活動もお勧め
【健康運】張り切り過ぎ注意。運動前は準備運動を
【幸運を呼ぶ食べ物】タマネギ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】持久力がいまひとつ。何かを始めても中途半端になりやすいよう。新しいことに取り組むなら、正確な情報収集を
【健康運】スポーツに励むと上達がスムーズなはず
【幸運を呼ぶ食べ物】ポンカン

7

夏

美香

28

29

留袖・喪服レンタル料（税込）

幌内
68

500円

み
の
帯
着物・帯・小物セット

500円
3,000円

1,000円
4,000円

500円
800円
Ｍ

3,500円
夏
留袖（花と鶴）

蓑口

68

草履・バック
どちらか１点
草履・バック
セット
帯のみ
着 物・帯・
着物・帯
小物セット
留

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

29

松と鶴

印

28

女性部着物レンタルを是非ご利用下さい

第

定期総会

回

第 回熟年会定期総会に
おきまして会長に選任され
ました。何分微力でありま
すが、役員の皆さん、会員
の皆さん方の御協力を頂き
て行く事が必要と思います。
又、会の発展と会員増強

申し上げます。
熟年会も創設以来、先輩
会員各位の弛まぬ努力と各
関係機関の協力によりまし
て 年が経過致しました。
鹿追町農協独特の熟年会組
織で、特にメイン事業で「紅
白じゃが」の全国発送は鹿
追町農業のサポーターにも
繋がっていると思います。
最近は取扱数が減っていま
すが原因の調査や研究を行
い、顧客のニーズに対応し
と致します。

のため新会員勧誘に努めて
参りますので御理解御協力
宜しくお願い致します。私
達熟年会は第一線を離れて
も視察研修等、会員同士の
会話等により時代に合った
情報の提供、共有する事に
よって一人ひとりが楽しく、
今までの経験を活かして鹿
追町農業の応援団として、
熟年会の発展に努めて行き
たいと思いますので宜しく
お願い申し上げまして挨拶

熟年会会長就任のご挨拶

ながら務めて行きたいと思
いますので、宜しくお願い
修会を開催し、この中でＪＡ佐
藤組合長の講演を頂き、スライ
ド等を活用して〝一年を振り返
る鹿追農業〟と題して一年間の
ＪＡ事業や組合員経済向上に向
けた新たな取組み等、ＪＡが組
合員のためにどのように事業展
開を図っているか、親切かつ丁
寧な説明をして頂きました。
熟年会はこうした様々な活動
を行うにあたり、ＪＡを始めと
した各関係機関の皆様の多大な
る協力を頂いている事に感謝し、
今後も一会員として鹿追町農業
に貢献出来る活動を行っていく
事をお約束して、会長退任にあ
たっての挨拶とさせて頂きます。
誠にありがとうございました。

現場等で実際に作業をす

特殊免許」が必要ですが、

掛け出張技能講習を参加

る為には技能講習を受講

３月 日から

者 名で実施しました。

日に玉

会員皆様の協力の賜物であり、
心よりお礼申し上げます。
さて、熟年会活動を振り返り
ますと町内の施設見学では、町
の施設であるバイオガスプラン
トや下水道処理場、ＪＡの穀類
集荷施設や野菜センターなど、
何れも担当者の方の親切な案内
のもと数多くの勉強をさせて頂
く事が出来ました。
また、毎年 月には然別湖ホ
テル風水において田町長から
町政報告の講演を頂き、鹿追町
は他の町村に先駆けて新しい事
業展開を図る等、将来に向かっ
て夢のあるお話等を聞かせて頂
く事が出来ました。
１月には十勝川温泉で湯治研

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

熟年会会長退任のご挨拶

私は、平成 年に熟年会入会
以降、 年間熟年会にお世話に
なっており、この間、事業推進
部等の部長として 年、会長と
して２年という長い間、会員皆
さんに支えられて無事に大役を
終える事が出来ました。私の老
後の人生も充実した中で過ごす
事が出来たのも熟年会の活動や
13

鹿追町
熟年会

28

会の活性化に向け会員拡大に取り組む

一 （新任）
忠 （新任）
一 （新任）
はる
温 （留任）

俊 夫 （新任）
春 夫 （新任）
勲 （新任）
（敬称略）

新
村
和
のぶ
信

が原案通り承認決定されました。
事業計画では、多くのお客様
にご愛顧頂いている「ふるさと
農園事業」は、取扱品種をトヨ
シロ・ベニアカリの紅白から、
トヨシロ・男爵・キタアカリの
３種類に変更し、お客様の多様
化するニーズに対応していく事
を確認しました。
また、研修視察や研修会等に
ついて協力しながら実施すると
ともに、会の更なる発展へ向け
て新会員の積極的な勧誘を進め
る事が確認されました。
尚、４月下旬には氷室に貯蔵
した
「じゃがいも」
の販売を予定
しておりますので多くの町民の
方々のご利用をお願い致します。
また、任期満了に伴う役員改
選が行われ、新役員は次の通り
となりました。
本部三役
会 長 國 島
副会長 三 田
〃
國 枝
会 計 沼 倉
事業推進部三役
部 長 大 上
副部長 角 所
会 計 城


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

３月１日、鹿追町熟年会の第
回定期総会がＪＡ大会議室で
開催されました。
上村会長の挨拶に続き、ＪＡ
木幡専務理事、鹿追町松本副町
長より祝辞を頂き議事に入りま
した。
議長には、指名で北鹿追地区
の佐藤章一氏を選任し、平成
年度事業報告・収支決算、平成
年度の事業計画・収支予算案

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

《ペットボトルキャップ回収》
ペットボトルに“ふた「プラ」”と
標記されていたり、PPE・PP と書
かれている物。洗浄し、応募シール
等をはがして回収ボックスまたはサ
ービスカウンター・レジに渡して下
さい。

12

21

ＪＡを会場にした出張講

し、修了試験に合格する
玉掛けに引続き、今後

事が必要です。
あり、今回は多くの方に

３月 日から小型移動式

免許」と呼ばれています。

慣れませんが通称「作業

技能講習とはあまり聞き

講習が実施されます。

作業免許取得の為の技能

日からフォークリフトの

車輌系建設機械、４月

クレーン、４月

日から

参加申込を頂きました。

習は数年振りだった事も

18

ＪＡ女性部では資

源の有効利用の取組

みとしてＡコープ鹿

追店に『牛乳パック

回収ＢＯＸ』を設置

30

労働安全衛生法による

27

し、回収を呼びかけ

新一
國島
哲郎
上村

労働安全衛生法による
出張技能講習が実施される

公道を走る為には「大型

10

ています。
昨年度はお客様の

ご理解とご協力のも

と、１６，１７０枚

が回収され、ＪＡ十

勝地区女性協議会が

取りまとめ十勝全体

で２７０，１１５枚

を回収し、その収益

玉掛け技能講習（実技）に励む受講者

13

24

玉掛け技能講習（学科）の様子

12

トイレットロールを寄贈する植田部長

《割り箸》
洗浄し、サービスカウンター・レジ
に渡して下さい。

で十勝管内特別老人

ホーム 施設にトイ

レットロールを寄贈

しました。
鹿追町では３月

日、しゃくなげ荘へ

植田部長がトイレッ

トロールを寄贈しま

した。牛乳パック回

収運動にご協力を頂

きました皆様に厚く

お礼申し上げます。
今後とも、ご協力

《牛乳パックの回収》
牛乳パックを洗浄 ･ 乾燥し、回収ボ
ックスへ入れて下さい。

30

16

30
10

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】ささいなことで落ち込んだり、傷ついたりしやすく、勢いをキープできない期間。あれこれ考え過ぎない方が吉
【健康運】同じ姿勢を続けず、適度に体をほぐして
【幸運を呼ぶ食べ物】しらす
蠍座 10/24～11/22
【全体運】周囲のマイナス部分に目が行く暗示。口うるさくして、トラブルを招かないよう、ご用心。見守る気持ちが大事
【健康運】無理なダイエットはＮＧ。自然体が一番
【幸運を呼ぶ食べ物】ニラ

9

22

をよろしくお願いし

ます。

Ａコープ鹿追店での
資源の回収方法

30

29

女性部がしゃくなげ荘にトイレットロールを寄贈

「とかち鹿追牛」は本町で生ま
馬牛」等のブランド牛肉があり、

取 引 先 に は、「 松 阪 牛 」や「 但

中猛牧場の従業員として活
躍されています。
金井さんは以前、埼玉県
でバイオリンを作る修行を
していました。鹿追町には
酪農を営む叔母がいて以前
から酪農も勉強してみたい
という思いもあり、ＪＡ鹿
追町のホームページで田中
牧場の募集を見つけ応募し
た事がきっかけで鹿追町に
来たそうです。

３月 日に十勝農協連主催の冬

６会場（

ＪＡ持ち回り）で開催

されますが、当ＪＡでの開催は４
年産自給飼料
28

ーボードをしたり木工作業

休日の過ごし方は「スノ

一つでも減らせる様になり

にいち早く気づいて病気を

くれました。

たいです」と笑顔で話して
今後の目標は「牛の変化

をしています」

した。

き入っていま

がら真剣に聞

モを走らせな

参加者はメ

ました。

事が紹介され

れる様になる

帳票が発行さ

検定時に専用

度の乳用牛群

として月に１

ーシス対策」

産期疾病ケト

ま た、
「周

されました。

方法等が紹介

酵を防止する

加して２次発

や、ギ酸を添

向上させる事

して嗜好性を

に糖蜜を添加

して、ＴＭＲ

の品質実態から飼料給与対策」と

講義では「平成

期講座が当ＪＡを会場に開催され、

この冬期講座は毎年、十勝管内

ありました。

想を伺いました。
「仕事は主に搾乳を担当
しています。最初は牛に踏
まれたり、蹴られたりして
大変でしたが今は牛の癖や
性格がわかってきて楽しい

がる事があるので、日々牛

と大きな怪我や病気につな

些細な事でも放置しておく

がいないか確認しています。

と違う牛や、様子が変な牛

す。餌の食いつきがいつも

がけている事は牛の観察で

「仕事をする上で最も心

です」

24

年ぶりとなります。

13

生産者及び関係機関 名の参加が

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

の健康管理には気を遣って
います」

54

「とかち鹿追牛 極」の
応援販売 を実施
３月 日から 日に掛け
て「 と か ち 鹿 追 牛 極 」最
大の産直取引先である㈱エ
ーコープ近畿（大阪市）に
おいて、産地を代表して肉
牛生産者２名が応援販売を

れ、育成・肥育された「ホルスタ
そのブランド牛肉との厳しい販売

ています。

インの雄牛」と「ホルスタインと
競 争 の な か、「 生 ま れ も、育 ち も

行ってきました。

黒毛和牛との交雑牛」の牛肉を関
鹿追町」をコンセプトに各店舗で

身）は平成 年 月から田

金井隼也さん（東京都出

て参ります。

肉を目指し、日々の作業等に努め

様に選ばれ続ける安全・安心な牛

れた事で、これからも大切なお客

て店頭でお客様の沢山の笑顔に触

本町の肉牛センターでは、改め

した。

追牛」の美味しさをＰＲしてきま

ながら、本町で育てた「とかち鹿

頭に立ち、消費者の声に耳を傾け

力に応えるため、生産者自らが店

今回の応援販売も日頃の販売努

して来ています。

の味が評価され年々消費者に浸透

販売努力をして頂き、安心感と肉

西・関東の取引先を中心に販売し

お客様に「とかち鹿追牛」を
ＰＲする太田会長

牛の 病気に
いち早く
 気づきたい

㈱エーコープ近畿のスーパーにずらりと並ぶ「とかち鹿追牛」

金井さんに働いてみた感

金井 隼也さん

生乳増産に向けた対策を

18

10
11

じゅん や

射手座 11/23～12/21
【全体運】楽しいことに縁がありそう。お花見などに飲み会やイベントに誘われたら、気軽にＯＫを。幹事役をするのも◎
【健康運】暴飲暴食に気を付けて。ほどほどが賢明
【幸運を呼ぶ食べ物】イチゴ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】気持ちばかり大きくなってしまうかも。頼まれ事を安請け合いしないよう、冷静に。鏡を磨くと開運効果あり
【健康運】安泰。スポーツを満喫するチャンスです
【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ

11

猛牧場従業員

田中
南瓜幕

怪我した牛に寄り添う金井さん

26

冬期講座が開催される

16

団体の料理で牛乳・乳製品を使おう！キャンペーン
主催：鹿追町酪農振興会

あぐりnews
このままでいいの？

鹿追町酪農振興会では、平成24年度からイベントやみんなが集まって料理をする機会に、牛乳・
乳製品の消費拡大に協力して頂ける団体に対し、材料費の一部を補助するというキャンペーンを実施
しています。今回はキャンペーンに取組んで頂いでいる団体をご紹介致します。レシピは、おてがる
クッキングコーナーでご紹介致します。

「日本の食料自給率を考える」
＜食料自給率ってなに？＞
→国内の食料消費が、国産でどの程度賄えているかを示す指標のこと

鹿追中学校
ソフトテニス部後援会

食料自給率には２種類あり、カロリーを用いて計算する「カロリーベース食料自給率」と、価格を用いて計算
する「生産額ベース食料自給率」があります。畜産物については国産であっても輸入飼料を使って生産された分
は国産に算入されていません。

人
数：こども11人、大人11人
活動内容
鹿中ソフトテニス部員が楽しく、よりよい部
活動ができるようにサポートをしています。
今回は、引退する３年生を送る会として牛乳・
乳製品を使おうキャンペーンを活用し、料理
を作りました。

平成27年度
（カロリーベース食料自給率）

39％

平成27年度

64％＝

＜他の国の自給率は？＞

947Kcal（1人1日当たり国産供給熱量）

＝

×100
2,415Kcal（1人1日当たり供給熱量）

9.8兆円（食料の国内生産額）

（生産額ベース食料自給率）

×100

比較のために下の主要先進国の食料自給率を
見てみましょう。
食べ物の半分以上を輸入に頼っている日本は、
他の主要先進国の中で最低水準となっています。

15.3兆円（食料の国内消費仕向額）

＜自給率が低いとどうなるの？＞

うりっ子ルーム
人
数：31名
活動内容
小学生が放課後に集う場所として2013年６
月より活動しています。各自宿題をしたり、
体操・英語教室、太鼓等、子ども達の勉強・
遊びの場となっており、その他にもアウトド
アクッキングやクリスマス会等のイベントも
開催しています。

鹿追町酪農振興会とは？
会

長：大原

睦生

会員数：108名

鹿追町酪農振興会は、ＪＡ鹿追町からよつ葉乳業㈱へ生乳を出荷している鹿追町内の酪農家か
らなる団体です。
毎年、家畜防疫や酪農先進技術の視察研修の開催、牛乳・乳製品の消費拡大の推進等、町内酪
農家一丸となって鹿追町の酪農発展に取組んでいます。
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魚座 2/19～3/20
【全体運】リラックス気分で過ごせるはず。のんびり好きなことを堪能しましょう。新しい楽しみを開拓するのも好結果に
【健康運】口コミに注目を。耳寄り情報を入手可能
【幸運を呼ぶ食べ物】ゼンマイ

私たちの食料の確保が世界の天候や食料問題に左右されや
すくなり、食料不足になる恐れがあります。そうすると食料
価格は不安定になり、上がりやすくなってしまいます。
また、もし他の国が何かの理由で食料の輸出が出来ない状
態になり、日本への輸出がストップしてしまうと、私たちの
食生活は大きな影響を受けます。このように、食料を外国か
らの輸入に頼っていると深刻な問題を引き起こす恐れがあり
ます。

121

128
83

92

80
70

70

70

58

資料：農林水産省「食料需給表」、FAO“Food Balance Sheets”等を基に農林水産省で試算。
（アルコール類等は含まない）
（注）1. 数値は暦年（日本は年度）。スイスのデータ、イギリスの生産額ベース、韓国のカロリーベースについては、各政府の公表値を掲載。
2. 生産額ベースの試算における、各品目の国産単価及び輸入単価については、FAO（国際連合食糧農業機関）のPrice STAT及びTrade
STAT等により算出。
3. 畜産物及び加工品については、輸入飼料・輸入原料を考慮。

＜自給率を上げるためにできること＞
→国はもちろん、みんなが力を合わせることが必要です！
『フード・アクション・ニッポン』をご存じですか？これは農林水産省が平成20年度より食料自給率向上に向
けた取組みです。下記のロゴマークのある商品を選ぶことで、私たち消費者も食料自給率の向上に貢献すること
ができます。

FOOD ACTION NIPPON
食料自給率向上のための５つのアクション
１．「いまが旬」の食べものを選びましょう
２．地元でとれる食材を日々の食事に活かしましょう
３．ごはんを中心に、野菜をたっぷり使ったバランスのよい食事を心がけ、しっかり朝ごはんを食べましょう
４．食べ残しを減らしましょう
５．自給率向上を図るさまざまな取り組みを知り、試し、応援しましょう

＜自給率１％向上のために始められること＞
①ごはんを一食につきもう一口食べる
②国産大豆100％使用の豆腐を月にもう３丁食べる
③月に国産米粉パンを３つ食べる
④国産小麦100％使用のうどんを月にもう３杯食べる

出典：農林水産省 Web サイト

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】人気運が急上昇。性格の良い部分がアピールされ、常に話の輪の中心に。話題のスポットヘ遊びに行くと刺激大
【健康運】寝不足気味な月。良質な睡眠を心掛けて
【幸運を呼ぶ食べ物】コゴミ
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26

中国人実習生

平成 年３月から中瓜幕の㈲佐

藤牧場、中鹿追の㈲上村農場、北

瓜幕の㈱ファームシロの各牧場で

酪農の技能実習を行っていた中国

15

人実習生３名がこの程３年間の研

修を終え３月 日に帰国しました。

実習生は、日本語や文化・習慣

を学ぶと共にその後は近代的な酪

農技術習得に努め、３年間の期間

を満了しました。

３月８日に修了式・送別会を開

催し、技能実習生へ修了証書が手

渡され、ＪＡ木幡専務理事、外国

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

“四月病”にご用心
四月病は五月病と同じく、正式な病名ではありませんが、４月に起こりやすい症状を総称して“四月病”と
呼ぶことがあります。暖かな気候と新年度の始まる高揚感がある４月。一見すると病気とは無縁に感じる季節
ですが健康に気を付ける点がいくつかあります。
４月といえば新学期や新入社、部署の異動、プライベートでは心機一転して新しい習い事や運動を始める方
も多くいると思います。しかし、これまでとは勝手の違う慣れない環境に身を置いているうちにストレスを溜
めてしまうケースもあります。
また、気持ちが充実していているので“躁”状態になることもあります。躁はやる気があり、明るく爽快で
悪いことではないかと思われがちですが、著しい興奮状態ややる気が出過ぎて怒りっぽくなってしまう症状も
みられます。躁状態で４月を過ごすとその反動で鬱な気分を伴う“五月病”に陥りやすくなるので、ストレス
や躁状態を意識して向き合う事も大切です。

かんたん・効果的な「深呼吸」
そんなストレス対策において最も簡単で、効果の期待が
できるのが『深呼吸』です。
「なんだそんなことか」と思
わないでください。皆さんは最後に深呼吸をしたのはいつ
か覚えていますか？
深呼吸は、自律神経のうち副交感神経の働きを促します。
いわゆる“戦闘モード”といえる交感神経が優位な状態か
ら、リラックスを司る副交感神経に移行させてくれるきっ
かけになります。

ストレスと向き合う

健康推進企画

15

平成28年度活動例
一般塾：若者に期待することや今後の農
業の方向性についての講演（11月実施）
移動塾：くるるの杜や国会議事堂など視
察研修（７、12、２月実施）
人間塾：農業と観光とのかかわりについ
ての講演（１月実施）

人研修生受入農家連絡会増田会長

21世紀の新たな農業に向かって、次世代を担う町内の農業青年（女性）たちに誇りと自
信を持った農業後継者になってもらうために「01農業塾」を開設致します。
01農業塾には「一般塾」
「移動塾」
「人間塾」のカリキュラムで構成されて、農業専門知識だけ
でなく経営者として経済人や社会的側面から農業を学ぶなど幅広く展開していくものです。
募集対象 産業後継者（農業・商業）
募集期間 平成29年５月８日㈪まで
問合せ先 ピュアモルトクラブハウス内 農業振興課産業後継者係（☎69-7122）

から、３年間の感謝と激励の挨拶

平成29年度 鹿追町「01農業塾」塾生募集

がありました。また、受入農家か

ゼロイチ

らはこの３年間の思い出と、帰国

JA鹿追町 金融店舗 （貯金共済課） ☎66－2132
瓜幕事業所
☎67－2131

後の活躍を期待する等、別れの挨

※土曜日の共済窓口は午前中営業いたします。（第2・4土曜日除く）

拶がされました。

９ ： ００ ～１６ ： ００

実習生からは日本のお父さん・

４/３（月）
以降

お母さんが家族として迎えてくれ

９ ： ００ ～１７ ： ００

た事の感謝や楽しかった研修期間

現 在

の思い出が述べられました。

いつもＪＡバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら平成29年４月より営業時間を変更させていただきます。

22

今年度は新たに３名の実習生が

ＪＡバンクをご利用のお客様へ

来町し、全体で 名の中国人研修

ＪＡ鹿追町金融店舗 ・ 瓜幕事業所
貯金窓口営業時間変更のご案内

生が実習する予定です。

さん

さん

たかひろ

貴啓

章一

組合員になっての抱負
笹川北斗農場の皆様をはじめ、色々な方々の
ご指導を頂きながら、より良い経営を目指して
いきたいと思います。よろしくお願いします。

研修修了式・送別会が行われる

３年間お疲れ様でした

新組合員 伊藤

譲渡者 伊藤
後継者に一言
法人経営の一員として、自覚をもって農場
を切り盛りしてもらいたいです。

笹川地区

新 組 合 員 へ エ ー ル

１．楽な姿勢で座る
２．片手をわき腹のすぐ下のお腹の上に置
く。もう片方の手は胸に。
３．鼻から深くお腹の上の手が持ち上がる
くらい息を大きく吸込む。胸は動かさ
ない。
４．口笛を吹く様なすぼめた口から息を吐
く。お腹の上の手でお腹が引っ込むの
を感じながら息を完全に吐き出す。
５．これをゆっくりしたペースで３～10
回繰り返す。

「ストレスを意識すること」は一見すると逆効果に思えるかもしれませんが、ストレスやイライラした気持ちは、その原
因を冷静に把握することが大切です。逆に「パーッと飲んで忘れよう！」と思っても、実は忘れられずにストレスが溜ま
っていくことの方が多いといえます。どんなことで、どんな気持ちを抱いたのかを自分で考えたり、日記などに書いてみ
ましょう。恨み事ではなく、客観的に書くことが大切です。

14

わ

く
だ
ぱ
より
ん
大切なのはけじめと挨拶

うりっ子太鼓

瓜幕小学校にある「うりっ子ルーム」には現在児童31名が所属しています。
「うりっ子ルーム」は子どもたちに安心、
安全な居場所を提供し、放課後に学年の異なる子ども同士の遊びを通した交流等により、自主性や社会性を養うこと
を目的として発足しました。
「うりっ子ルーム」には「うりっ子太鼓」
「体操教室」
「英語教室」等がありますが、今
回ご紹介する「うりっ子太鼓」は21名が参加し、毎週金曜日の14時半～16時半に活動しています。

気

に な

る

JA

情

報

館

最先端農業機械について
農業機械と言われて「パッ」とイメージしや
すい機械は「トラクター」や小麦収穫の「コン
バイン」
、牧草収穫の「フォーレージハーベス
ター」等の大型機械だと思います。しかし意外
と身近にも農業機械はあります。例えば自宅の
庭を耕す手押しの耕うん機や雑草を刈る刈払機

色んな事に
もっとうまく
なりたい

八木節を
極めたい

投げばちを
もっとうまく
なりたい

鹿追音頭を
完璧に
したい

後輩に技を
伝授したい

ソーラン節に
挑戦したい

も農業機械に含まれます。
最先端農業機械の中で一番注目されている機
械はＧＰＳを利用した農業機械です。

ドローン散布機

散布時間はラジヘリよりも短縮できます。操作
方法はラジヘリより簡単で、講習を受けてから
比較的に早く操作出来ます。ドローン散布機に
関しては、新しい機能等が開発されている段階
なので、これからもっと良い機能の機械が登場
しそうです。

無人トラクター
上級生が下級生を教えます

「鹿追音頭」で楽しそうにたたく様子

ロボットトラクターはＧＰＳ装置と自律走行
システムを搭載しタブレット端末等を通じて無
人トラクターを監視、操作します。一人で何台
ものトラクターを作業できるようになり、安全
面の向上や作業の高効率化で「人手不足」解消
を目的に開発されているところです。現在、コ

上級生も下級生もみんな仲良し

３月４日に開催された「来て見て感じてありがとう
ツアー in 鹿追冬ツアー」の歓迎演奏後の様子

太鼓指導の藤田多恵さんは「太鼓活動では上級生が下級生を教えるタテのつながりを大切にしています。また、け
じめと挨拶はしっかりするように指導しています」
、うりっ子ルーム代表の岡原仁美さんは「練習中にみんなで合わ
せることの難しさや楽しさを知り、そして舞台に出ることで一人ひとりが自信を持てるようになると思います。それ
を学校生活でも活かしてもらいたいです」と話してくれました。

17

XERION（ゼリオン）

ントラ課には写真のような無人トラクターはあ

コントラ課には XERION（ゼリオン）とい

りませんがＧＰＳ装置を装着したトラクターを

うトラクターがあります。タイヤだけでも身長

11台所有し、整地、播種、牧草刈取り作業時等

よりも大きくて、全国でもめったに見られない

に利用して作業効率を上げています。

トラクターです。主に牧草、デントコーンのサ

現在注目されている機械では、ドローン農薬

イレージを作る時に踏込み機として使用してい

散布機があります。ラジコン農薬散布ヘリコプ

ます。XERION には 4WS という機能があり、

ターよりコンパクトに収納できて購入価格も低

前と後ろのタイヤが個別に動作させる事が出来、

コストに抑える事ができます。ドローンの１回

前と後ろのタイヤを斜めにしてカニが歩いてる

当たりの散布量はラジヘリより少ないですが、

ように踏込み作業をすることが出来ます。

16

をありがと

クロスワードパズル

タテのカギ

②起立、礼、

⑤手紙のこと。お

う

⑦花などで作られたハワイの首飾

り

〔388回〕

オイル交換
の
キャンペーン
夏タイヤ

春

愛車のケアは大切です。
これからの行楽シーズンに備え、
愛車をリフレッシュしてあげましょう

愛車のために
オイル ・ タイヤ交換をしましょう！

ます

⑯バジルやタイム、ミントなど

⑰酔っぱらってあちらへフラフラ、

こちらへヨロヨロ

ヨコのカギ

①青く光るイカ。富士湾の名物で

す

②積もれば山となります

大将軍に任ぜら

⑧漢字などに付ける振り仮名

④徳川家康は

③鮮やかな赤のこと

に決めず、慎重に考えたい

れました

⑥スペアともいいます

⑨食材を切るときに置きます

⑪

⑫「 お や つ は 冷 蔵 庫 の 中 」「 洗 濯

物入れておいて」のようなメモ

⑨長年掛けた保険が
を迎えた

⑭とげのある美しい花

⑩七福神が乗っています

」

⑪焼きそばやたこ焼きに掛けます

⑬ 美空ひばりのヒット曲「東京

⑭カウンターのある洋風酒場

⑯川を渡るために架けます

⑮雄鹿には枝分かれした物が生え

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？

4 月1 日～4 月30 日

《オイル交換１台あたり消費税込価格》
〈オイル及び交換料含む〉

（ガソリン車）（ディーゼル車）

軽

自

動

車

普 通 乗 用 車
（2000㏄未満）

普 通 乗 用 車

名）
の中
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20

10

四 輪 駆 動 車

☆お得な情報がいっぱいあります！

1,720円

1,960円

2,150円

2,350円

2,580円

2,940円

但し、
上記価格のオイルはガソリン車用マグマ
（5W-30）と
し、
省燃費車
（エコカー）
はエアロ
（0W-20）
を使用致します。
ディーゼル車はD-エクセル（10W-30）
を使用致します。
それ以
外のオイルについてはキャンペーン特別価格にて提供致します。
また、オイルエレメントを交換された場合は別料金とさせて
頂きます。
※オイル交換キャンペーン期間中は、オイル交換金額100円
に対して、
ホクレン SS ポイントを１ポイント付与致します。

①上記の期間中、夏タイヤを特価で販売します。
②Ａコープ各店での１回の買い物レシート
5,000円以上持参で燃料３円/ℓ値引き！
③ＪＡ鹿追町車輌整備工場で車検を更新した車輌
に対し燃料値引き！（３円/ℓ値引きの特典給
油回数は４回です）
※それぞれ取扱い条件が異なりますので、詳しくは給油所スタッフにお尋ね下さい。

なお、期日までにお引取りにな

（敬称略）

芽 泉
花 子
初 枝
恵 子
真由美
れいや
輝 夫
繁
明 子
雅 夫
安 子
静 子
峰 子
節 子
杏 里
奈津子
ともみ
照 見
真 翔
秀 子

19

らなければ無効とさせて頂きます

原
川
木
郷
原
砥
池
木
部
村
野
中
垣
井
川
藤
村
浦
藤
村
購買部 資材課 加藤 美月

ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
木
中
大
本
若
青
菊
鈴
渡
木
草
田
板
宇
市
加
中
松
佐
川
泉町４丁目
上 然 別
緑町１丁目
緑町２丁目
仲町３丁目
緑町１丁目
上 幌 内
東町２丁目
北町３丁目
東町２丁目
緑町１丁目
東町２丁目
緑町１丁目
緑町２丁目
仲町４丁目
美
蔓
南町２丁目
美
蔓
泉町４丁目
西町２丁目

〈今月の抽選者は私です〉

〈応募方法〉

名
（応募総数
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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
４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、「キュ
キュットＣＬＥＡＲ泡スプレー」
です。多数のご応募お待ちしてい
ます。

ク ロ ツ カ ス

でした。

〈３月の正解〉

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４月

末日までにＡコープ鹿追店サービ

スカウンターでお受取り下さい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

（2000㏄以上）

1,290円

☆お

知 ら せ☆

・鹿追給油所は現在仮営業中のため、オイル交換、タイヤ交換等の作業中にお待ち頂く場所が
ありませんので予約制とさせて頂き、お車を自宅まで引取り、作業終了後お届け致します。
・仮営業期間は、店頭価格より１円/ℓ値引きとしておりますので、多くの方のご利用をお待ちしております。

４月１日より鹿追給油所の営業時間が次の通り変更となりますのでお知らせ致します。
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