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な なみ

瓜

幕

パパ

れん げ

名波 蓮華ちゃん

健太さん

ママ

真佑さん
︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

年 月４日

１歳６カ月

︻名前の由来︼

蓮華草の花言葉が良かっ

たから

︻初めて話した言葉︼

痛い

︻好きな遊び︼

牛舎を走りまわること

︻好きな食べ物︼

乳製品（チーズ・ヨーグ

ルト）

︻特技︼

まだ分かりません

︻チャームポイント︼

笑顔・えくぼ

︻笑いのツボ︼

手遊び歌

︻成長を感じた瞬間︼

自己主張が多くなった

︻パパママから一言︼

元気に大きくなぁれ使
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11

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

そば寿司・そばのいなり寿司

そば寿司
材

（左から）
ゆう た
中鹿追 吹上英輝さん、吹上侑大さん、吹上義雄さん

番地

6月

親子三代でアスパラづくり！

51

弘 子 さん

2017

上幌内

26

宮 下

（発行所） 鹿追町農業協同組合
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（発行日） 平成 年５月 日
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料 （２本分）

そば……………………250ｇ
寿司酢……………………50㏄
のり………………………３枚
きゅうり………………1/2本
カニカマ…………………５本
切った厚焼き玉子………５本

作り方
①そばをゆでて水洗いしてザ
ルにあげ、水切りをする。
②寿司酢を入れて軽く混ぜ、
放置。
③のり１枚半を手前に来る様
に巻きすに置き、半分手前
まで②のそばを置く。
④そばの中心に具を置き、手
前から巻く。
巻いた後は、ラップかクッ
キングシートで包み、落ち
着いてからカットする。

そばのいなり寿司
材

料

いなり寿司の皮
（あげ）
………………10枚
そば………………２束
きゅうり…………１本
長ねぎ……………少々
オクラ……………３本

揚げ玉……大２
わさび……少々
めんつゆ…大２
ゴマ油……適量
いりゴマ…適量

作り方
①できているいなりの皮（味つき）をあ
たためておく。
②そばをゆでて冷水で洗い、しっかり水
気を切る。
③下茹でしたオクラを輪切り、きゅうり
は細切り。
④大きめのボールにめんつゆ、わさび、
ゴマ油を入れて、さらにそばと揚げ玉
を入れて混ぜる。
⑤開いたいなりの皮に先ほどの混ぜたそ
ばを詰めていく。好みで上にゴマをふ
りかける。
（そばを適当な長さに切ってもいいかも）

16

リーンアスパラガスの収穫

５月５日から鹿追町産グ
ます。

果作業は６月下旬まで行い

を計画しており、収穫・選
の取扱いも行っております

しており、「全国発送ギフト」

Ａコープ鹿追店で取扱いを

春先の低温により出荷開始

融雪は早かったものの、
ており、とても甘味が強く

ラガスは、有機質を利用し

鹿追町産グリーンアスパ

申し込みは、Ａコープ鹿追

「全国発送ギフト」のお

ポテトプランターでの植付作業

良品質の馬鈴しょ確保に向

８月下旬～９月頃

けて、肥培管理を進めてい
ます。
収穫

《キャベツ定植》
４月 日～８月上旬まで
定植作業が行われます。７
月から収穫作業を開始し、

キャベツの移植機での定植作業

【電話番号】
Ａコープ  ☎
野菜センター ☎
２２５０

《飼料用とうもろこし》

１８７０

66 66
－ －

吹上 英輝 さん

アスパラガス収穫最盛期！
中鹿追

うもろこしの播種作業を本

している中鹿追地区の

アスパラガス」を生産

今が旬の「鹿追町産
格的に開始し、中旬の降雨

さん食べて下さいね。

消費者の皆さんたく

とてもおいしいです

みが強く柔らかいので

は色や香りも良く、甘

追町産のアスパラガス

に生育しています。鹿

今年は霜もなく順調

ジを頂きました。

に向けて一言メッセー

吹上英輝さんに消費者

順調な生育が期待されます。

予定で進めており、今後の

業を５月下旬には終了する

約１千ヘクタールの播種作

により作業が遅れましたが、

コントラ課では飼料用と

鹿追町産

鹿追町産グリーンアスパラガス 今年 も収穫 が始 まりました
が始まりました。

は平年並となりました。
そして柔らかい食感が特徴
店・各事業所・野菜センタ

の で、
「 旬 の 野 菜 」を 是 非

今年のアスパラ部会の耕
的であり、全国各地で高い
のでご利用下さい。

ご賞味下さい。

作者は 戸・収穫面積 ．
ー窓口で取扱っております

で、生産反当たり目標
お土産用・自宅用として、

評価を頂いております。

５
３９０㎏、取扱数量は ㌧

例年よりも早い４月 日か

好に推移している事から、

馬鈴しょの販売環境は良

を完了しました。

が続き５月中旬までに植付

れたものの、その後は好天

雪があり、植付最盛期は遅

た。しかし、開始早々に降

ら植付スタートとなりまし

17

融雪が早かった事から、

《馬鈴しょ植付》

豊穣 の秋 を願 って
春 の植付作業完了

《ビート直播・移植》
４月 日から直播栽培の
播種作業が開始されました。
例年発芽直後の苗が強風の
影響を受け、播き直しを行
う被害を受けていましたが、
今年は順調に生育していま
す。
移植苗の生育も順調で、

月末頃

全国各地に鹿追町のキャベ
ツが出荷されます。
収穫 ７月中旬～


10

育苗時の発芽率も良好であ

ビート移植機での移植作業

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】コミュニケーション運が活性化。初対面の人とも会話が弾み、すぐ親しくなれそう。飲み会などには積極的参加を
【健康運】無理をしやすい月。十分な休養を取って
【幸運を呼ぶ食べ物】キクラゲ

3

：
24

：

った事から、面積の増反が
月頃
10

牡牛座 4/20～5/20
【全体運】趣味や習い事を楽しむと、新たな発見や驚きがあるかも。おいしいお茶や料理を堪能するのにも向いています
【健康運】耳寄りな情報を入手。体調改善が可能に
【幸運を呼ぶ食べ物】マダコ

畑にびっしりと育つ鹿追産アスパラガス

22

16

：

期待されます。
収穫

コーンプランターでの移植作業

鹿追産アスパラガスを１本１本手作業で収穫しています

13

53

ha

Ａコープ野菜・花の苗即売会
「安全・安心」な苗で美味しい野菜、綺麗な花を！
曜日に恒例となりました「野

５月第二・第三週の金・土
更に春先の天

値上げとなり、

の苗の価格が

今年は、花

菜・花の苗即売会」と伊東
候不順により、

した。全 区画の畑（１区

鹿追町町民農園を開園しま

穀類集荷施設北側）でＪＡ

今年も北町２丁目（ＪＡ

皆様のお役に立てる、地域

ています。今後とも地域の

き、皆様に無料で貸し出し

から全区画分の申込みを頂

ｍ）に対し、今年も 名の方

画幅約５．５ｍ×長さ約８
参りますのでご利用下さい。

に密着した事業に取組んで

下さい。

３３００）までお問い合せ

委員会社会教育課（℡

参加希望の方は鹿追町教育

はレタスの移植を行います。

次回の野菜づくり講習会

会は行われました。

いあいとした雰囲気で講習

流が図られ、楽しく和気あ

した。また、参加者間で交

り、多くの質問が出されま

菜の管理方法等の説明もあ

なく、良い苗の選び方や野

植付け等の実践だけでは

20

ゴールデンウィーク明け、

正男氏による野菜づくり相
ぶりで全体的

例年よりも小

１回目の即売会は肌寒い
に数量不足と

様が美味しい野菜を作るた

談を実施しました。
日となったものの、２回目
なりました。

には「安全・
め、野菜づくりで抱える悩

美味しい野菜や綺麗な花

安心」で健康

診断を行って
を期待する組合員の皆様を

みを伊東氏に相談していま

安全が確認さ
始め多くのお客様にご来場

な苗を供給す

れた野菜の苗
頂き、ご利用を頂きました

した。

を揃え、提供
事に心から感謝とお礼を申

るため、土壌

致しました。
し上げます。

５月 日㈯、鹿追町教育
委員会主催の野菜づくり講
習会が研究センター（ＪＡ
鹿追町野菜育苗センター北
側）で開催されました。
当日は強風でしたが、快
晴で気温 度と、とても良
い天候での開催となりまし
た。８名が参加され、ＪＡ
職員が講師となり、キュウ
リ・ピーマン・シシトウ・
トマトの植付けとスイート
コーンの播種が行われまし

が今年も開園しました！



これから色々な作物が植えられていきます
肥料袋で風よけ対策
皆で協力して植付しました

た。また、風よけ対策に肥

35

町民農園
JA鹿追町

伊東氏による野菜づくり相談

料袋を活用した支柱立てが
行われました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
正しい植付方法を学びました

20

26

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】自分に自信が生まれます。やってみたいことに思い切ってトライすれば成功させられるはず。スポーツ観戦も◎
【健康運】生活リズムに乱れが。規則正しい生活を
【幸運を呼ぶ食べ物】カワハギ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】あれこれ気にし過ぎて、やるべき作業を忘れてしまいがち。優先順位を間違えないように。深呼吸で心を静めて
【健康運】睡眠の質を改善することで、好転しそう
【幸運を呼ぶ食べ物】レタス

5

植付前に苗をたっぷりの水につけます

66
－

また、お客

熱心に説明を聞く参加者の皆さん

には好天に恵まれて多くの

行列をつくるお客様

鹿追町の皆様

〜プロから学ぶおいしい野菜づくり〜

お客様にご来場頂きました。

野菜づくり講習会開催！

製造作業の見学に始まり、

ＴＭＲセンターでの飼料

農家従業員の合同施設研修
穀類集荷施設・コントラ施

５月 日、産業研修生・

月中旬まで広い

各酪農家から委託された

乳牛育成牧場

夏期放牧始 まる

平成 年度の夏期入牧は
乳牛は、
牧草地で管理され、その後

融雪が順調に進みましたが、
気温が低い日もあり牧草の

広大な放牧地で育てられます

努めて参ります。

が高く健康な乳牛の育成に

酪農家の元へ戻されます。

３位

生育は若干悪いものの、ほ

第13部

乳牛育成牧場では、集約

ビユーテイ ＡＦ スパート ドリス

ぼ例年並みの５月８日から

髙田 泰輔

放牧による放牧草の利用効

５位

スタートし、延べ５回の受

第９部

率向上を図るとともに、事

プリンセスデール アルフレツド スパークバラ

入を実施し、冬期移行牛を

石村 雄輝

第 回十勝ブラックアン

２位

故防止の徹底と、飼養管理

第９部

含め２４００頭余りが入牧

プリンセスデール ダンデイ チツプ

ドホワイトショウが十勝農

石村 雄輝

技術の向上を図り、生産性

順位

で５月 日に開催され、肌
寒い天候ではありましたが、
第４回ブラック＆ホワイト
フェスティバルも同時開催

施設見学中は、積極的に

した。
ピュアモルトクラブハウ
スで昼食後は十勝家畜保健
衛生所による「伝染病の発
生予防」と題した講演を聞
き、サルモネラ症、ＢＶＤ・
ＭＤについての衛生管理を
学び、日頃の研修や仕事に
生かせる研修内容でした。
バスでの移動中や昼食後
の休み時間には研修生や従
業員同士おしゃべりをして
交流を深めることが出来、
とても楽しそうな雰囲気で
した。
道外出身の研修生・従業
員がほとんどなので仲間作
りの場としても大いに活用

※本町からの出品牛６頭のうち入賞牛のみ掲載

10

29

出場部
号

されたことから、大勢の来
場者で賑わいました。
今年は十勝管内から１４
２頭の出品となり、そのう
ち本町からは６頭を出品し
ました。
審査は、山内誠氏（北見
市酪農家）によって行われ、
十勝管内の優秀な牛が出揃
う中、本町出品牛は３頭が
入賞する活躍となりました。
本町出品牛の各部上位入
賞牛の結果は下記の通りと
なりました。

設・野菜センター・健康温

TMRセンターで熱心に説明を聞く参加者

従業員の姿が多く見られま

町・ＪＡの共催により開催
神田日勝記念美術館・鹿追

質問をする熱心な研修生や

例年になく多数の参加が
キングセンター等、町内の

町環境保全センター・ワー

した。

あり研修バスは満席状態で

水プール・トリムセンター・

しました。

して利用できる施設を見学

主な農業関連施設と町民と

産業研修生・農家従業員による
合同施設研修開催

本町出品牛上位入賞者

しました。

真剣な表情で出品牛をひく髙田さん

協連家畜共進会場（音更町）

48

14

できる研修となりました。

参加者全員で記念撮影をしました

出品牛の審査を受ける石村さん（右から２人目）

しました。

を

名の参加により、鹿追

23

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】知的好奇心を大切にしたい時期。興味を引かれることがあれば、チャレンジしてみて。読書を満喫するのも正解
【健康運】食事内容に気を配って。薬膳にも注目を
【幸運を呼ぶ食べ物】ラッキョウ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】つまらない意地を張りやすいみたい。間違っていると思ったら素直に反省を。身近に植物を置くと開運効果あり
【健康運】ヨガやマッサージなどが体調に好影響大
【幸運を呼ぶ食べ物】キュウリ

7

31

名
出 品 者

十勝ブラックアンドホワイトショウ
第48回

今回は平成 年１月にＪＡ鹿追町女性部創立 周年記念
式典・祝賀会時に女性部長を務められていた上然別の松田
祥子さんにお話しを伺いました。

年に若妻会を立ち上げ、女

部に入るのが当然の流れだ

当時は嫁いで来たら女性
数えると女性部には約 年

しているので、若妻会から

ます。今は喜楽会で活動を

性部に加入していたと思い

ったので、私も結婚した翌

●当時の女性部

祥子さん
松田
上然別

所属していますね。
女性部の活動で一番楽し
みにしている事は、今も変

●女性部長時代の
エピソード

族を説得してくれました。
それから三期に渡り女性部
長を務める事になりました
周年行事は避けては

は女性部に所属していない
体の人数は３９２名でした。

長に就任した時の女性部全
悩む事も多くありました。

んな私で務まるのかな」と

通れない道でしたので「こ

が、

となかなか外出する機会も
女性部長をお願いされた時
当時は部員も多かったの

平成９年に初めて女性部

なかったので、他の地区の
は家族の反対もありました
で一日研修では

わらず旅行です。特に当時

部員に会う事も楽しみに仕
が、前部長やＪＡ職員が家

行きました。また、女
無事にこの記念式典を

を繰り返し確認して、
き受けてくれた方々の

を出来たのは役員を引

名の参加

事に励み、旅行に行く事を

性部の総会後には地区
終える事が出来ました。
しが出来ればと思い当
時、私も役員を受けま
した。その時の役員同
士も仲が良く、何をす
るにも相談や協力が出
来て行事を進めやすか
ったですね。

● 今後の女性部へ
最近は女性部の中心
世代が少なくなって少
し寂しいですが、少な

Ｈ

があり、バス２台で旅行に

50

まで足を運んで下さり、家

毎に出し物をしていた
今思い返してもよくや

躊躇してしまう方もい

い人数でもとても頑張
っている印象がありま

しいですね。

しく活動していって欲

を胸に、これからも楽

立当時の先輩方の思い

になれます。女性部創

い合えば楽しくて元気

事で勉強にもなり、笑

ます。様々な人に会う

女性部の魅力だと思い

う」これが出来るのが

して、皆で話して、笑

「女性部活動に参加

す。

12

心待ちにしていました。

ので地区の女性部で冬
ってこれたなぁと思い

女性部には興味があ
るけれど、役員になる

周年に向けた実行委員
るそうですね。確かに

おかげです。その恩返

に集まり、練習に励ん
ます。協力してくれる

女性部で楽しい思い

50

年２月号掲載「ＪＡ鹿追町女性部創立 周年記念式典・祝賀会開催」

72

50

でいましたね。
人あっての 周年行事
だった思い、本当に感

十勝の女性部長研修
では五日間、中国へ行
謝しています。

なりました。

●協力あっての
女性部活動

会を立ち上げ、二年越
大変でないと言えばウ

のが大変そうで入部を

しで記念式典や記念誌

ソになりますが、私に

今だから言える事で

発行に取組みました。

の両方をする事はとて

すが、女性部長となる

とってはとても良い経

もでないけれど出来な

と周からの目も気にな

本来ですと実行委員長

いと思い、実行委員長

るので人前に立っても

験と勉強が出来、役員

を髙野順子さんにお願

恥ずかしくない様に、

も女性部長が務めなけ

いし、進めていきまし

言葉使いや漢字の練習

をやって良かったと思

た。本部役員や実行委

等をして自分磨きも頑

ればならないそうです

員の方々に大いに助け

張っていました。

っています。

平成 年には創立

●女性部長を
経験して

けたのも良い思い出に

50

られながら、色々な事

50

12

が、私は部長と委員長

50

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】発想力が高まる兆し。ひらめいたことをメモしておくと後々役に立ちそう。リーダー役を引き受けるのも大賛成
【健康運】散歩などで体を動かせばストレス解消に
【幸運を呼ぶ食べ物】ジャガイモ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】親切にされても裏があるように感じてしまう暗示。考え過ぎないで。いつも笑顔を心掛けると運が巡ってきます
【健康運】スポーツに励んでみて。上達が早いはず
【幸運を呼ぶ食べ物】メロン

9

10

【出身地】
京都府京都市
【研修先】
幌内 ㈲馬場農場

農業の求人サイトを見

応募したきっかけ】

【ピュアモルトに

ていた時にピュアモルト
のページに行きついて興
味を持ったこと。
【研修をしていて楽しい事】
初めての事ばかりで、慣
れれば何でも楽しいです。

【趣味・特技】
趣味は好きなアーティ
ストの音楽を聴く事です。
【この１年の目標】
ケガなくこの研修を終
えて、今後どうしたいか
を決めたいです。
【今後の夢】
まだ具体的には考えら
れませんが、農業関係の
仕事がしたいと思います。

一円の農村地区を月２回の

移動購買車を使い鹿追町内

舗での商品販売に加えて、

Ａコープ鹿追店では、店

日常的に深く関わり、取り

通してＡコープと組合員が

るため、生活物資の供給を

組合員の生活をサポートす

ているもので、ＪＡとして

に注文頂いた商品の配達等

いたり、巡回に合わせ事前

用して買い物を楽しんで頂

ともあり、移動購買車を利

する時間が中々取れないこ

移動購買車事業 組合員の生活を支えて 年余り…

サイクルで巡回販売を行っ
進めてきました。

飲料水等の重い物は運ぶの

も行っています。特に米・

ており、その内容について

農家組合員の皆さんは、

【出身地】

濱口敏成 牧場

長野県駒ヶ根市

【研修先】
笹川

動物と関わる仕事を探

応募したきっかけ】

【ピュアモルトに



していた時に高校の先生

【趣味・特技】
音楽鑑賞とスポーツを
するのがとても好きです。
【この１年の目標】
搾乳や飼育管理だけで
はなく、出荷や流通につ
いてたくさん学びたいと
思っています。

に紹介してもらいました。 【今後の夢】
して捕獲、解体、調理ま

狩猟の勉強をたくさん

【研修をしていて楽しい事】

でできるようになりたい

区にも試験的に月２回販売

です。

初めて行う作業もあるの

で日々色んな事を勉強でき

の方からは、とても喜ばれ

を 開 始 し て お り ま す。（ 巡

るところが楽しいです。

ています。
話を通じて、定期的に購入

今後も事業の充実を図る

追店迄お問い合わせ下さい）

回日についてはＡコープ鹿
する商品を把握し、親しみ

一方、市街地区では需要に

訪問先ではお客様との会

ある接客を心がけ対応して

応じて段階的に訪問箇所を
増やし、より多くの方々に

います。
また、市街地区では東町

の高齢者専用住宅を訪問し、 利用して頂きたいと思いま
移動購買車についての問

す。
ています。訪問を始めた当

い合わせはＡコープ鹿追店

年配の方々に利用して頂い
初は３～４名でしたが、口

 （電話

２２５０）

コミで徐々に利用者が増え、 までお願い致します。
現在では毎回 名程度の方々
に利用して頂いています。

11

更に今年５月から西町地

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】勢いがあるときはいいけれど、ささいなことでつまずきやすい月。失敗を引きずらず、気持ちを切り替えて
【健康運】簡単な体操を。日課にするのがお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】パプリカ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】物事を深刻に受け止めやすくなる気配。開き直りの気持ちを忘れずに。リラックスするにはハーブティーが有効
【健康運】ちょっとしたけがに注意。行動は慎重に
【幸運を呼ぶ食べ物】ビワ

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

荒美 瑠衣さん

菅沼 優花さん
移動購買車

66

－

館

50

生鮮品ものせています

が大変なため、女性や年配

２名体制で対応します

報

情

JA

農作業繁忙期には買い物を

棚から商品を選べます

お知らせします。
この事業は 年以上続い
50

10

に
な
る

ピュアな女性
気

と
ひ

あぐりnews

メロン（子づる２本仕立て）

家 庭 菜 園

・親づるは４節目で芯止めする。
・子づるのうち、良さそうなつるを2本残し、他の子づるは全て
切る。
・子づるは５～８節目まで脇づる（孫づる）を切る。
・５～８節目以降は孫づるをそれぞれ2節目まで伸ばし、それ以
降は止める。
・子づるも18～20節で芯止めする。

農作業事故をなくそう

孫づる１節～２節目に結実

ポイント（メロン）
・メロンは１株に４果まで。
・孫づるの１節目と２節目の間にメロンが実を付ける
ので、孫づるは２節目まで葉を付けさせます。

５～８節目までは脇づるを取る

スイカ（親づる１本子づる２本仕立て）
・スイカはシンプルに仕立てる為、親づる
１本と子づる２本を伸ばし、
脇芽を取る。

平成28年度の農作業事故は48件もあり、中でも牛との接触による事故は24件もありました。
平成28年度の月別、年齢別、発生時間帯別労災事故発生件数を分析すると下記の様な傾向が見られます。
月別に見ると２月の寒さの厳しい時期には、転倒事故が多く発生し、10月の農繁期には、農作業機械によ
る事故が多く発生しています。
年齢別に見ると、経験の浅い20代と高齢農業者である60代に事故が多く発生しています。
発生時間帯別に見ると午前９時と午後３時・５時が最も多く、酪農では搾乳時間に事故が多く発生しています。
平成29年度も５月末現在で労災事故は13件と非常に多い状況にあります。
悲惨な農作業事故が起こらぬ様、今後の農作業には充分ご注意下さい
件数

ポイント（スイカ）

Ｈ28年度 労災事故 原因内訳

・スイカは子づるに実が付くので、親づるに元気が良
すぎると実がなりません。
・スイカは１株に６果まで。
背の届く高さで芯止め

カボチャ

９節目からは
子づるを伸ばす

・カボチャは特に細かい作業はありませんが、株元から近いと
果実の育ちが悪い為、６節目までは脇芽を取る様にする。
９〜18節

鉄板等をズラしている最
中に手を滑らし、 足に鉄
板等を落としての災害
８％

収穫作業中に機械
に挟まれた り、 機
械掃除中に挟まれ
ての災害
１５％

労働者別

従業員他 家族
19
従業員
29

10

10

4
3

Ｈ28年度 年齢別労災事故発生件数

代と 代に事故が多い

件
12

20
60

8
6
4
2
0
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代

0
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

ポイント（キュウリの水やり・追肥）

H28年度 労災事故 発生時間帯別実績

5
4

日

 片

3
2

平 幸 那

1
0

枯れた下葉を落としつるを
落とす。これを繰り返す

魚座 2/19～3/20
【全体運】感情的になり、対人関係に悪影響を及ぼしがち。自身の心を振り返る、１人の時間を持つのが運気好転の鍵
【健康運】良好。問題なく快適に過ごせる時期です
【幸運を呼ぶ食べ物】インゲン

牛との接触には特に注意を

件
6

午前９時と午後３時・５時に
事故が多い

年４月

年５月１日

30

人事異動

平成

平成

依願退職

〈採 用〉
専門職員 営農部農産課
（野菜施設業務）
竹 中 雅 彦


13

29

Ｈ28年度 月別労災事故発生件数

7

1

・他のウリ科は栄養の吸収率がいいので基本的に
追肥はしませんが、
キュウリは追肥が必須です。
目 安 は １ 株 で キ ュ ウ リ ５ 本 を 収 穫 し た ら、
NS248を５ｇずつ株元に追肥します。
（他のチッ
ソ系肥料でも代用可）
・水やりも実がなり始めたら水切れをしない様、
適切に行います。毎日こまめに与えるより、２
～３日に１回、多めに与えましょう。

酪農
38

男性
26

搾乳中に牛に踏まれた、
蹴られた等による災害
１８％

2

（支柱１本立ての場合のみ）

29

件

畑作
10

凍結場所で足を滑
らせる、 ショベル ・
脚立等の高い場所
から足を踏み外し
た事による災害
２１％

5

つる下ろし

女性
22
業種別

6

キュウリ

牛を移動している
際に牛が暴れたり
しての災害
２３％

２月と 月に事故が多い

８節目までづるを取る

強風時に扉などを
閉める際の災害
５％

牛舎作業中に
牛とパイプに
挟まれる災害
１０％

キュウリ（親づる１本仕立て）
・親づるをずっと伸ばす。
・脇づるは８節目まで取る。
１〜８節
・９節目からは子づるを伸ばす。
・子づるはそれぞれ18節まで伸ばし、芯止めをする。
（この位になると高さが出てくるので、節数にこだわらず、
作業者の収穫できる範囲で止める）
・芯止めをしたら、
枯れた下部の葉を落とし、
つるを落とす事を
繰り返します。そうすることで長期に渡り収穫を楽しめます。

鹿追町農協
Ｈ28.3～Ｈ29.2

中でも、牛と接触中の事故はなんと２４件！

18～20節目になったら芯止めをする

メロン

子づる

労災事故48件発生!!

メロン・スイカ・カボチャ・キュウリ
整枝・剪定について

4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時

あせらず・慌てず・余裕を持って農作業に当たって下さい
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】開放的な気持ちになり、何事にも前向きに取り組める期間です。親しい友人と遊びに出掛けるのも良い刺激に
【健康運】オーバーワークになりがち。休息も必要
【幸運を呼ぶ食べ物】アユ

12

を飾った

クロスワードパズル
タテのカギ
①身を立てて故郷へ
③肩や腰が痛むときに貼ることも
⑤傷や病気が治ること
⑥「これが生命線で、これが運命
線……」と見ていきます
⑦ろくろ首やのっぺらぼうなど
⑨梅雨どきには差す機会が増えま
す
⑪漆で描いた文様に金粉などを付
けて仕上げます
⑬釣った魚を入れます
⑮お酒よりもお菓子が好きな人

⑰本当にあったこと
⑲つるべで水をくみ上げます
⑳１階建ての建物のこと
㉑居酒屋や料理屋の入り口によく
下げられています

①６月の第３

・優・良に仕分け

は父の日です

ヨコのカギ
②収穫物を
した
③梅干しの色付けにも使われる葉
野菜
④止まらずに行ってしまいました
⑥近付くと雨が降りやすくなりま
す
⑧草を刈るときに使います
⑩長崎の麺料理。ちゃんぽんと並

〈応募方法〉

名）
の中

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
６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、「にっ
ぽ ん の 果 実 東 北 産 白 桃（ 缶 詰 ）
」
です。多数のご応募お待ちしてい
ます。

〈５月の正解〉

名
（応募総数

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
ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
（敬称略）
福 原 国 枝
田 中 ナ ツ
北
幸 子
藤 原 妙 子
佐 藤 允 哉
小田切
渓
小 島 蝶 子
橋 爪 喜美子
佐 藤 真 由
菊 池 孝 子
松 村 新 吉
松 本 保 男
熊 谷 しゅう
渡 部 忠 光
村 川 雄 二
木 村 碧 斗
本 間 敏 行
久 保 富 治
伊 藤
博
松 村 弘 子
泉町２丁目
南町２丁目
笹
川
西町１丁目
瓜
幕
中 鹿 追
新町４丁目
東町２丁目
泉町４丁目
新町４丁目
上 然 別
緑町２丁目
中 瓜 幕
北町３丁目
泉町３丁目
緑町１丁目
東町２丁目
西町２丁目
泉町３丁目
緑町１丁目

てるあき

ぶ名物です
⑫願い事を書いて奉納する板

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６月
末日までにＡコープ鹿追店サービ

輝哲
営農部 畜産課 三好

⑭ナガス、マッコウ、ミンクとい
えば

が出るか

⑯お手洗い、ご不浄などともいい
ます
⑱鬼が出るか

104

スカウンターでお受取り下さい。

〈今月の抽選者は私です〉

10

マーガレツト

14
15

112

20

でした。
ＡＢＣＤＥＦ

〔390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？

