ＪＡ鹿追町

No.490
No.

鹿追町農業の振興及びJA事業に貢献
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✿仕事の内容
町内の農家さんを回って、主に牛の診療、人工授
精をしています。

✿仕事をはじめたきっかけ
小動物の獣医になりたくて進学しましたが、学生
の時に大動物系のゼミに入ったことをきっかけに、
農家さんと関わること、大動物診療の豪快さが楽し
くて牛がたくさんいる十勝に来ました。

✿仕事をしていて楽しい事・大変な事
具合の悪い牛が元気になっていくことが楽しいで
す。大変なことは「暑さ 寒さ」ですが、日々生き
ていると実感できます。

✿休日の過ごし方
旅行が好きです。国内も海外も行きます。今行っ
てみたいのは飛騨高山とニュージーランドです。

✿今後の目標
鹿追に転勤して来て間もないですが、早く新しい
十勝農業共済組合西部事業所鹿追診療所

中内 久美子さん

環境に慣れて農家さんにも顔を覚えてもらえるよう
頑張ります。

しょうがとチーズのぎょうざ

材

27

伊藤 和広さん・和 子さん
上村賞 中野 松雄さん・恵美子さん
農協賞 井馬 啓至さん・典 子さん
農協賞

しょうが………………150ｇ
ミックスチーズ…………70ｇ
ぎょうざの皮……………10枚
しょう油……………大さじ１
砂糖…………………大さじ１
サラダ油…………………適量
作り方

①しょうがの皮をむき、みじん切りにする。
②フライパンにサラダ油をあたため、しょうがのみ
じん切りを30秒程炒め、しょう油、砂糖で味付け
をする。
③②がさめたらチーズとまぜ、ぎょうざの皮で包ん
で揚げる。

番地

7月

（左から）

美紀子 さん

2017

中鹿追

鈴木

（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６月 日
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料

51

22

事、大久保教夫代表監事が
互選されました。
また、総会に先立ち前常
務理事の中野松雄氏に上村
賞が、上幌内地区の伊藤和
広氏と中瓜幕地区の井馬啓
至氏に農協賞が授与されま
した。
中野氏は昭和 年に奉職

挨拶をする佐藤組合長

ました。
議案は平成 年度事業報
告、平成 年度事業計画、

普及・支援、加工業務用キ

対策、ＩＣＴ農業の更なる
決議され、

に関する特別決議」が提案・

大会決議事項の着実な実践

総会後の理事会・監事会

取組みを進めて参ります。

ＣＴ・最先端技術を活用し、

い農業経営構築に向け、Ｉ

進む中、
省力化・生産性の高

イトルに、規模拡大が一層

「農～魅せる～」
をメインタ

援、鹿追給油所建

ートナーづくり支

後継者に対するパ

未婚農業経営者・

経営参画の促進、

女性農業者のＪＡ

推進、農業後継者・

を５月 日、正組合員２７
９人（うち法人 ）中２４

時過ぎに閉会

ャベツの取組み強化、飼料
た助成事業、哺育育成牛舎
において、木幡浩喜代表理

今年度事業では、新たな
設・ドライブスル

９人（うち書面議決 人、

となりました。

役員の選任等全９議案が提
建設、経営移譲・大型投資
事組合長、那賀島勝専務理

用とうもろこし増産に向け

案通り決定されました。
への経営コンサル、法人化

特に本年度からスタート

ＴＭＲセンターや種子馬鈴
ー洗車場設置、瓜

対応相談の強化・

薯貯蔵庫の建設に向けた取
幕事業所給油所建

する第 次農業振興計画は

委任状７人）の出席により
組み、労働力支援対策、排

を審議する第 回通常総会

当ＪＡ大会議室で開催しま
設等、ハード・ソ
組み営農支援の強
化を図ると共に、
青年部・女性部・
熟年会及び広報活
動を重視し、地域
社会へも貢献する
事業展開を行って
参ります。
最後に、ＪＡ青
年部大村和也部長
から「ＪＡ北海道

鹿追町農業の振興とＪＡ事業に貢献
され「上村賞」を受賞された中野さん
と「農協賞」を受賞された伊藤さんと

支援があっての事と深く

職員の皆様のご指導・ご

合員を始め、役員更には

のも、ひとえに、農家組

受賞する事が出来ました

今回、このような賞を

力と協力のおかげと感謝

牧場スタッフの日頃の努

する関係機関の御指導と

す。これも農協を始めと

大変光栄に思っておりま

に当たり恐縮すると共に

今回農協賞を授賞する

追町農業の発展のため努

指導を頂き微力ながら鹿

ます。今後も皆様方の御

した。大変感謝申しあげ

を受賞することができま

援と御協力を頂き農協賞

各関係機関の皆様のご支

この度は、家族、地域、

井馬さんに感想を伺いました。

感謝申し上げます。

申し上げ、今後共楽農経

力して参りたいと思いま

4

本町農業が益々ご発展

営を目指して邁進したい

すので宜しくお願い致し

4

する事を祈念し、お礼の

と思います。

ます。

言葉とさせて頂きます。

中瓜幕

上村賞を受賞された
中野 松雄 さん・恵美子 さん
農協賞を受賞された
伊藤 和広 さん・和子 さん
井馬 啓至 さん・典子 さん
上幌内

祝辞を頂いた田町長

水対策と有機物投入による

した。

伊藤氏は時代の変化に即

12

28

第 次農業振興計画の設定、

29

10

フト両面に亘り取

平成 年度の事業計画等

10

土づくりと収量・品質向上

総会では、木幡専務の開
会宣言に続き、ＪＡ綱領「わ
たしたちＪＡのめざすもの」
を全員で朗唱しました。
佐藤組合長の一年を総括
する挨拶の後、田町長を
始め来賓の方々から祝辞を
頂き、議長選任では議場か
ら鹿追地区の蓑口武司さん
が推薦され、副議長には笹
川地区の濱口敏成さんが議
長指名を受けて議事に入り

ＪＡの発展に寄与され今回

を畜産課に席を置き、乳量・
応し、町内でも有数の大型

の受賞となりました。

乳質の向上に大きく貢献さ
年には町内初となるロ

酪農経営をされており、平

れ、平成
就任後も卓越した指導力を

に極めて大きな功績を頂い

される等、鹿追町農業振興

の役員や農事組合長を歴任

また、両氏は生産者組織

をされています。

常に高い技術レベルの経営

術を積極的に取り入れる等、

ＧＰＳを活用した新たな技

りを積極的に進めると共に

菜を加えた経営で、土づく

井馬氏は畑作４品目に野

います。

作業負担軽減を実現されて

設を導入し、労働力削減と

ボット搾乳や堆肥化処理施

成

年、常務理事に

以来、職員在職期間の大半

98

た事等により今回の受賞と
3

69

31

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】ささいなことでイライラしやすいよう。一人の時間を大切にして気分のリフレッシュを。深呼吸も開運の鍵に
【健康運】ちょっとしたけがに注意。冷静な行動を
【幸運を呼ぶ食べ物】オクラ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】周囲のサポートに恵まれ、順調に過ごせそう。初対面の相手にも笑顔で話し掛けると良縁を引き寄せられるはず
【健康運】軽い運動がさらなる体調アップを招く時期
【幸運を呼ぶ食べ物】エダマメ

29

26

なりました。

伊藤さんご夫妻

～役員改選で木幡新組合長、那賀島新専務が就任～
～第10次農業振興計画を含む全議案を決定～
～上村賞・中野松雄氏、農協賞・伊藤和広氏、井馬啓至氏が受賞！～
51

敏成さん（右）
武司さん（左）

井馬さんご夫妻

26

17

発揮し、本町農業の振興、

議長の
濱口
蓑口

中野さんご夫妻

特別決議を提案する
大村青年部長

第69回通常総会
JA鹿追町

代表理事組合長就任の挨拶
への影響が一層懸念されます。
国内では政府の規制改革推
進会議において全農改革や指
定生乳生産者団体制度の見直
し等、先行き不透明な情勢で
はありますが、今後も引き続
き動向を注視していかなけれ

職員そして関係各位の永年の
設定し、農業支援体制の充実

まして農業経営者個別目標を

喜

努力によりＪＡ鹿追町は発展
を進め、計画目標達成の為、

浩

盛夏を迎え組合員の皆様方
してまいりました。しかしな
役職員一丸となって邁進して

幡

には益々ご健勝にてお過ごし
がら国内外の農業諸情勢を見
いく所存です。

木

の事と存じます。
た時、国際情勢についてはア

代表理事組合長
ばなりません。先の総会で第
次振興計画をスタートさせ

通常総会で新役員が選任され

私事５月 日開催の第 回

役員のもとで代表理事組合長
に選任されました。
り示されＥＰＡ、
ＦＴＡ等、
２

の発効を目指す方針が政府よ
と致します。

お願い申し上げましてご挨拶

様のご指導ご協力をよろしく

盛夏を迎え組合員の皆様方には、お忙し

専務理事就任の挨拶

監事

監事

山田

伊藤

清美

章一

この度の役員改選
により理事を退任し
ました。今期から鹿追・
中 鹿 追・下 鹿 追・上
然別地区の皆様より
推薦を頂き監事とし
て 就 任 致 し ま し た。
気持ちを新たにＪＡ
の適正な事業推進と
なるよう役務に臨み
たいと思いますので
宜しくお願い致します。
この度の役員改選
に 当 り、笹 川・北 鹿
追地区より推薦と通
常総会の決議を受け
監事として就任致し
ま し た。何 事 も 経 験
不 足 で あ り ま す が、
先輩役員の方々から
役目を学び得ながら
取り組んで参りたい
と 思 い ま す の で、組
合 員、役 職 員 の 皆 様
にご指導頂きます様、
宜しくお願い致します。

理事

理事

遠藤

澤野

さて、この度の役員改選によりまして、

していきますので、皆様のご指導、ご支援を

私でありますが、今後３年間微力ながら努力

理事の経験も少なく、まだまだ若輩未熟の

不肖私が専務理事として拝命を受けました。

今回の役員改選で、南瓜幕・北瓜幕・東
瓜幕・中瓜幕の四地区より推薦をいただき、
５月 日の第 回通常総会で監事に選任さ
れました。総会終了後の監事会で、代表監
事に就任致しました。私は、代表監事とし

直満

直樹

この度東瓜幕地区
の推薦を受け理事に
就任する事となりま
した。
浅学非才の身では
ございますが、組合
員皆様、ＪＡ、更に
鹿追町農業発展のた
め鋭意努力する覚悟
でございますので、
よろしくお願い申し
上げます。
この度、北瓜幕地
区の推薦を受け理事
に就任する事となり
ました。その責任の
重さ、重圧に心震え
る思いで一杯ですが、
組合員の皆様、諸先
輩方よりの御指導を
頂きながら、ＪＡ運
営の一助となれる様
頑張りたいと思いま
す。

理事

理事

若原

植田

政雄

明義

ん。役員、職員の協力を得、鹿追町農協の
ため、組合員のため事業遂行に努力して参
りますので、組合員皆様の協力を、よろし
くお願いします。

この度の役員改選
に当り上幌内地区よ
り推薦と通常総会の
承認を受け理事に就
任致しました。
鹿追町農業発展の
ため頑張りますので、
皆様の御指導よろし
くお願い致します。

この度役員改選に
当り、北鹿追地区の
皆様より推薦頂き、
理事として就任する
事となりました。
皆様のご支援、ご
協力を賜り精一杯努
力したいと思います
ので、どうぞよろし
くお願い致します。

理事

理事

浅野

奥田

俊幸

永順

この度の役員改選
により南瓜幕地区よ
り推薦を受け、理事
に就任する事になり
ました。
身に余る大役を受
けとまどいもありま
すが、皆様のご指導
とご協力を頂き精進
していきますので、
宜しくお願い致しま
す。

この度の役員改選
に当り、下鹿追地区
の推薦を受け理事を
拝命する事になりま
した。
責任の重さに身の
引きしまる思いで一
杯です。
皆様のご協力
とお知恵を賜り、精
一杯努力したいと思
いますのでどうぞ宜
しくお願い致します。

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

ての器ではありませんし、能力もありませ

す。

心からお願い申し上げましてご挨拶と致しま

め、
新組合長を中心とした役員、
並びに職員

これからの鹿追町農業の更なる発展のた

い毎日をお過ごしの事と存じます。

と一丸となって対処して参りたいと思います。

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

国間での貿易交渉も含め農業

精一杯努力致しますので皆

メリカを除く カ国でＴＰＰ

10

同日開催の理事会において新

69

これまで組合員、先輩役員、

11

26

69

勝
那賀島
教夫
大久保

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】強引に物事を進めず、じっくりと腰を据えて取り組むのに向く期間。リラックスするには紅茶に凝ると効果あり
【健康運】暴飲暴食気味。食事内容の見直しが必須
【幸運を呼ぶ食べ物】ピーマン
蟹座 6/22～7/22
【全体運】新しいことをスタートさせるのに最適。意欲的にチャレンジしてみて。過去に駄目だった挑戦にもリベンジ可能
【健康運】疲れを感じやすいかも。休養を忘れずに
【幸運を呼ぶ食べ物】トウガン

5

26

専務理事
代表監事

代表監事就任の挨拶

新役員挨拶

入れられて以来１１５年の
歴 史 を 重 ね ま し た。
「やせ
地と厳しい気候」十勝農業
の後進に憶せず、先人の歩
んだ苦難の足跡・戦後の深
刻な食糧不足から「自作農」
による食糧増産時代を経て、
国際化時代を迎えて半世紀、

ありますが、ＥＵにおける

経済は緩やかな回復基調に
に注視しつつ、一方的な農

離・再編の要請などの動向

革し、信用・共済事業の分

代」にしっかり継承され成

進行の中、本町農業は「次

揺れ動く農政とグローバル

制度に移行され 年、常に

仁

英国の離脱に次ぐ米国新政
業・農協改革の押し付けを
長を続けて参りました。云

雅

権による保護主義の台頭、
阻止するとともに地域農業
う迄もなく、その羅針盤は

藤

中国経済などで先行に不透
の振興や農協経営に更に影
今次スタートする第

佐
年経営所得安定対

農業政策は「価格支持」か
ら平成
年戸別所得補償

明感が増しております。一
響を受けぬ様、一層のＪＡ
業振興計画であります。
「畑」

策、平成

方国内経済は輸出の持ち直
グループ組織の結束力が肝
「酪」
「 畜 」の ３ 本 柱・更

次農

し、雇用・所得が堅調で回
要であります。

代表理事組合長

代表理事組合長退任の挨拶

た。その間、平成 年から
復が示されていますが、企

営農に勤しんでおられる事

の分をとり戻すべく毎日の

組合員の皆様には、昨年

して居ります。

はかどり作況も順調に推移

迎え、例年になく農作業が

にご支援・ご指導を賜り、

員の皆様・関係機関の皆様

組合員ご家族の皆様・役職

させて頂きましたが、常に

年間、身に余る大任を務め

年より代表理事組合長を

専務理事を３年間、平成

変動などの影響等警戒・留

るものの、原油価格や為替

済対策が景気の下支えとな

今後は公共投資を中心に経

の停滞が見られています。

業収益の足踏みと個人消費

がスムーズに決定されまし

新組合長の選任と常勤体制

選出２名の役員が就任され、

合員選出 名の役員・学経

常総会に於いて、新しく組

土を育てて下さい

「農〜魅せる〜」豊かな郷

職員」皆様が想いを一つに

「組合員諸氏」
「新常勤」
「役

し「鹿追らしさ」を基軸に

本町独特の経営資源を活か

立

なる躍進に向けて、自主・

と存じます。
更に町民皆様の温かいご理
意すべき状況が続いていま
た。
「意欲に満ちた新布陣」

こうした中、今年ＪＡ創

私事、この度の任期満了
解に支えられて今日を迎え
す。特に農業情勢は改正農

自立の気概を宿し築かれた

をもちまして役員を退任致
る事が出来ましたことに衷

隆盛を心よりご祈念し退任

ることの出来ない貴重な教訓

の挨拶と致します。

次第でございます。想えば８

を得ることが出来、心から感

皆さん、組合員をはじめ職員

伴い退任致しました。役員の

さて、この度の役員改選に

げます。

のことと心からお慶び申し上

おかれましては益々のご健勝

盛夏を迎え、組合員皆様に

務を果たすことが出来ました。

公正を旨として一生懸命、任

同組合理念の下、人間尊重、

くの方々のご指導を賜って協

が、監事の皆さんをはじめ多

する情勢の中ではありました

経済環境が目まぐるしく変化

でもあります。この間、農業

を心よりご祈念申し上げ退任

のご健勝と農協の益々の発展

員の皆様、役職員・ご家族様

最後になりましたが、組合

であり、更なる健闘を祈ります。

町農業の発展につながるもの

次農業振興計画達成こそ本

今年度よりスタートした第

らまた過ぎてみると短いよう

の方々にご指導、ご協力を頂

謝を申し上げます。

期 年、永いようでありなが

鹿追町農業は開拓の鍬が

揺ぎないＪＡ鹿追町のご

周年の節目を迎えた通

しました。顧みますと、平
成５年に地域の皆様から理
す。

に大きな期待を寄せるとこ

事に推薦を頂き 年間の長
さて、内外情勢では世界

17

70

私にとりましては生涯忘れ

を取り巻く環境は大きく変

協法の施行、規制改革推進

10

10

心より厚くお礼申し上げま

さわやかな初夏の季節を

19

23

ろです。

11

会議の動向など農業・農協

15 14
き心より厚くお礼申し上げる

理事

監事

藤田

和田

均

幸裕

私事、今回役員改選により退
任させて頂きました。３年間監

理事

理事

中野

名波

繁實

秀毅

２期６年間、微力ですが農協
役員として運営にお手伝いがで
きたかなと思います。これも組
合員、役職員皆様の協力、ご支
援の賜物と心よりお礼申し上げ
ます。新体制のもと、益々の発
展を祈念し、６年間のお礼を申
し上げます。

このたびの農協理事退任に当
り２期６年、この間組合員役職
員の皆様にいろいろ教わり、勉
強させて頂き大変お世話になり
ありがとうございました。鹿追
町農業又農協の更なる発展に期
待しまして挨拶とさせて頂きま
す。

ります。

正廣

宮下

査の実施及び実査・立会等を通
じ役職員や関係機関の方々に深
く感謝致します。新体制の下、
組合員と役職員が連携を深め鹿
追町農業の益々発展される事を
祈念致し退任の挨拶と致します。

皆様の協力と御支援により３期
９年の役員を務める事が出来まし
た。感謝とお礼を申し上げます。
今後とも相互扶助の精神を基本
こうけん

理念に地域社会や組合員に貢献す
るＪＡとして前進して下さい。
心より地域農業の発展を願って
います。

平成 年か
ら 年間理事
として農協運
営に携わらせ
て頂きました。
この間皆様方
より多大なる
ご支援ご協力を賜りました事深く感謝お礼申
し上げます。
この間農協として多くの施設整備等投資も
行って来ましたが、組合員の農協への結集又
職員の弛まぬ努力の結果、成果が現れて来て
おります。組合員も積極的な投資効果によっ
て農業生産の拡大や所得の増大が進んでおり
ますが、自然相手の職業で有り今後厳しい試
練も組合員職員共に英知を出し合い更なる発
展進歩を期待しております。
最後に役職員一丸となって組合員の負託に
応えられる農協運 営が成される様期待してお

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

の挨拶と致します。

10

い間大変お世話に成りまし

義雄
吹上

理事

18

11

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】地道な作業に力を注げば、少しずつ物事が動きだす予感。何事にもじっくり取り組んで。気分転換には音楽が吉
【健康運】不調和を感じがち。生活リズムを整えて
【幸運を呼ぶ食べ物】カンパチ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】対人運良好。人と知り合える場所には積極的に足を運んで。趣味の集まりやオフ会に参加すると新鮮な出会いが
【健康運】順調。血行促進を図ると、さらに好転
【幸運を呼ぶ食べ物】アンズ

7

代表監事

24

24

代表監事退任の挨拶

退任役員挨拶

十勝農業賞 を受賞
適期防除の対策に取組むと

生予察情報を適時に周知し、

連の定期総会の席上におい
ともに良苗供給体制の構築

過日開催された十勝農協

て、今田審議役が十勝農業
今田審議役は今回の受賞

に尽力されました。

同賞の受賞は、ＪＡ鹿追
を「今までの功績が評価さ

賞を受賞し表彰されました。

町の職員としては四人目の
れ大変うれしく思います。
農業振興と農家経営の安定

今後は営農部審議役として、

快挙となります。
今田審議役は、平成 年

にＪＡ鹿追町に奉職し、現
語ってくれました。今後の

向 上 に 取 り 組 み た い。」と

先頭に立ち生産性向上に取
更なる活躍が期待されます。

在まで 年間、農産指導の

組みました。特にキャベツ

を加えた経営形態

の確立に向け良品

質生産技術の確立

と労働力負担軽減

による面積拡大を

目的としたキャベ
ツ収穫機械の開発
を各研究機関・メ
ーカー等と連携し
て開発を進めたほ
か、栽培技術・輸送
技術の改良、委託

第56回「正しい運転・明るい輸送運動」で表彰される！

回「正しい運転・明るい

去る３月９日に、公益社団法人全日本トラック協会
から、㈱鹿追協同運輸が第

した。
「正しい運転・明るい輸送運動」
とは、交通・労働災害事故の防止、
受賞されました。

た結果、この様な素晴らしい賞を

員が一丸となって日々取組んで来

送事業の社会的地位向上に寄与したとして表彰されま

輸送運動」において優秀なる成績を収め、トラック運

56

日新
旧給油所では手狭な場所の為、車の出入り等

装オープンしました。

に渡りご不便をお掛けしましたが、６月

瓜幕給油所工事期間中地域の皆様には長期間

環境保全及び輸送秩序の確立によ
り、円滑な輸送の達
成を図り、年末年始
の輸送繁忙期におけ
る安全・安心な輸送
サービスを提供する
目的に全日本トラッ
ク協会が実施してい
る運動です。
運動の実施事項は、
荷役作業時の安全確
保の徹底、健康診断
受診の徹底、確実な
点呼の実施、飲酒運
転及び危険ドラッグ
の根絶、過労運転防
止の徹底、追突事故
及び交差点における
事故防止の徹底等
項目あり、経営トッ
プ、管理者及び従業

チツプ号」
「プリンセスデ
ール アルフレツド スパ
ークバラ号」がそれぞれ第
９部シニア２歳クラスの３
位・４位となり、３位の牛
はセカンドベストアダーも
受賞しました。
これから開催される夏の
共進会に向けて更 なる活躍

第56回「正しい運転・明るい輸送運動」で表彰されました

でお客様にご迷惑をお掛けした事もありました
が、新給油所は十分なスペースとキャノピー（屋
根）も設置し、悪天候でも安心してご利用頂け
ると思います。
事業所敷地全体を舗装し、給油所完成を以っ
て瓜幕事業所全ての工事が完了となり、Ａコー
プを含む事務所、給油所、倉庫の利便性を高め
る事が出来ました。
今後も職員一丸となって業務に当って参りま
すので更なるご利用をお願い致します。

駐車スペースも広く便利になりました

全日本トラック協会主催

が期待されます。

13

13

瓜幕給油所新装オープン

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
尚、本町出品牛の上位入
賞牛は上記の通りです。

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

十勝農業賞を受賞された今田伸二審議役

19

収穫方式の導入等

※本町からの出場牛10頭のうち入賞牛のみ掲載

を進め、産地形成

10

査の下、日頃の改良の成果
を競い合いました。
本町からは 頭出品し、
ジャージー種で髙田泰輔さ
ん出品の「ビユーテイ ケ
ニフロウ ウイング ジエ
ームズ号」が見事第 部未
経産ジュニアクラスの１位
となりました。
ホルスタイン種において
も、石村雄輝さん出品の「プ
リンセスデール ダンデイ

髙田 泰輔 ビユーテイ ケニフロウ デザイン パージー ジャージー種 第19部 ４位

に努められました。

髙田 泰輔 ビユーテイ ケニフロウ ウイング ジエームズ ジャージー種 第19部 １位

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】思うようにならないことが多く、イライラが募りやすい時期。笑顔と謙虚さが開運の鍵に。盆栽の手入れもグッド
【健康運】気晴らしが大事。自然の中で過ごすと◎
【幸運を呼ぶ食べ物】アジ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】アクティブに動き回れそう。迷ったときは、とにかく動いてみるのがベスト。大胆な発想が運気上昇の呼び水に
【健康運】高め安定。体力アップを図るチャンス
【幸運を呼ぶ食べ物】ナス

9

ジャージー種 第21部 ５位
髙田 泰輔 ケニフロウ バンビーナ バンブルビー

ジャージー種 第19部 ３位
髙田 泰輔 ペアンツリー ローズ マーチン

28

石村 雄輝 プリンセスデール アルフレツド スパークバラ ホルスタイン種 第９部 ４位

公益社団法人

15

ホルスタイン種 第13部 ６位
髙田 泰輔 ビユーテイ ＡＦ スパート ドリス

ホルスタイン種 第９部 ３位

位
順
部
場
出
号
名
出品者

セカンドベ
ストアダー

石村 雄輝 プリンセスデール ダンデイ チツプ

27

また、病害虫発

髙田泰輔さん、石村雄輝さん上位入賞

㈱鹿追協同運輸

13

本町出場牛上位入賞者

５月 日～ 日、安平
町の北海道ホルスタイン
共進会場で、２０１７年
北海道ブラックアンドホ
ワイトショウが開催され
ま し た。（ 北 海 道 ホ ル ス
タイン改良協議会主催）
北海道各地から、ホル
スタイン種とジャージー
種、合計２７６頭が出品
され、細野淳氏（アルタ
ジャパン株式会社）の審

ジャージー種第19部未経産ジュニアクラス第１位となった出品牛を
囲み記念撮影

今田営農部審議役が
2017年 北海道ブラックアンドホワイトショウ

５月 日から一泊二日の日程で、年金友
の会定期総会並びに一泊研修旅行が 名の
参加により実施されました。

た。
「 摩 周 湖 」で は、打 っ て 変 わ っ て の 晴
天となり、日本一の透明度を誇る「摩周湖」
の絶景を満喫する事が出来ました。
その後、宿泊先の川湯温泉「川湯観光ホ
テル」において定期総会が開催され、東原
会長の挨拶、ＪＡ佐藤組合長からの祝辞と
ＪＡ北海道信連吉原帯広支所長からの祝電
披露に続き、議長に指名された下鹿追支部
の三田村忠さんの進行により、議案審議が
行われました。議案として、平成 年度事
業・決算報告、平成 年度事業計画・予算、
役員改選（会長に市街南支部の東原貞志さ
ん、副会長に笹川南支部の加藤慶昭さん、
北瓜幕支部の城勲さん）が承認されました。
総会後、石塚春夫さん、上村光子さん、
坂上民子さんに最高齢参加者の記念品が贈
られました。
懇親会は、夕食を食べながら「歌謡ショ

ダナで藍染め体験をしました。板

Ｊファーム〟を見学しました。き

水耕栽培で育てている〝株式会社

地熱やバイオガスの熱を利用して

ニトマトやベビーリーフを温泉の

そして楽しめるお料理ばかりでお

も趣向が凝らしてあり、美味しく、

ました。夕食のバイキングはどれ

風リゾートきたゆざわ〟に泊まり

宿泊場所は北湯沢にある〝緑の

会で大変盛り上がり、その余韻が残る中、
笹川南支部の最上英雄さんの一丁締めで宴
は終了しました。
ヘクタールもの

翌 日 は、「 ひ が し も こ と 芝 桜 公 園 」を 訪
れました。この公園は、
面積に芝桜が一面咲いており、遊覧車で公
園の頂上「東屋」まで上り展望台から見渡
す景色は、まさに〝芝桜の海〟であり、そ
の美しすぎる光景に圧倒されました。その
後、昼食を挟み、釧路市の「和商市場」を
訪れ、たくさんのお土産を両手いっぱいに
抱え帰路へと着きました。
来年の年金友の会定期総会・一泊研修旅
行も喜んで頂けるよう企画して参りますの
で、多くの方の参加をお待ちしています。

６月 日に喜楽会日帰り研修を
名の参加で実施しました。

10

初日は、足寄町にある北海道三大秘湖に
数えられる「オンネトー」に立ち寄り、撮
影スポットとなっている湖畔展望台で、み
なさん写真撮影を楽しんでいました。その
後、昼食を挟み、国の天然記念物マリモの
棲む神秘の湖「阿寒湖」を訪れ、遊覧船に
乗 船 し ま し た。「 阿 寒 湖 」は、生 憎 の 雨 模
様で、肌寒くも感じましたが、
雌阿寒岳など
の山々に抱かれる「阿寒湖」を湖上から楽
しみました。
その後、天候に不安を抱きつつも霧の摩
周湖とも呼ばれる「摩周湖」へ向かいまし

遊覧船で阿寒湖の美しさを満喫しました

ー」を楽しみ、その後、恒例のカラオケ大

女性部一泊研修旅行
６月６日～７日の日程で、女性
で挟んだり、つまんだりして藍の
染色液に漬け、世界に一つだけの

部一泊研修を参加者 名で実施し、

伊達・千歳方面を研修しました。

れいなハウス内には腰の高さから

腹の限界まで食事を楽しみました。

作品ができ上がりました。

伸びたトマト等があり、作業もし

また、楽しみにしていた温泉も朝

一日目の研修先は苫小牧市でミ

易そうでした。トマトは一株を一

と晩の入替で色とりどりのお風呂
が約 種類あり、期待以上に温泉

年間育てる事ができ、冬でも安定

して供給されます。

％は雑草

でいちご狩りをし、道の駅なかさ

中札内村にある〝ピータン農園〟

植物を植えれば、手をかけなくて

抜きだそうです。その土地に合う

この日はガーデン散策日和の快

も自然に育ち、また翌年芽を出し

紫竹ガーデンに移動し、園内で

晴で、参加者は広いガーデン内を

つないで有名な地鶏から揚げやお

昼食をとっていたところ、全国的

歩いてお花を眺めたり、木陰のイ

てくるそうです。

にも有名な紫竹おばあちゃんこと、

修となりました。

りと心安らぐひと時を過ごせた研

だり、珍しいお花の苗を購入した

スに腰掛けておしゃべりを楽しん

えず、様々な植物が植えてあるワ

このガーデンは手をほとんど加

来て下さいました。

創業者の紫竹昭代さんがご挨拶に

菓子等のお買物を楽しみました。

てていて、管理作業の

イルドガーデンです。無農薬で育

美しい芝桜を見て心が和みます
気持ちの良いガーデン散策日和でした

を満喫する事ができました。
二日目はキッコーマン千歳工場
の見学を行いました。工場内は入
った瞬間から醤油の香ばしい香り
に包まれていました。千歳工場で
は創業当初から道産小麦を使用し
ていたり、醤油を作る工程で出た
搾り粕は家畜の餌にも再利用して
いたりと意外にも、醤油作りと農
業は密接な関係がある事を学びま

事で心もゆったり、体ものんびり

研修でしたが、温泉と美味しい食

あっという間に過ぎた二日間の

した。

28

ワイルドガーデンを満喫

川湯観光ホテルで開かれた定期総会

10
11

13

喜楽会日帰り研修旅行

射手座 11/23～12/21
【全体運】暗い発想をしやすい暗示。意識的にプラス思考を。香り系ヒーリンググッズを試してみると効果を実感できます
【健康運】運動不足気味に。適度に体を動かして
【幸運を呼ぶ食べ物】アワビ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】気分の浮き沈みが激しくなる期間。コロコロ意見を変えて、周囲を困らせないよう、ご用心。開運には深呼吸を
【健康運】無理なダイエットはＮＧ。ほどほどにツキ
【幸運を呼ぶ食べ物】カボチャ

90

29

54

22

16

25

川湯温泉において開催！

その後は伊達市に移動し、バン

瞬く間に過ぎた楽しい一泊研修でした

20

くつろぐ事ができました。

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

第31回ＪＡ鹿追町年金友の会定期総会・一泊研修旅行
食事＆温泉に 大満足‼

６月 日、上
然別地区上重義
隆農場において、

第１回目の「子

ども農業体験」

を実施しました。
当日は、快晴

で気温 度と、

とても気持ちの

良い天候での開

催となりました。
鹿追小学校３年生児童

名が参加し、今回はキャベ

ツの移植を行いました。４

班に分かれて青年部員と一

皆で協力して移植しました

を行う予定をしており、今後も有
意義で楽しい農業体験を目指して
取組んでいきます。

合せＡコープ鹿追店内におい
んでいます」
「応援しています」

来客者からは「毎日牛乳飲

また、くてくぅもキャンペ

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

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

中国人技能実習生受入

青年部・フレッシュミズ合同焼肉交流会
ＪＡ青年部・
鹿追町産の牛肉・豚肉の食べ比

ムに分かれて当ててもらいました。

どこの農場で生産された肉かチー

フレッシュミ
べは、町内に住んでいても、なか

５月 日、

ズ合同焼肉交
なか出来ない事なのでとても良い
また、普段なかなか顔を合わす

機会となりました。

流会を青年部
名・フレッ
シュミズ 名、
皆さんとの交流が出来、今後の青

ことが出来ないフレッシュミズの

加のもと、し
年部活動にも生かせる有意義な一

名の参

かりべつ川公
日となりました。

総勢

園パークゴル
フ場焼肉ハウ
スで開催しま
した。
交流会はＪ
Ａ木幡組合長
の乾杯の音頭
で始まり、今
回は新たな企
画として鹿追
町産のアスパ
ラガスと牛肉・
豚肉の食べ当
てを行いまし
た。
アスパラガ
スは一週間前
のものと当日
のものを用意
し、牛肉・豚
肉は、町内の

酪農 の技能実習 のため
期生（１
次）２名と受入農家の方々

９期生 名・第
度による中国人農業

も交えて会食を行いました。
（２次）
１名が６月
日に入国し同月 日

にＪＡと外国人研修
生受入農家連絡会に
よる受入歓迎式
を開催しました。
式では、ＪＡ
木幡組合長、増
田連絡会会長か
ら歓迎と激励の
挨拶が述べられ、
しゅ ぶん ぶん

技能実習に入る
朱雯雯さんより
実習への強い意
気込みが述べら
れました。
朱雯雯さんは、
１カ月間の座学
講習を終了した
後、㈲上村農場
へ３年間の実習
に入ります。
式後半では、
現在実習中の第
８期生５名・第

し、
総勢 名となり、
７戸の組

生は今回で全員入国が終了

今年度予定した技能実習

技能実習生第 期生

外国人技能実習制

交流会の後にみんなで仲良く記念撮影

緒に株間 ㎝間隔でキャベ

ツの苗を移植しました。
移植中は積極的に質問をする

熱心な子ども達の姿が多く見ら

れました。キャベツの苗１４８

株を怪我等もなく移植し、有意

義で楽しい時間を子ども達と過

ごす事が出来ました。
子ども農業体験は過去にも実

施した事がありますが、今年も

一年間を通して一連の作業を体

験してもらい、子ども達に「農

業の楽しさや魅力、食の安全・

安心」を発信したいと考えてい
ます。
８月下旬にはキャベツの収穫

て、鹿追町酪農振興会主催（Ｊ
との声も聞かれ、町内産の牛

となります。

Ａ青年部協賛）による牛乳・
乳に対する意識の高さを伺う

６月１日の「牛乳の日」に

乳製品の需要拡大キャンペー
当日は、よつ葉乳業製品が
ーンに登場し、記念撮影をし

事が出来ました。

特別価格で販売された他、
「濃
て楽しむ小さな子ども達もい

ンが実施されました。

くとろっドリンクヨーグルト」

て、多くのお客様に乳製品の
需要拡大を図りました。

の試飲会が行われました。
当キャンペーンは、２０１

10

37

３年より始まり今年で５年目

15

合員宅で実習が行われます。

12
13

14

22

10

22

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】珍しく神経質になりがち。難しく考え過ぎず、気楽に構えて。気持ちを上向かせるにはウオーキングが正解
【健康運】健康法に凝り過ぎるかも。自然体が一番
【幸運を呼ぶ食べ物】桃
魚座 2/19～3/20
【全体運】楽しいことに縁がある月。友人たちとレジャーに出掛ければ、にぎやかで発見の多いひとときに。観劇もお勧め
【健康運】行動力アップ。スポーツの上達が早そう
【幸運を呼ぶ食べ物】シソ

37

人
充

30

17

20

吾
翔
重
上
青年部農政営農部長

那賀島

12

24

35

（酪農振興会主催）

青年部組織対策部長

第10期（２次）中国人農業技能実習生１名が来町

移植したキャベツ畑でハイチーズ
くてくぅと一緒に記念撮影

青年部主催「子ども農業体験」

牛乳の日（６月１日）に牛乳・乳製品の
需要拡大キャンペーンを実施

鹿追町肉牛生産研究会道内研修を６月１日～２日
と６月８日～９日の２班に分けて実施しました。
肉牛生産研究会では、毎年飼養管理の向上を目的
に道内の優良肉牛牧場を視察研修しており、今回は
㈱ファームズ千代田（美瑛町）を視察しました。
㈱ファームズ千代田は、自社種牛をもとに繁殖か
ら肥育まで行う一貫生産和牛牧場で、銘柄「びえい
和牛」として出荷しています。
また、特徴的な取組みとして、和牛の双子生産を

㈱ファームズ千代田で和牛繁殖に
ついて学びました

ＪＡ整備工場は、車輌整
湯器の販売、分解整備、除

いる他、各種暖房器具や給

土曜・日曜・祭日（盆・年

に密着した整備工場として
談下さい。また、各種エン

いますのでスタッフにご相

けない価格で販売を行って

渡辺主幹】
２４５９
成田主幹】
２３２５
水 戸 部】
野】

一番牧草収穫作業
本格スタート
コントラ課では一番

牧草収穫作業を６月５

日から開始し、約２，

０１８ヘクタールを６

班体制で総勢約 名で

進めています。

いします。

ご理解とご協力をお願

迷惑をおかけしますが

町民の皆様には大変ご

内を移動しますので、

中は大型農業機械が町

ていますが、収穫期間

第一に収穫作業を進め

安全作業・安全運転を

作業が進むよう準備し

入し、さらに効率良く

アコンや集草機械も導

新しいバタフライモ

ます。

レージ確保が期待され

まれており良質なサイ

育が順調で天候にも恵

今年は、春からの生

50

行っていました。（未経産の交雑牛に和牛受精卵を
２卵同時移植）
本町の肉牛
事業において
も、和牛繁殖
牛の増頭や交
雑牛への和牛
受精卵移植を
活用しながら、
和牛生産に取
組み始めてお
り、今回の視
察は、新たな
技術と飼養管
理について学
ぶ事が出来、
とても有意義
な視察研修と
なりました。

備、鉄工、資材店の３部門
雪機や耕耘機など他店に負

ＪＡ鹿追町車輌整備工場

で職員 名が勤務し、地域

末年始を除く）を休まず営

水道配管の修理も行ってい

ジン付小型作業機の修理や

整備部門では、安全・安

ますので、皆様のご利用を

業しています。
心な車検、点検、整備と法

に適合した完成検査を実施、 お待ちしております。
更に車検整備料金は低価格

２６３５

ＪＡ鹿追町車輌整備工場

の設定となっていますので 【電話番号】
皆様のご利用をお願い致し
ます。

 整 備
【整備フロント
 鉄 工
【鉄工フロント

備、施設の新築・改造の他、 【部品フロント 斉藤主幹】
大切なお車の車庫・カーポ
ートも取扱いしていますの
でお気軽にご相談下さい。

 資材店
【商品フロント

【修理フロント 河

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

館

14
15

資材店では、営農に係る
資材商品を多く取り扱って

地域に密着したＪＡ鹿追町車輌整備工場

情
報

道内視察研修

気
鉄工部門では、農機具整

： ： －66： －66： ： －66

安全・安心な車検、点検、整備
各種暖房器具も取り揃え中

に
な
る

JA

鹿追町肉牛生産研究会
23

然別湖湖水開き「然別湖の楽しいこと、ぜんぶ。
」に出店

鹿追産グリーンアスパラガスと
鹿追牛・豚の販売促進

【出身地】
千葉県松戸市
【研修先】
北鹿追
植田明義 農場

北海道の自然の中で働

応募したきっかけ】

【ピュアモルトに

いてみたかったのと、野
菜を作る現場を見たいと

アスパラの収穫をするこ
と。
【趣味・特技】
温泉めぐり、道の駅め
ぐり、散歩、映画鑑賞。
【この１年の目標】
種まきから収穫までの
作業を詳しく学んで技術
を習得したいです。
【今後の夢】
研修で学んだことをい
かして農業に携わりたい

6

と思います。
【出身地】
兵庫県丹波市

が楽しいです。
【趣味・特技】
写真を撮ること、音楽
鑑賞、身体を動かすこと
が好きです。
怪我や体調不良を起こ

【この１年の目標】

応募したきっかけ】
さないように毎日笑顔で

いきたいです。

牛に携わる仕事をして

【今後の夢】

頑張りたいです。

知人に紹介してもらっ

牛の特徴を覚えて朝と

夕方で搾乳室に入ってく

る順番の違いを見ること

月 日、ＪＡ鹿追町青年部は然別湖
湖水開き「然別湖の楽しいこと、ぜんぶ。」
に出店し、鹿追産グリーンアスパラガス
と鹿追牛・鹿追豚を使用した「肉巻アス
パラ」を調理し、消費者へ販売しました。
消費者へ試食して頂きながら「安全・
安 心 」を 呼 び か け、「 鹿 追 産 食 材 」を Ｐ
Ｒする事が出来ました。
18

【研修をしていて楽しい事】

しました。

て興味を持ったので応募



【ピュアモルトに

笹川 石村正昭 牧場

【研修先】

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

千葉 かな恵さん

思ったから。

鹿追産グリーンアスパラガスに鹿追牛・鹿追豚を巻い
て調理した「肉巻アスパラ」
。
甘みが強く、みずみずしい鹿追産グリーンアスパラガ
スと鹿追牛・鹿追豚との相性は抜群で、消費者からは「お
いしい」と評判でした。

16
17

作物の成長を見ること、

鹿追産グリーンアスパラガ
スと鹿追牛・鹿追豚を加工
した「肉巻アスパラ」
（写真左から豚肉、牛肉）

【研修をしていて楽しい事】

ＪＡ鹿追町青年部

安樂 優里さん
子どもから大人まで大人気のくてくぅ

家族で美しい山々と湖を見ながら食べていました
真心こめて調理しました
消費者へ鹿追町産の「安全・安心」をＰＲしました

ピュアな女性
くてくぅ

と
ひ

今月の

メロン

家 庭 菜 園

・実が付いたら、１つるに２果までにし、他は摘果する。
☆摘果した小さいメロンは漬物にすると美味しいです
《玉締め方法》
ネットメロンの場合、美しい網目模様をつくる為
に「玉締め」をします。味に変わりはありません
が見た目にもこだわってみませんか？
・実が付いたら水をあげ始める。それまでは水を与
えない。
・メロンが握りこぶしより少し小さ目位に成長した
ら、トンネル内の温度を15～20℃になる様に温度
を下げ気味にする。これを３～４日行うとメロン
の果皮が固くなる。
・その後は３日に１回位の頻度で午前中に水を与え
る。急に水をたくさん与えると果皮の網目が裂け
てしまうので注意する。
（基本的にはあまり水を
与えない）

病害虫への対処

メロン・スイカ・カボチャ・キュウリ
摘果と防除について

スイカ
・スイカは摘果しなくても実が勝手に落ちます。
・実が付かない場合はつるの先端を切るとスイカが身の
危険を感じ、実を付ける様になります。
・実が付くまで水は与えないで野球ボールサイズになっ
てから水をあげる。実が付いても水を早く与えてしま
うと実を落としてしまう可能性があります。

鹿追小学校にある「鹿童（ししわっぱ）
」には現在６年生２人、５年生１人、４年生８人、３年生４人、２年生４
人の計19人で活動しています。月・木曜日の週２回、先輩から受け継がれてきた演舞曲を練習しています。活動時間
は15時40分から16時50分で行っています。今年のテーマは「たのしく！えがおで！かがやこう！」です。５・６年生
の団員で考えました。お客さんを楽しませるのはもちろん、自分達も楽しんで笑顔で踊ろうという思いを込めて決め
ました。

楽しいことは

１ℓ ＝1,000㎖
10ℓ の水＝10,000㎖に倍率の1,000倍で割ると
10,000（㎖）÷1,000（率）＝10ｇ
の薬剤が必要になります。

ポイント（農薬の種類）
水和剤…水和性があるので水に懸濁させて用いる製剤。乳剤の
様に有機溶媒を用いないため、植物に対する薬害は少
ないが、使用時に粉立ちが起こりやすい。

19

鹿童（ししわっぱ）

例えば…水10ℓに対して倍率が1,000倍の場合、
どれ位の薬を入れたらいいかを計算する方法。

うどんこ病
菌糸状のカビが原因で発生します。初期段階では葉に白いポツポ
ツとした病斑が現れ、最終的には全体に広がります。
うどんこ病は放っておくと病原菌がどんどん繁殖して野菜の生育
が悪くなります。うどんこ病は風で胞子が運ばれたり、近くで感染
した株からかん水時に泥の跳ね返り等で付着して発生します。
病気を広げない為には病気が発生した葉を早急に取り除き、雑草
や下葉から菌が跳ねない様にしましょう。

剤…農薬原体に乳化剤を加えた液体の製剤で水に懸濁させ
て用いるものをいう。調整後の希釈液は不均一が起こ
りやすいため、散布が終るまで均一に保つ必要がある。

フロアブル…最初から水に懸濁してある水和剤。

大切なのは 心を一つにすること！

ポイント（肥料・農薬の倍率早覚え）

アブラムシ
体長２～４㎜の野菜に寄生する害虫です。アブラムシが行う吸汁
活動で野菜が枯れたりする事はありませんが、野菜にとって不治の
病のウイルスを媒介するのでアブラムシは厄介者扱いされます。
アブラムシは駆除しないとどんどん増えていき、群生します。野
菜はアブラムシから出る甘露でベトベトになり、甘露を好むアリが
寄ってきます。アリはアブラムシの天敵である益虫のテントウムシ
を遠ざけてしまいますし、甘露はすす病の原因にもなります。
アブラムシはアミノ酸が好物なので、窒素系肥料を少な目に施肥
する事でも防ぐ事が出来ますし、太陽光が嫌いなので反射する銀色
のテープ等で防ぐ事も出来ます。

乳

わ

く
だ
ぱ
より
ん

メロン・スイカの防除
・アブラムシ
ダントツ水和剤
アディオン乳剤

4,000倍
2,000倍

・ダニ
ダニトロンフロアブル
サンマイトフロアブル

2,000倍
1,500倍

・うどんこ病
トリフミン水和剤
アミスター20フロアブル

3,000倍
2,000倍

カボチャの防除
・うどんこ病
トリフミン水和剤

3,000倍

キュウリの防除
・アブラムシ
ダントツ水和剤
アディオン乳剤

4,000倍
2,000倍

・うどんこ病
トリフミン水和剤

3,000倍

みんなが笑顔で踊ること！

運動会の総練習で一生懸命に踊る様子

心を一つに！

今後の活動予定
７月 Ａコープまつり、夕食の集い
９月 もみじの里まつり、神社まつり
11月 町民文化祭、ステージザウルス
12月 校内発表会
１月 ６年生を送る会

鹿童の皆さんからの一言

・べと病
ダニコールエース
アミスター20フロアブル

1,500倍
2,000倍

・灰かび
スミレックス水和剤

1,000倍

みんなが笑顔でおどると楽しい！
一番前で失敗した時は恥ずかしかった！
はやく団長みたいになりたい！
とても緊張するけど楽しい！
鹿童の皆さんは「町内のお祭りにもたくさん出演していますので、ぜひ見に来て下さい！皆さんに最高の笑顔を届
けられる様に、一生懸命踊りますので、応援よろしくお願いします」と話してくれました。
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クロスワードパズル

５：00 こども園しかおい鼓隊

⑥チョコレートの原料になる植物

①晩ご飯のこと
①夕涼みや花火大会に似合う着物

ヨコのカギ
した

③物事を行うのにちょうど良い頃
④馬の背に置きます

合い

⑪鉛筆を削って出します
⑤絵柄の美しい

⑩ナタネやゴマなどを搾ると取れ

切手を買った

⑫泳げない人の強い味方

⑧わらなどを編んで作る敷物

が明かない。会っ

⑫原本からコピーした物のこと

ます

⑰今日が終わるとやって来ます

⑬キツツキが木に穴を開けるとき

⑯

キープ。ペット

⑭世話人に頼む、昔ながらの婚活

に使う物

⑲野球の打者が振ります

て話そう

⑮電話では

⑭ハチドリやチョウが吸います

⑨コンコンとノックする物

す

②サナギからチョウに

です

㉑頭文字のこと。佐藤さんならＳ

午後

⑦ビー玉を押し込んでから飲みま

タテのカギ

～プログラム～

⑱東南アジアの国。首都はバンコ
ク

ししわっぱ

〈応募方法〉

パフォーマー

「はち君」

７：00

名
（応募総数

〈６月の正解〉

正解者

スカウンターでお受取り下さい。

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７月

から抽選により次の方々が当選さ

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
７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、「牛乳
と楽しむカルピスなめらかミック
スベリー」です。多数のご応募お
待ちしています。

８：00 大ビンゴ大会
181

月

⑳革靴や家具を磨いて出すことも

６：30 「くてくぅ」がやってくる
181

時～

5
日㈮ 午後

7 21

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

下
藤
上

山
原
玉
沢
木
山
田
藤
嶋
村
辺
上
関
井
藤
藤

佳 子
瑠 迦
真 一
隆 志
めぐみ
喜徳郎
博
幸 子
幸
文 雄
直 美
真里子
友里江
実
光 子
美智重
寅 治
裕 司
三 恵
輝 夫

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
鷲
菅
兒
石
鈴
鷲
植
尾
西
西
渡
井
大
国
斉
佐
星
宮
加
大
瓜
幕
西町２丁目
泉町３丁目
中 瓜 幕
新町１丁目
上 幌 内
笹
川
泉町２丁目
東町２丁目
仲町２丁目
笹
川
泉町４丁目
新町２丁目
北町１丁目
東町２丁目
栄町１丁目
仲町４丁目
瓜
幕
泉町１丁目
緑町２丁目

20
21

ラ ツ キ ヨ ウ

たくさん屋台があるよ！
綾里
総務部 管理課 國島

６：00 鹿追小学校スクールバンド
10

鹿追産牛肉試食即売会 「パフォーマーはち君」
ヨーヨー・ジャグリングショー
お菓子射的
ヨーヨー釣り
スマートボール
くじ引き
〈今月の抽選者は私です〉

５：30 ソーランチーム鹿童
20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

鹿
プ
追
ー
店
コ
Ａ 第22回
夏まつり
〔391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？

お祭り会場のみ、いいなサービス券は600円で使用できます。

