ＪＡ鹿追町
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No.

鹿追給油所グランドオープン

491

い とう

上幌内
パパ

伊藤 ひなたちゃん
悠輔さん

ママ

笑里さん
︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

年９月４日

１歳９カ月

︻名前の由来︼

太陽のように明るく元気

になりますように

︻初めて話した言葉︼

パパ

︻好きな遊び︼

絵本を読んでもらうこと

︻好きな食べ物︼

バナナ

︻特技︼

おどり

︻チャームポイント︼

もちもちほっぺ

︻笑いのツボ︼

くびこしょこしょ

︻成長を感じた瞬間︼

ドドド〜♪と歌い出した

とき

︻パパママから一言︼

大〜好きだよ使
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白 菜 の 牛 肉まき煮

材

テープカット

砂糖………大1/2～１
小麦粉……………大１
サラダ油………大1/2

作り方
①白菜の葉はペーパータオルにのせてふんわりとラップをかけ、電
子レンジで１分30秒加熱する。冷水に取ってざるに上げ、水を切る。
②牛肉を２枚一組にして重なるようにまな板に縦長に広げる。小麦
粉大さじ１を茶こしを通してふる。白菜を１枚のせて芯の方から
巻き、巻き終わりを楊枝で留める。残りも同様にする。
③めんつゆに赤唐辛子、砂糖を加えて混ぜる。フライパンにサラダ
油大さじ1/2を中火で熱し、②を並べ、転がしながら全体に焼き
色が付くまで焼く。
④めんつゆを回し入れ、水1/4カップ、しょうがを加える。煮立っ
たら弱火にして、約８分煮る。食べやすく切って器に盛る。

番地

8月

オープニングセレモニー

和 子 さん

2017

笹 川

27

植 田

（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

29

料

白菜の葉………………２枚（200ｇ）
牛もも薄切り肉………４枚（150ｇ）
市販のめんつゆ（２倍濃縮タイプ）
………………………1/4カップ
赤唐辛子の小口切り…………１本分
しょうがの千切り…………1/4かけ

51

20

台の

分頃からお

個進呈されるイベン

着 名様に北養鶏場のたま
ごが
トでは、７時
待ち頂き、最大で約

7

願致します。

これまで以上にご愛顧をお

点給油所を目指しますので、

今後も鹿追町内の地域拠

ご来店下さい。

が給油しますので安心して

また、従来同様スタッフ

ております。

雑誌・カー用品を取り揃え

レビ・飲み物の自動販売機・

ち頂くスペースとして、テ

業終了までの間快適にお待

サービスルームでは、作

した。

足頂けるよう設備を整えま

置するなど、お客様にご満

ための洗車専用ブースを設

ーパーコーティングを行う

し、新たに手洗い洗車、キ

能を持つ油圧リフトを導入

ーズに行える、充実した機

ル交換・タイヤ交換をスム

また、設備関係ではオイ

Ｒしました。

スルー洗車機をご案内しＰ

もに、最新機種のドライブ

念品をプレゼントするとと

店頭給油のお客様には記

ンとなりました。

ど大盛況のグランドオープ

お客様が長い車列を作るな

70

15

鹿追給油所グランドオープン
ホクレン鹿追給油所が
月 日グランドオープンし
ました。
当日は快晴の中、９時よ
りオープニングセレモニー
を行い、ＪＡ木幡組合長・
那賀島㈱鹿追協同運輸代表
取締役・猪股ホクレン帯広
支所長・岡﨑㈱北農設計セ
ンター代表取締役・市川㈱
市川組代表取締役・大村青
年部長・植田女性部長によ
るテープカットに続き、Ｊ
Ａ木幡組合長によるサイン
ポール点灯式、大村青年部
長と植田女性部長による、
ドライブスルー洗車機起動
分のオープン時に

式を行いました。
９時
は ℃を超える猛暑中、先

30

オープン前 から長蛇 の列
15

50 30

40

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】レジャー運が活性化。親しい仲間たちとにぎやかに過ごすと英気を養えそう。人気スポットに足を運ぶのも刺激大
【健康運】快活モード。スポーツを始めるのも正解
【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】注意力が散漫気味。慣れている作業でも油断は禁物です。リラックスするには趣味や好きなことに励むとグッド
【健康運】ストレスをため込みがち。適度に休息を
【幸運を呼ぶ食べ物】アユ

3

１番目のお客様に記念品を渡すＪＡ木幡組合長
オープン前から長蛇の列が出来ました

ドライブスルー洗車機起動式（左から大村青年部長、植田女性部長）
順番待ちの車がずらりと並び、大盛況でした

オープニングセレモニー（左から、市川㈱市川組代表取締役、猪股ホクレン帯広支所長、ＪＡ木幡組合長）

女性部もイベントを盛り上げてくれました

タイトルを獲得した皆さんと関係者の方々

酪農振興会による
よつ葉乳製品試食コーナー

第61回 鹿追町デーリィフェスティバル

第 回鹿追町デーリィフ

蟹座 6/22～7/22
【全体運】ゆったりできる月。やるべきことを済ませたら、のんびり自分の時間を満喫しましょう。グルメを楽しむのも◎
【健康運】運動不足で体重増の暗示。体操に注目を
【幸運を呼ぶ食べ物】昆布

61

デーリィプリンセスの
尾崎 緑さん
（上然別 樽見牧場従業員）

Ｈ28.11.３

17

ェスティバル（鹿追町・Ｊ

インペリアル アレン レガリア

Ａ鹿追町主催）が７月 日

レディースショー

に鹿追町家畜共進会場にお

１

いて開催されました。

Ｈ28.５.30

当日は、前日迄の暑さも

ビユーテイ ケニフロウ デザイン パーシー

和らぎ絶好のコンディショ

ジュニアショー

ンとなり、酪農家自慢の乳

８

頭の出品により盛大に

Ｈ28.11.８

牛

バリアント アラジン ニホロ

ビユーテイ サクランド

ジュニアショー

行われました。

６

渡 辺 絢 南
（渡辺
誠）
鈴 木 綾 花
（鈴木 健志）
宮 本 桜 奏
（髙田麻里衣）
鈴 木 寛 子
（鈴木 健志）

マツク フレンデイ ＥＴ

Ｈ29.２.25

審査員は帯広市の酪農家

名号申請中

号がジュニアチャンピオン

ジュニアショー

村上敦俊氏があたり、上然

５

リードマン（出品者）

にそれぞれ選出されました。

生年月日

別の樽見牧場従業員の尾崎

号

また、ジュニア＆レディ

名

緑さんがデーリィプリンセ

雄輝
泰輔

ースショーでは、出品牛を

石村
髙田

スとして共進会に華を添え

北笹川
美 蔓

リードする子供たちのかわ

Ｈ26.６.12
Ｈ24.３.７

て下さいました。

プリンセスデール ダンデイ チツプ
ビユーテイ ＡＦ スパート ドリス

いらしい姿に会場はその日

雄輝
雄輝
泰輔

審査の結果、石村雄輝さ

石村
石村
髙田

一番の盛り上がりを見せま

北笹川
北笹川
美 蔓

予想投票）、アイス作り体験、

Ｈ26.８.29
Ｈ26.６.12
Ｈ24.３.７

酪農振興会による乳製品の

プリンセスデール アルフレツド スパークバラ
プリンセスデール ダンデイ チツプ
ビユーテイ ＡＦ スパート ドリス

試食会、フリーマーケット

健志
泰輔
隆
隆
雄輝
雄輝
泰輔

等が開催されました。また、

鈴木
髙田
石山
石山
石村
石村
髙田

鹿追町イメージキャラクタ

北笹川
美 蔓
北鹿追
北鹿追
北笹川
北笹川
美 蔓

ー「くてくぅ」も登場し、

Ｈ28.11.３
Ｈ28.７.14
Ｈ28.３.30
Ｈ27.10.24
Ｈ26.８.29
Ｈ26.６.12
Ｈ24.３.７

子供たちと記念撮影を行う

インペリアル アレン レガリア
ビユーテイ サクランド マツク フレンデイ ＥＴ
ストーンヒル スープ チエン フタゴ
ワールドピース アツトウツド アニサ ＥＴ
プリンセスデール アルフレツド スパークバラ
プリンセスデール ダンデイ チツプ
ビユーテイ ＡＦ スパート ドリス

等、大人から子供まで幅広

Ｈ26.８.29 北笹川 石村 雄輝
Ｈ26.６.12 北笹川 石村 雄輝
Ｈ28.７.14 美 蔓 髙田 泰輔
Ｈ28.11.３ 北笹川 鈴木 健志

23

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

プリンセスデール アルフレツド スパークバラ
プリンセスデール ダンデイ チツプ
ビユーテイ サクランド マツク フレンデイ ＥＴ
インペリアル アレン レガリア

ん出品のプリンセスデール

者

した。

品

アルフレツド スパークバ

出

併催イベントでは、ジャ

生年月日

ラ号がグランドチャンピオ

号

く楽しんで頂き大盛況とな

5

名

りました。

◎乳用牛特別賞
出品
区
分
番号
505 グランドチャンピオン
602 リザーブグランドチャンピオン
203 ジュニアチャンピオン
103 リザーブジュニアチャンピオン
◎各部の１等１席
103 ５ヵ月以上～９ヵ月未満
203 ９ヵ月以上～12ヵ月未満
303 12ヵ月以上～16ヵ月未満
401 16ヵ月以上
505 ３歳未満
602 ３歳以上～４歳未満
701 ４歳以上
◎ベストアダー
505 ３歳未満
602 ３歳以上～４歳未満
701 ４歳以上
◎ベストプロダクション
602 ３歳以上～４歳未満
701 ４歳以上
◎ジュニア＆レディースショー
出品
区
分
番号

ッジングコンテスト（順位

鹿追町デーリィフェスティバル審査成績

審査員を担当下さった
村上 敦俊 氏
（帯広市 酪農家）

第61回

ンに、髙田泰輔さん出品の

「くてくぅ」との記念撮影

双子座 5/21～6/21
【全体運】コミュニケーション運に恵まれ、誰とでも簡単に会話が弾むはず。興味のある習い事に挑戦するのもお勧め
【健康運】小まめに動くことで、体調に良い影響が
【幸運を呼ぶ食べ物】梨

4

迎える「Ａコープ
や催物を企画し、夏の夜の

イントカード」の特別還元

気持ちを込めて「いいなポ

スマートボールや射的、ヨ

また、縁日コーナーでは

頂きました。

き、大勢のお客様にご利用

たくさんのお客様にご来場
頂きました

夏まつり」が、７
ひと時を楽しんで頂く為に

今年で 回目を

日に天候にも

月

Ａコープ夏まつ

とが出来ました。

盛大に開催するこ

様のご来場を頂き、

ム「鹿童」の華麗な演舞、

校のよさこいソーランチー

の演奏で始まり、鹿追小学

同時に鹿追こども園「鼓隊」

当日は午後５時の花火と

ることが出来ました。

満足した様子で無事終了す

大会」を行い、大勢の人が

最後は恒例の「大ビンゴ

鹿追こども園による「鼓隊」

を申し上げます。

頂いた方々に、お礼と感謝

客様とイベントに出店協力

上げて頂きました多くのお

Ａコープ夏まつりを盛り

なりました。

りは組合員、地域
鹿追小学校の「スクールバ

し し わっぱ

のお客様方に、日

技が決まり、拍手と歓声に包まれました

ンド」の演奏が次々と披露

達に喜んで頂き大賑わいと

ーヨー釣り等で多くの子供

然別川公園パークゴルフ場でパークゴルフの実力を競い合いました

開催しています。

22

恵まれ多くのお客

21

頃の感謝とお礼の

され、子供達の頑張りに盛
大な拍手が送られました。
更に鹿追町イメージキャ
ラクター「くてくぅ」がお
祭り会場に登場すると子供
達と一緒に写真を撮ったり、
テーマソングに合わせて踊
ったりと大人気でした。
また、今年のメインゲス
ト「パフォーマーはち君」
の大道芸が始まると会場が
驚きと歓声で大盛況となり
ました。
屋台コーナーでは鹿追産
牛肉の試食販売をはじめ地
元飲食店の方々の協力を頂

７月 日、会員の親睦と
健康づくりを目的に、ＪＡ
鹿追町年金友の会第 回ス

ーム 名の参加により熱戦

ゲートボールでは、９チ

それぞれ競技に入りました。

ゲートボール・パークゴルフ

による選手宣誓が行われ、

市街南支部の安井照明さん

Ａ木幡組合長の挨拶の後、

東原年金友の会々長、Ｊ

加となりました。

ツ日和の中、１２５名の参

月としては涼しく、スポー

した。当日は曇り空で、７

ポーツ交流会が開催されま

30

が繰り広げられ、笹川チー
ムが昨年に続き優勝を飾り
ました。
パークゴルフは然別川公
園パークゴルフ場において
ホール）で実施され、

名の参加により２コース
（

参加者皆様が実力を競い合
い、男性の部は五十嵐幸信
さん、女性の部は田中キミ
子さんが、素晴らしいスコ
アで優勝となりました。
閉会式では各競技の表彰
後、上幌内支部の下川勝治
さんの万歳三唱でスポーツ

飛躍感たっぷりの「鹿童」に
よる演舞

交流会が盛会に終了致しま
した。
競技成績
勝 笹 川 チ ー ム

ゲートボールの部
優

七

六

五

四

三

位 幌 内 チ ー ム

位 上幌内チーム

位 瓜幕Ａチーム

位 瓜幕Ｂチーム

位 上然別Ａチーム

位 鹿追寿会チーム

北鹿追チーム

八

位 上然別Ｂチーム

準優勝

九

パークゴルフの部
名参加〕

ホール

（敬称略、同スコアは年齢順）

〔男性の部

優 勝

五十嵐幸信 
豊 
準優勝 橋爪

位 上嶋

和男

３

三浦

輝雄

４ 位

３ 位

準優勝

西科

馬場

佐藤

智子

伸枝

律子

橋爪喜美子





















隆吉 
昭 
郡谷

征三

位 西嶋

宇井

徳男
名参加〕

斉藤

４

５ 位
６ 位
７ 位
８ 位
〔女性の部

５ 位

中村すみ子

勝 田中キミ子

６ 位

優

36

19

58

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】積極性が高まる時期です。やってみたいことには、どんどんトライして。意欲的に取り組めば、うまくいきそう
【健康運】疲労をため込まないよう、休息は適度に
【幸運を呼ぶ食べ物】ミョウガ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】小さな喜びが重なるものの、１人で物事を進めるのには不向き。単独行動は避け、周囲との協調を大切にして
【健康運】不規則な生活を改善するとパワー回復へ
【幸運を呼ぶ食べ物】イワシ

7

ゲートボールも熱戦が繰り広げられました
ショットに気合が入ります

鹿追小学校「スクールバンド」による演奏

105 104 104 103 101 98 97 94
113 112 112 112 110 108

65

36

37

28

「パフォーマーはち君」の大道芸で大盛況！

ゲートボール・パークゴルフ開催！

Aコープ夏まつり
第22回

第30回ＪＡ鹿追町年金友の会スポーツ交流会

６月 日、第１回フレッシュ
ミズ学習会を実施しました。
今年度初のフレッシュミズの
活動は、前年度も講師を依頼し
たｋａｏｒｕ ａｒｏｍａの石
川薫さんにアロマジェル作りを
教えて頂きました。
アロマジェル作りはジェルの
素と天然由来の精油を混ぜるだ
けの簡単な作業ですが、精油を
選ぶのには一苦労します。なぜ
かと言うと気になる香りや効能

を頼りに精油をオリジナルでブ
レンドしますが、香りの嗅ぎ比
べをしているうちにどの香りも
気になり、参加者はなかなか決
められなくなるからです。
混ぜたら容器に移し替え、か
わいいラッピングをして素敵な
アロマジェルが出来ました。
昼食はカントリーパパのオリ
ジナルで、健康志向の食材を使
用したランチを頂き、おしゃべ
りを楽しみながら楽しい時間を
過ごしました。自宅でアロマジ
ェルを使うのが楽しみです。

平成 年度第１回女性の会

美味しいランチにおしゃべりも弾みます

きましたので今後のＪＡ事業に

この他にも様々なご意見を頂

意見を頂きました。

かったので役に立った」という

して頂き「今まで気にしてこな

単にできるメイクアドバイスを

け止めを塗る時のポイントや簡

しさを知り、農作業の際に日焼

日焼けによる肌ダメージの恐ろ

また、メイクアドバイスでは

見を頂きました。

しくＪＡを知れた」といった意

のない部屋に入る事ができて「楽

頂いている方でも普段は入る事

を見学し、よく事務所にお越し

く稼働したコインランドリー等

理事会を行う役員会議室、新し

事務所見学では、組合長室や

様々な意見を頂きました。

夏のメイクアドバイスを行い、

所見学、カネボウ化粧品による

今回は理事会の紹介と業務紹介、事務

合より選出を頂き開催しています。

業に取入れる事を目的に、毎年各農事組

ＪＡ事業について理解を深める
６月 日、今年度第１回目の女性の会

素敵な香りのアロマジェルでお肌もぷるん♪

活かす様、取進めて参ります。

月にオープ

フレッシュミ ズ日 帰 り 研 修
和気あいあいと豆腐作り
研修先は昨年
ンした音更町の『ガーデンス

７月 日、フレッシュミズ

日帰り研修を参加者６名で実
パ十勝川温泉』で音更産大振
袖大豆の豆乳から、にがりを
入れて豆腐作り体験をしまし
た。二人ずつ鍋で作った豆腐
は温度やにがりの具合により、
それぞれ違った豆腐が出来上
がりました。
型に入れた豆腐はお土産に
持ち帰り、その場では出来立
ての寄せ豆腐を試食しました。
一口含むと豆の味が濃厚で、
参加者は「すごく美味しい」
と口を揃え、鍋一つ分をすぐ
に完食してしまいました。
館内で昼食を取った後は猛
暑の中でしたが湯あみ着を着
て、十勝川温泉自慢のモール
温泉を楽しみました。
研修では豆腐の作り方の他
にも、豆腐作りで出るおから
の使い方や豆腐の種類の違い
を学べ、少人数ならではの和
気あいあいとした雰囲気の研

て、喜楽会一泊研修を参

７月４日～５日にかけ

を見学したり、花の苗を

にあるオープンガーデン

サンガーデン（恵庭市）

修になりました。

加者 名で実施しました。

愛情を込めて作ったお豆腐は愛お
しく感じました

施しました。

12

スでは様々なショーが行

賑っていました。サーカ

関わらず多くの観覧者で

下大サーカスは平日にも

札幌で行われている木

歳市の道の駅では家族へ

急遽立ち寄る事にした千

や昨年リニューアルし、

庭市の道の駅「かのな」

でのんびりしました。恵

熱心に選んだり、カフェ

立ち寄った場所では、

われ、ジャグリングや大

ました。中でもサーカス

新しい花や珍しい苗を入

のお土産を購入していま

の目玉、空中ブランコや

手でき、研修先の食事は

車輪など数えきれない程

ライオン、象のショーは

どこも美味しく、充実し

した。

圧巻で会場中から拍手喝

た研修となりました。

のショーを観る事ができ

采と大歓声が上がってい
ました。
宿は定山渓
の「ふる川」
旅館に宿泊し
ました。古風
な木造の建物
はこじんまり
としていまし
たが、雰囲気
も良く食事も
美味しくまっ
たりとした時
間を過ごす事
ができました。
二日目は㈱

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】知的好奇心が旺盛になるので、気になる講座や講演会などには気軽に参加してみて。飲み会や旅行にもつきあり
【健康運】マッサージを。心身の凝りをほぐせます
【幸運を呼ぶ食べ物】ブドウ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】何かとプレッシャーを感じがち。他人と比較せず「人は人、自分は自分」と割り切って。花を飾るとラッキー
【健康運】食事の栄養バランスに気を配れば、上昇
【幸運を呼ぶ食べ物】モロヘイヤ

9

を参加者 名で開催しました。
女性の会は女性農業者の意見をＪＡ事

⁉

21

30

29

14

喜楽会一泊研修 サーカスに大歓声

~~~~~~ ア ロ マ ジ ェ ル 作 り に 挑 戦 ~~~~~~
初めての組合長室に参加者もドキドキ

大満足の旅館「ふる川」の前で記念撮影

28

19
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フレッシュミズ 学習会

町し、圃場環境・ウイルス

初めての海をバックに受入農家と中国人実習生みんなで記念撮影

追産キャベツの収穫が始ま

高原野菜で代表される鹿
者の所得確保と産地の拡大

一貫体系を組み立て、生産

加工業務用キャベツは全

を目指しています。

日から、加工業務用は７月
国各地へ供給されますが、

りました。生食用は７月６
日から収穫となりました。

国的にも品不足となりまし

量は大幅に減収となり、全

の影響から、８月末以降収

昨年は台風等による湿害

さい。

頂けますので是非ご賞味下

ダイイチ各店でお買い求め

鹿追店、お近くのスーパー

生食用キャベツはＡコープ

日放送

品に混入した場合の損害状

キャベツ収穫機で収穫される
鹿追産キャベツ

ています。

ＮＥＸＴで放送予定となっ

のＨＢＣあぐり王国北海道

みについて、８月

鹿追町のキャベツの取組

たが、今年は現在のところ
順調に生育しており、 月
下旬まで安定供給する事で
計画しています。
年々加工業務用野菜の主

力でありますカット野菜の

需要は高まっています。

それに伴い産地に対して

は、安定供給・生産量増

加が期待されており、作

付面積拡大が課題となっ

ています。
しかし、雇用労働力不

足から、手間のかかる野

菜の面積拡大は難しい状

況にあることから鹿追で

はキャベツ収穫機を使用

した加工業務用キャベツ

の委託収穫体系を取り入

れています。
その事で育苗から定植、

そして収穫までの機械化

任を講師に招き懇談しまし

と種馬鈴しょの温

『野良いも対策

が、近年は初冬の降雪が多

に凍結させるかが重要です

った馬鈴しょをいかに冬期

野良いも対策は圃場に残

何倍で野良いもを枯らすこ

参加者からは「除草剤は

についての研修をしました。

い馬鈴しょ品種やその対策

めに、野良いもになりやす

況を説明し、それを防ぐた

度管理による生育

いため、凍結深が浅く野良

と が で き る の？」
「除草剤

た。

の違いを見よう』

いもが死滅しづらい状況が

で、今回参加できなかった

修会を計画しておりますの

れているかを学ぶ内容で研

ょの検品がどのように行わ

町へ行き、自分達の馬鈴し

の検品が行われている士幌

次回は収穫した馬鈴しょ

時となりました。

話が交わされる憩いのひと

や日頃の作業について等の

チタイムを過ごし、子育て

で情報交換会を兼ねたラン

終了後はカントリーパパ

あることを説明しました。

付け前に必要な積算温度が

育を見ながら、品種毎に植

ては、現地試験圃場での生

種馬鈴しょの試験につい

疑問が多く出されました。

日々作業をしている中での

に当ったらダメなの？」等

散布した後どれくらいで雨

というテーマで普

そのため、野良いもが製

続いています。

部支所八木専門主

及センター十勝西

頂き、第１回女性向け畑作

６月 日、 名の参加を
26

研修会を実施しました。

19

初 めての海 を見学

農林水産省横浜植物防疫所

第２期（７月 日）は、

合格しました。

中国人日帰 り研修会実施 される
６月 日にＪＡ
鹿追町外国人研修
生受入農家連絡会
が主催となり、外
国人技能実習事業
が円滑に行われる
ことを目的に、受
入農家７名と中国
人実習生 名が一
同に会し、日帰り
研修が実施されま
した。
当日は、あいに
くの曇り空でした
が、大樹町晩成で
初めての海に直に
触れ、その後、焼
肉をたくさん食べ
て親睦を深めまし
た。
実習生はバスの
遠出となり少し疲
れたようですが、
皆満足し、楽しい
一日となりました。

今年の種馬鈴しょは、原・
採種合計で１６７．１ 、
筆で栽培されています。
日）は、十勝農協連吉川防
病株・ジャガイモシストセ

札幌支所の馬場検疫官が来

疫員により圃場環境の良否・
ンチュウ植物検診・土壌検

第１期防疫検査（６月

ウイルス病株の有無・病害
診・病害虫の発生状況等に
ついて 筆抽出・検診を受

虫発生状況について 筆抽
出・指導検査を受け、全筆
け、病害虫等の発生が無く、
全筆合格となりました。
第３期（７月 日）は十
勝農協連新津防疫員により
第１期と同様の検査が行わ
れ、全筆合格となりました。
本年につきましては一部
で湿害等の影響を受けた圃
場も散見されましたが、生
産者の適期防除及び日々の
抜取作業等、適切な圃場管
理の徹底により、全筆合格
となりました。
今後は受配者の希望する
規格の馬鈴しょを確保する
ため、種馬鈴しょ生産者が
肥大調査を行い茎葉処理時
期を決めます。継続して病
害虫防除等圃場管理の徹底

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

鹿追産キャベツ

19

方もぜひご参加下さい。
11

を図り、無病優良種子の出

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】思い切って攻めの姿勢で動くのがベスト。行動範囲を広げれば、それだけチャンスアップへ。海外絡みも幸運
【健康運】スポーツで励む好機。熱心に取り組んで
【幸運を呼ぶ食べ物】イチジク
山羊座 12/22～1/19
【全体運】あれこれマイナス思考になりやすいかも。親切にされたら邪推せず素直にお礼を言うのを忘れずに。笑顔が必須
【健康運】冷房のかけ過ぎに注意。自然風を感じて
【幸運を呼ぶ食べ物】スズキ

12

26

18

22

29

22

10

野良いも対策と積算温度の違いによる
馬鈴しょの生育について学ぶ

18

荷に向けて作業が進められ
ます。

第１回 女性向け畑作研修会を実施

ha
29

91

種馬鈴しょ防疫検査が実施される
原・採種91筆が全筆合格

『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。

について日々理解を深めています。

鹿追町肉牛生産研究会
肉牛研究会は鹿追町内３戸の肉

す

かも

農 を醸
今回は『鹿追町肉牛生産研究会』

●肉牛研究会の成り立ちについて
教えて下さい
昔、廃棄処分されていたホルス
タインの雄仔牛に付加価値を付け、
肉牛として町内資源の有効利用を
しようとしたのが始まりです。当
年に肉牛研究会が設立されま

時、町内の肉牛農家が集まり、昭
和

等に付加価値を付けてより良い牛

たホルスタインの雄仔牛や交雑種
消費者の皆様に直接美味しい牛肉

東地区へ年に数回、私達生産者が

近畿をはじめとした関西地区や関

また、産直先であるエーコープ

会長の川合昭夫さん、監事の矢萩
肉にする為の研究会です。肉牛研
を届ける応援販売もしています。

牛生産者が集まり、町内で産まれ

和幸さんにお話を伺いました。
究会では月１回の例会や定期的に
完結型」の肉牛を生産している事

について会長の太田幸男さん、副

●鹿追町肉牛生産研究会（以下、
実施する学習会、道内や先進地へ

節による温度差が激しく、気温に

として認められる良質な肉質を保

有利に交渉を進める為にも、産地

生産者が愛情込めて育てた牛肉

矢萩 和幸さん

「鹿追生まれ、鹿追育ちの町内

ンの雄仔牛や交雑種等を町内３セ
ンターで受入れ、肥育、出荷して
います。町外から仔牛を入れる事
がないので、安心度が高いのが特
徴です。この「町内完結型」の取
組みは全国でも鹿追町だけです。
また、安全・安心だけではなく
エサを調整して、肉の旨みの改良
を行っています。脂の旨みだけで
きわみ

なく、赤身のおいしさ、柔らかさ
にもこだわり「とかち鹿追牛極」
として売り出しています。
●苦労話はありますか
生後まもない仔牛を受け入れる
ので仔牛が風邪や下痢をしない様
に気を遣います。その上、鹿追町

毎年恒例の肉牛研究会焼肉交流会では、従業員等も参加し親睦を深めています

事
監

●特徴的な取組みはありますか

肉牛研究会）は何をしている組織
です。町内で産まれたホルスタイ

した。

54

研修に行き、従業員も一緒に肉牛

合わせた管理をしながら肉の品質
す。
牛を出荷しても、牛肉相場は市場

は安全・安心はもちろん、自分達

こうして難しい管理を乗り越え
価格によって決まるので価格が低

います。

リピーターになって貰えたらと思

産していくので、皆様に鹿追牛の

の舌で確かめた美味しい牛肉を生

今後、牛肉も今まで以上に国際

●今後の課題はありますか

あります。

い時にはもどかしさを感じる時も

●消費者の皆様へ

つ必要があります。

競争に晒される事が予想されます。

太田 幸男さん

ですか

25

℃冬はマイナス ℃と季

川合 昭夫さん

を安定させるのにとても苦労しま

は夏は

長
会

12
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】心理的に不安定になる暗示。大きな決定は避けた方が無難です。ゆったり構え、美しい物事に触れてみましょう
【健康運】呼吸法を試してみて。調子が上向きそう
【幸運を呼ぶ食べ物】ニンニク
魚座 2/19～3/20
【全体運】うわさ話に振り回されやすいよう。実体がなければ関わらないように。気晴らしには読書が有効で、うれしい発見が
【健康運】リラックスが大事。のんびりしましょう
【幸運を呼ぶ食べ物】車エビ

13

副会長
35

第45回「白蛇姫まつり」に出店

白蛇姫まつりで
「とかち鹿追牛」の
販売促進

【出身地】
埼玉県上尾市

牧場

できる藁入れの時間が楽
しいです。
【趣味・特技】
手芸・パン屋めぐり、
アウトドア、手紙を書く
こと。
【この１年の目標】
研修で得た学びを糧と
し今後につなげていける
ような１年にしたいです。

三浦 佑美子さん

【研修先】
美 蔓
髙橋 良朗

とかち鹿追牛を一口サイズにカットして鉄板で焼き、
塩コショウで味付けしました。「鹿追牛はくせがなく、
噛むほどに肉のうまみが口いっぱいに広がっておいしい」
と消費者からはとても好評でした！

【出身地】
静岡県浜松市

慎一 農場

応募したきっかけ】
学校の先生の紹介。

作物や虫など新しい事

【研修をしていて楽しい事】



【ピュアモルトに

勇

上然別

【研修先】

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
を知ること。

【趣味・特技】
山登り・ギター。
【この１年の目標】
北海道の農業、自然、
文化を学ぶ。
【今後の夢】
農業と林業、狩猟の自
分版アグリフォレストの
実現。

７月 日、ＪＡ鹿追町青年部は然別湖
畔で開催された「白蛇姫まつり」に出店
し、とかち鹿追牛カットステーキを消費
者へ販売しました。
とかち鹿追牛は「鹿追生まれ鹿追育ち
の牛」であることを消費者に知ってもら
い、とかち鹿追牛の「おいしさ」と「安
全・安心」をＰＲする事が出来ました。
1

【今後の夢】
やりたいことが多く色々
とまだ考え中ですが興味
のあることには挑戦して
いきたいです。

みんなで力を合わせて、「とかち鹿追牛」をＰＲしました

【ピュアモルトに
応募したきっかけ】

ずっと田舎に住みたい
と思っていたのと牛が好
きで酪農の仕事をしてみ
たいと思ったから。

ＪＡ鹿追町青年部が販売した「とかち鹿追牛カットステーキ」

14
15

【研修をしていて楽しい事】
牛が自分のことを見た
り、触れたりすることの

ＪＡ鹿追町青年部

柿迫 友里加さん
子どもから大人まで大人気のくてくぅ記念撮影もたくさんしました

ピュアな女性
くてくぅ

と
ひ

今月の

最後に今年の一斉推進期間中、

組合員の皆様には忙しい時期にも

組合員 の保障充実 をめざし実施

７月４日から７日までの４日間、

長期共済一斉推進を共済連の応援

を止めて話を聞いて頂くなど、ご

かかわらず、訪問時には作業の手

期間中、新たにリニューアルし

協力を頂きありがとうございまし

を得て実施しました。

た自然災害来襲に備えた建更共済

た。今後ともＪＡ共済へのご理解

このみ

のお勧めと、日帰り入院及び先進

枝

とご利用を宜しくお願い致します。

日

医療保障・三大疾病重点保障が受

けられる医療共済へのお勧めなど、

組合員の皆様に保障の充実をお勧

年６月

30

人事異動

平成

年７月１日

依願退職  國

平成

29

めしたところ、多くの契約を頂き

ました。

ＪＡ共済は組合員・利用者の皆

さまをはじめ、地域社会に住む皆

さまの暮らしのパートナーであり

続けるために『安全・安心』を第

一に年々保障内容、仕組内容の改

善を進め、共済にご加入頂いてい

る方々に満足をお届け出来るよう

に取組んでおり『ひと・いえ・く

カボチャ

るま』の総合的な生活保障の提供

・収穫時期の目安
西洋カボチャ…受粉から40～50日
日本カボチャ…30日
・外観の目安
①へたが緑色から白色に変化、コルク化し硬くなる
②へたの部分に縦横に亀裂が入る
③ツルにもヒビ、葉も黄色く枯れる
④爪を立てても傷が付かず、表面のツヤがなくなる
⑤尻の地面についているところが黄色で鮮明になる
⑥日本カボチャは白い粉が出る

とより一層のサービス向上を目指

29

スイカ

スイカは追熟できませんが、収穫後涼しいところに１～３日置い
ておくとスイカ内の余分な水分が抜けて、
少し甘みが濃くなります。

しています。

毎日の平均気温を一定の日数分合計したもの
を「積算温度」といい、農作物の栽培管理と害
虫対策に広く利用されています。
生命活動は根本的には細胞内の化学反応であ
り、温度で成長が左右されます。特に植物は変
温のため外部気温の影響が大きいので、積算温
度を計算する事で成長の予測ができます。

また、新たにリニューアルした

・収穫時期の目安は受粉から35～40日
・巻きひげの付け根まで濃褐色になり、硬くなる
☆実のついた場所の近くに巻きひげが生えています。巻きひげが
青く、柔らかい場合は熟していないので少し待ちます。
・スイカの尻部分ある茶褐色部分「へそ」が少し大きくなる
※スイカが小さい頃からへそを観察しておくと良いです

ポイント（積算温度って何？）

保障と貯蓄を兼ね備えたＪＡの『こ

ネットメロンの場合平均気温を20℃として
20℃×50日＝1,000℃
20℃×60日＝1,200℃
となるので受粉から50日～60日経った頃が収穫時期になります。
積算温度は目安なので積算温度だけで収穫すると早すぎる場合が
あるので、上記外観の変化から収穫時期を判断します。

メロン・スイカ・カボチャ・
キュウリの収穫について

総務部管理課（管理業務）
清 水 愛 理

〈採用〉
総合職員 信用部貯金共済課
（共済業務）二 宮 周 平
総合職員 営農部畜産課
（酪農指導業務）
三 好 輝 哲

総合職員 購買部資材課
（資材業務）藤 田 浩 典
事務職員 総務部管理課
（管理業務）國 島 綾 里
事務職員 信用部貯金共済課
（貯金業務）山 口 美 咲

☆収穫時期の目安は受粉してからの積算温度！
一般的なネットメロンは積算温度1,000～2,000℃
プリンスメロンは積算温度800℃位です。

家 庭 菜 園

ども共済』のお勧めをしておりま

メロン

すのでお気軽にご相談下さい。

・収穫時期の目安は受粉から50～60日
・外観の目安
①果実の付いている節の葉が枯れる
②へた周辺が黄化する
③へた周辺に離層が入る。放射線状にヒビ
④果実の尻にヒビが入る
⑤果実の表面の色が濃緑色から淡緑色に変わる
⑥へたの毛がなくなり、わずかに芳香が感じられる
※収穫の10日前から水やりを控えると果実の糖度が増します
・収穫後は５～７日置き、香りが強くなる頃が食べ頃

長
期
共
済
一
斉
推
進

メロンの尻にヒビが入る

ポイント（スイカの玉直し）
果実に日光をまんべんなく当てる作業をしま
す。日光に当らない部分は色が薄く、甘みも増
えません。果実の直径が15㎝程になったら玉直
しの時期なので、少なくとも収穫の１週間前ま
でには玉直しを終えておきましょう。
回数…１～２回
地面についていた面を日光に当てる様にする。
※大きな葉で陰にならない様に注意する

ポイント（カボチャのキュアリング）
涼しく、風通しの良いところで１～２週間程保管し、乾燥
させる事を言います。
これをする事によりカボチャのでんぷん質が分解されて、
糖質になり、甘みも増えて貯蔵性が上がります。

・収穫時期の目安は開花後7～10日
・一般的なサイズは18～20㎝
・少し小さい美味しいうちに取る方が樹のスタミナ
も長く続き、総収量が上がる

キュウリ

※キュウリは最盛期になると一晩で想像以上に実が
大きくなります。朝夕、２回見回りをして収穫す
ると収穫適期を逃しにくくなります。
※気温の高い時に収穫すると痛みやすくなります

17

カボチャのへたがコルク状になるまで約１週間

16

Ａコープ鹿追各店から「しかおい」を贈りませんか？
クロスワードパズル
タテのカギ
②小玉や種なし、四角い物なども
ある果実
もない人に助けられた

⑳目上の人に勧める席
㉑アンデス、プリンスといえば
ヨコのカギ
①もくもくと高く盛り上がる雲
②洋風の上履きの一つ
③食事作りや掃除、洗濯など

⑤縁も
⑦ １１７に電話 を か け る と 聞 け ま す

④武田信玄から連想される四字熟
語

より証拠

が見つ

⑨ロシアの酒の代表格
⑪ワインボトルの底に沈んでいる

⑥目や鼻や口があります
⑧酔うと赤くなる人も

ことも
⑫オランダゼリともいう葉野菜

⑩古い地層から恐竜の

⑮

⑬和風の宿泊施設です

かった

⑭木などにぽっかりと開いた空洞
⑯国語、算数、理科、社会など
⑱コンニャクイモの生産量日本一
の県

⑰日本列島をぐるりと取り囲んで
います
⑲歩き過ぎて足の裏にできちゃっ
た

〈応募方法〉

でーでーぽっぽ・
のむヨーグルト等詰合せ

蕎麦しかおい人

3,000円・5,000円
８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、

3,240円より

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、「エー
コープ純正ごま油」です。多数の

名）
の中

ご応募お待ちしています。

名
（応募総数

〈７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８月

から抽選により次の方々が当選さ

167

各種3,402円より

放牧豚詰合せギフト
よつ葉ギフト

67-2331

67-2117

ギフトコーナーの2,500円以上の商品は宅配無料です。
但しクール代は別途頂戴致します。

〈当選者〉 
河
黒
岡
佐
萩
佐
鳴
兒
杉
石
加
松
馬
中
渡
佐
西
中
福
石

辺
田
田
藤
尾
藤
海
玉
本
井
藤
井
野
村
辺
藤
嶋
内
間
塚

哲 子
恵美子
茂
梢
則 子
正 人
直 行
明日香
淳 子
恭 子
さわ子
弘 美
陽 子
美 之
恒 義
堅 蔵
冨美代
定 男
一 了
ヨシエ

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

らなければ無効とさせて頂きます

なお、期日までにお引取りにな

５束入 1,429円
10束入 2,757円
西町２丁目
泉町１丁目
東 瓜 幕
泉町２丁目
緑町１丁目
瓜
幕
泉町２丁目
泉町３丁目
緑町２丁目
瓜
幕
東町２丁目
元町４丁目
美
蔓
笹
川
笹
川
西町１丁目
上 然 別
仲町１丁目
仲町２丁目
上 然 別

18
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167

66-2250
信用部 貯金共済課 二宮 周平

カントリーホーム風景
牧場てづくりギフト
10

カ ブ ト ム シ

Aコープ鹿追店 Aコープ瓜幕店 Aコープ東瓜幕店
〈今月の抽選者は私です〉

20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

コ
ー
ナ
元
中
ー
お
草原の風ギフト
〔392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？

