ＪＡ鹿追町

No.492

第 41回農民大運動会
団結力を発揮し見事５連覇
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✿仕事の内容
町民ホールで窓口業務を行っています。社会教育
業務では主に高齢者学級（白寿大学）を担当してお
り、その他ＪＡさんと共同で野菜づくり講習会など
も行っています。

✿仕事をはじめたきっかけ
鹿追町の小中高一貫教育という特色ある教育を受
けさせて頂いているうちに、この町の教育に行政の
立場から携わりたいと思ったのがきっかけです。

✿仕事をしていて楽しい事・大変な事
高齢者から小さなお子さんまで幅広く多種多様な
教育に携わることができる点が楽しいです。体力勝
負なところもある点が大変ですが、町民の方にパワ
ーを頂いて頑張りたいと思っています。

✿休日の過ごし方
友人とカフェで美味しいものを食べたり買い物を
しています。楽しいことが大好きなので、よくコン
サートに行ってリフレッシュしています。

✿今後の目標
鹿追町教育委員会

髙橋

社会教育課

桃子さん

町民のみなさんに頼って頂けるような職員になり
たいです。明るさと笑顔を大切に、たくさん経験を
積んで成長していきたいと思っています。

無限ピーマン

材

ピーマン……………５個
シーチキン…………１缶
ごま油………………大１
とりがらスープの素…小１

塩コショウ……少々
白ごま…………少々
かつお節………少々

作り方

①ピーマンは輪切り。
②シーチキンは油を切る。
③耐熱容器にピーマン、シーチキン、ごま油、と
りがらスープの素、塩コショウを入れ、レンジ
で２分加熱する。
④白ごまとかつお節をのせる。

番地

9月

優勝した通明チームの皆さん

葉 子 さん
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第

回農民大運動会
の競技で順位が争われ、通
明チームが見事５連覇を果
たしました。
庫に会場を移して懇親会を

ンバロー三唱」で閉会し

最後は大村青年部長の「ガ
により盛会のうちに終了す

た関係機関の方々のご協力

各農事組合の皆さん、ま

運動会といえば『玉入れ競争』

第 回農民大運動会優勝
通明チーム

チームワークが勝敗の鍵
『むかで選手権』

農作業の安全と豊穣の出来秋を
祈念し、大村青年部長のガンバ
ロー三唱で閉会しました

速く走るコツは女性を信じるこ
とです『目隠しリレー』

通明チームが見事５連覇
８月 日、晴天に恵ま
回農民大運動会を盛

昨年度は８月の連続台
行いました。大久保代表監

午後からは協同運輸の車

風の影響で中止となった
事の乾杯で始まり、余興で
イケメンはどれ？』と『Ｍ

為、２年ぶりの開催とな
午前の競技では、新競
ｒ・マダムコンテスト』や

は新たなゲーム『復刻版！

技の『爆笑！バトルロワ
ビンゴ大会で盛り上がり、

ました。終日天候も良く、
る事が出来ました事をお礼

昨年５月に結婚式を挙げられ
た、笹川地区の石村雄輝さん
ん・千央さん夫婦の選手宣誓

これからの秋の収穫期に
申し上げます。

植田女性部長の開会の言葉で
スタート

イアル』を除く全５種目

りました。

大に開催しました。

第

れ過ごしやすい青空の下、

21

向けて英気を養うひとと

１位 通明190点、２位 職員90点、３位 笹川85点、４位 然美65点、５位 瓜幕55点、６位 鹿追45点
７位 幌内40点、８位 北鹿追30点
第41回農民大運動会結果

41

きとなりました。
新競技『爆笑バトルロワイアル』

焼肉を食べながら地域間の
コミュニケーションをはか
ることができました

副監督 熊谷

清水

浩司 さん

哲哉 さん

回農民大運動会で優勝

左から熊谷副監督、清
水監督、大久保主将

語って下さいました。

いきたいです」と喜びの声を

ワークを発揮出来る様にして

ーションを大切にし、チーム

今後も地域間のコミュニケ

ないかと思います。

良さが優勝に繋がったのでは

結力があり、チームワークの

それぞれの年齢層において団

通明地区は年配者も若年者も

事が出来、とても嬉しいです。

清水監督「５連覇を達成する

督に感想を伺いました。

を飾った通明チームの清水監

第

主 将 大久保慎也 さん

監 督

41

41

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】あれこれ考え過ぎてしまう傾向があります。悪いことを心配するより、プラス思考をした方が開運のきっかけに
【健康運】リラックスを心掛けて。深呼吸が効果的
【幸運を呼ぶ食べ物】イクラ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】楽しいことに縁がありそう。遊びや飲み会などに誘われたら、気軽にＯＫして出掛けてみては。旅行もラッキー
【健康運】おおむね良好。まめに動けば、さらに快調に
【幸運を呼ぶ食べ物】インゲン

3

大久保代表監事の乾杯で懇親
会が始まりました
『復刻版イケメンはどれ？』

風船を膨らませて
『デカパンでパン』
ナイスショット⁉
『目指せホールインワン』
優勝した幌内チーム
の作品

幼児対象の『ここまでおいで』
。お菓
子を目指してゴールへダッシュ
一番美しいのは私よ『Mr. マダムコンテスト』

41

親睦が図 られ「豊穣の秋」へ弾みをつける！

審査の結果、石村雄輝さ

されました。

会（乳用牛の部）が、８月
ん出品のプリンセスデール

第 回十勝総合畜産共進
日に十勝農協連家畜共進

組合・小泉俊裕氏の審査の

海道ホルスタイン農業協同

会場において開催され、北
日～ 日に開催される２

部の２等３席となり、９月

ダンデイ チツプ号が第

もと各部熱戦が繰り広げら
ナショナルショウへの切符

０１７北海道ホルスタイン
を獲得しました。

７月 日より開始しました平成
年産小麦の収穫・受入作業が、

８月 日に終了しました。曇天が
続き品質の低下が懸念されました
が無事に１，５８２ヘクタールを
刈り取る事が出来ました。
越冬の状況は良くありませんで
したが、今年の天候が小麦の生育
に適した気象条件であった事から、
「 き た ほ な み 」「 ゆ め ち か ら 」と
もに品種導入後で史上２番目の高
収量となりました。
今後は、乾燥工場において調製

収穫が７月 日から上然別地区よ

チップス用の品種「ワセシロ」の

促成栽培馬鈴しょであるポテト

荷されます。

華麺用の原料として製粉会社へ出

高収量 で小麦収穫終了

ち、本町からは４頭が出品

総出品頭数１７４頭のう

れました。

24

り始まりました。早出し以降の一
般馬鈴しょは８月 日より出荷開
始となり、収穫最盛期となってい
ます。
昨年は、天候不順の影響により
ポテトチップス用加工原料の流通
量が減少し消費者の皆様には、ご
迷惑をおかけ致しました。
本年は生育も良好ですので、美
味しい馬鈴しょが期待されます。
収穫作業は 月中旬迄続きますの
で生産者の方は、安全作業をお願
い致します。

熟年会 研修会
パークゴルフ 大会
新設の鹿追給油所
見学とパークゴル
フで親睦を深める
８月２日、熟年会事業推進部主

催による研修会が会員 名の参加
により実施されました。
今回の研修は７月にオープンし
たホクレン鹿追給油所で、施設概
要や新たなサービスの展開、そし

「ミニオンズ」に装い参加したＪＡ鹿追町信用部

８月

した。

日、『 し か お

名が仮装の
名

ピールする事が出来ま

つつ観客の皆さんにア

一度の盆踊りを堪能し

両チームとも、年に

ました。

命に踊り、３位となり

の踊りを真似て一生懸

浴衣に身を包み、周り

中国人技能実習生は

結果でした。

残念ながら８位という

の部に参加し、今年は

ニオンズ」で団体仮装

話題のキャラクター「ミ

衣装を身にまとい、今

信用部職員は手作りの

た見物客で賑わう中、

太鼓とお囃子に誘われ

模様となりましたが、

当日はあいにくの雨

した。

が浴衣の部に参加しま

入農家連絡会から

部に、中国人研修生受

部の職員

され、ＪＡ鹿追町信用

が鹿追中央公園で開催

い７０００人おどり』

11
16

ました。

を実施し、会員相互の親睦を深め

は恒例となったパークゴルフ大会

焼肉に舌鼓を打った後、午後から

公園パークゴルフ場に会場を移し、

研修会終了後は、しかりべつ川

ました。

機を利用された会員さんもおられ

でおり、早速ドライブスルー洗車

なった事に参加者の皆さんは喜ん

者にとって使い勝手の良い施設と

給油スペースも広くなり、利用

した。

車機の使用方法等について学びま

て町内初となるドライブスルー洗

浴衣で華を添えた中国人技能実習生

23

ドライブスルー洗車機を前に熱心に説明を聞く参加者

23

作業を行い、うどんやパン及び中

馬鈴しょ収穫が
最盛期を迎える

最盛期を迎えた馬鈴しょ収穫作業

16

チツプ号。今後益々の
ダンデイ
石村雄輝さんとプリンセスデール
ご活躍が期待されます

27

10

人技能実習生が参
国
中
・
部
加♪
用
信
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０００人踊
,
７
い
お
り
しか
大型コンバインでの小麦収穫作業

〜2017北海道ホルスタインナショナルショウへ出場決定〜

24

10

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】ささいなことでイライラしやすい時期です。笑顔を心掛けて。趣味などで１人の時間を楽しむと良い気分転換に
【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
蟹座 6/22～7/22
【全体運】人との交流から幸運が。人間関係を広げるべく行動してみて。付き合ったことのないタイプとも親しくなれそう
【健康運】暴飲暴食になりやすいかも。自己節制を
【幸運を呼ぶ食べ物】スダチ

5

13
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第48回十勝総合畜産共進会
18
29

焼肉とパークゴルフでさらに親睦が深まりました

ＪＡ本所では鹿追小学校４

呼び掛けに来所しました。

町交通少年団が交通安全の

備工場・コントラ課に鹿追

８月３日、ＪＡ本所・整

努めて参ります。

様、役職員一同安全運転に

悲惨な交通事故を起こさぬ

め、多くの人を悲しませる

の言葉を常日頃から心に留

「交通安全メッセージ」

ュアモルトクラブは青年達

年に農業

菊池さんは、上幌内の出
身で 歳、平成
委員に選出され、平成 年
からは農地部会長として農
代に合わせた改革が必要で

しており、農業委員会も時

旋方法の見直し等に取組ん

す。５年程前から農地の斡

今回会長に就任された菊
でいますが、今後もこの改
革の流れを引き継いで発展
させていかなくてはならな

行われ、会長には菊池輝夫

鹿追町農業委員の改選が
に取組んでいきたいと思い

知恵と力を結集して諸課題

農業委員 人と職員３人の

の農業者・地域を守る為に

からも継承しつつ、鹿追町

と話して下さいました。

よろしくお願い致します」

ながら努めて参りますので、

んのご支援、ご指導を頂き

最後に「関係機関の皆さ

いと考えています」

さんが就任されました。

ました。

ても安心出来る制度で、フ

研修生にも受入農家にとっ

談出来る環境が整っていて、

入は役場が間に入るので相

ピュアモルト研修生の受

しくても妻や子供を旅行に

います。どんなに仕事が忙

く酪農が出来る事を夢見て

員がファミリーとして楽し

います。会社、家族、従業

人生は楽しむべきだと思

換になっています。

ァーマーズスタッフの取組

連れて行ける環境を整備し

立っているという事を忘れ

を頂いているからこそ成り

の皆様方にご支援・ご理解

をはじめ、町、そして地域

自分達の活動が教育委員会

寄せが来ます。おしゃれを

拡大すると家族に必ずしわ

思いがありました。規模を

苦労を和らげたい！そんな

ボロボロにさせたくない！

を毎日仕事や家事、育児で

好きで一緒になった女房

●酪農という仕事の考え方

思いで日々取組んでいます。

他人を楽にさせたいという

す。だから、今度は自分が

らこそ、今の自分がありま

等の理解や協力があったか

家族、妻、従業員、友人

たいです。

ずに感謝の気持ちを持って

時間も少なく、心の余裕が

する時間も無く、化粧をす
立ち上げたきっかけ

ない、ぎゅうぎゅう詰めの

頑張って欲しいと思います。

ファーマーズスタッフは

生活をしている酪農家もい
酪農という仕事はこのま

ピュアモルト研修生が研修
残れる様にと考えたのがき

までいいのか？それで本当

るはずです。
っかけで、平成 年に 人

後も酪農家の従業員として

る暇も無く、家族で過ごす

くれています。

みに大きな役割を果たして

●今後の目標や課題

様々な形でお互いの情報交

まで築いてきたものをこれ

まず、抱負については「今

した。

池輝夫さんにお話を伺いま

した。

地行政をけん引されてきま

年鹿追町農業は大きく変化

農業情勢については「近

ます」

菊池 輝夫さん
農業委員会々長

鹿追町交通少年団が来所し、
交通安全を呼び掛け

年生の桑田朝陽くんが代表

し、「交通安全メッセージ」

スカンパニィ社長を務める
の新たな出会いと交流の場

26

を呼び掛けてくれました。
交通安全を呼び掛けてくれた
鹿追町交通少年団の皆さん

奥秋吉広さんに「人との繋
であり、この施設で繋がっ

23

呼び掛けでは、飲酒運転

ピュアモルトクラブハウ

がり」についてお話を伺い
た人との輪は計り知れない

13

による事故防止につい

今回はピュアモルトクラ
スの建設検討委員として携

ました。
物で、今も自分自身の支え

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
●ファーマーズスタッフを

熱い思いを胸に力強く握手を交わす
現ピュアモルトクラブ会長 勇 慎一
さん（左）と奥秋吉広さん（右）

てお願いがありました。

ブ初代会長を務め、現在は
わり、初代会長を経て、今

究
ファーマーズスタッフ会長、
年で 年を迎えました。ピ

『 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。

㈲鹿追町デーリィーサービ

●ピュアモルトクラブ設立

生きていく上で必要な多く

66

「時代に合わせた改革を」

の仲間と立ち上げました。

の望んだ人生なのか？

に幸せなのか？それが自分
いや、このままではいけ

この仲間はピュアモルト研
修生の受入経験がある酪農

ない！と思い、出来るだけ
家族と出かける様にしてい

家で、 人いれば其々ネッ
トワークや付き合いがあり、

「働く」には「傍を楽にする」
という考え方もあります。
これは傍にいる人を楽にして
あげたいという意味です。

㈲鹿追町デーリィーサービスカンパニィ
職員一丸となって取組みます

となっていますし、社会で

何ですか？

の事を学ばせて貰ったと
感謝しています。
また 年前、当時高校

ラブ活動においても常に

今後のピュアモルトク

がいを感じました。

実感が湧き、大きなやり

後輩に繋いでいるという

時、私達の活動は確実に

トクラブの会長になった

平成 年度にピュアモル

用していた勇慎一君が、

ハウスをバンド活動で利

生でピュアモルトクラブ

20

28

20

農業委員会
会長就任
10

20

周年を迎えて思う事は

〜原点は人との繋がり〜

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】落ち着いた気分で過ごせる期間。プライベートの充実に励むと、手応えを感じられるはず。習い事も好結果に
【健康運】軽く体を動かせば運気アップできそう
【幸運を呼ぶ食べ物】マツタケ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】行動力が高まる兆し。過去に駄目だったことに再挑戦すれば、リベンジできる可能性が大。攻めの姿勢で動いて
【健康運】良質な睡眠を取ることで体調に好影響が
【幸運を呼ぶ食べ物】カボチャ

7

奥秋 吉広さん
北鹿追

13

む
わ
き

『楽農で 傍 を楽にしたい！』

TOPICS
10

ストップ 飲酒運転
は た

今回は平成２年６月号の表紙において、クローズアップ
「新営農の取り組み」として
笹川北斗農場が畑作と肉牛

の共同経営を開始した当時、理事だった矢萩澄雄さんにお
話しを伺いました。

です。昔は法人として登記
でした。

いた事と、肉牛は初心者で

ちょうど人数も良く、始め

らないと出来なかったので
得られました。
（旦那が「や

ですが、奥さん達の理解は

どこの親も反対していた様
に踏み出す事にしました。

と聞いていたので肉牛生産

も比較的簡単に飼養出来る

た当初は笹川地区の鈴木さ
る！」って言うんだからつ

法人を始める話をした時、

ん、沼倉さん、伊藤さん、
いていくしかないという感

をするのに５戸以上が集ま

鎌田さんそして私の５戸で
じでした…と矢萩さんの奥
皆、畑作業はベテランで

●共同経営を始めて

した。

まって話をしていました。

奥さん達もよく公民館に集
で肉牛農家をしていて、当

っかけは、私の従妹が近隣

肉牛を経営に取入れたき

出来る様に一週間毎にロー

ました。作業も全員が把握

度も勉強会や研修に出向き

たので家族揃って何度も何

も牛を育てた経験はなかっ

ちなみに農場の名前は奥さ
時は町内に肉牛農家が少な
テーションを組み、畑と育

さん）

ん達が決めてくれて「笹川
く、生産されたホルスタイ
成の両方をこなしていきま

法人を動かすにあたり、

の北にあるから〝笹川北斗
ンの雄仔牛を町外に販売し
した。当初は朝は５時頃か

法人経営する前は構成員

したが翌年以降は８００万

する様になったのが始まり

区の５人が集まって話しを

いないと思っていた同じ地

仕事を出来ないのがもった

皆、畑作専業でした。冬に

牛肉が売っていると自然と

うです。そこで芋を配り、

まったくありません

し、戻る気持ちも皆

る事は出来ないです

たので個人経営に戻

社で買取ってしまっ

また、従業員の働きやす

があります。

ば複数戸法人はとても利点

勤めて貰える様な環境作り

っても良い事なので、長く

い と こ

農場〟
」になりました。
ていました。従妹からそれ
ら作業を始め、夜は

時頃

はもったいないと言われて

●辞める気で
頑張る！
皆で始めるからに
はもう後戻りは出来
ません。法人を作る
時、皆で決めたのは
「辞める時は離農を
する時」という事で

迄夜業をし、それから皆で
円を切っていました。機械
肉じゃがでも作ろうかとな

い環境作りは経営者側にと

す。使える機械は会

呑みながら話合いを重ねた
に関しては大型の物を入れ
り北海道産の作物で献立が

● 笹川北斗農場
（以下、北斗農場）
を始める前

日々でした。法人なので福
て作業効率が高くなりまし

人を経営していた（農）西
かく、栄養たっぷりの土に

に入れていたので今では柔

また、牛の堆肥を毎年畑

までしか伸びないのが悩み

すと、売上は一定のところ

しかし、販売促進以外で

う伸ばそう…という悩みを
販売促進先の精肉パートの

ったのですが、数年経った

牛が病気になる事は少なか

り、牛舎も新しかったので

は教えられた事を忠実に守

は続いていますが、当時は

めました。今でも販売促進

鹿追産牛肉の販売促進を始

ープ近畿やコープネットへ

時に経済連と提携してＡコ

私が経営に携わっていた

肉の切り方ひとつとっても

上を伸ばしてくれました。

ちゃん達は本当に牛肉の売

た。そう言ってくれたおば

もしい言葉が返ってきまし

てあげるから！」という頼

ころ「私達に任せて！売っ

おばちゃん達に相談したと

頃にはだいぶ病気には悩ま

四半期毎に現地に赴き、直

地域によって好まれる切り

の物を食べて貰う事はもち

は理由があります。鹿追産

りました。芋を配ったのに

有して解決出来ます。無駄

来たり、分からない事も共

らない事も共同でやれば出

一人で出来ない事や分か

矢萩澄雄さん。お孫さんの夏々菜ちゃんと一緒に

思います。

もこれからは特に必要だと

利厚生面も自分達でやるし

上経営組合にもアドバイス
なっています。

出来てしまう訳です。

を頂きました。

● 販売促進で学んだ事

でした。これから売上をど

●苦労した事

されました。そんな時は獣

接値段交渉も行っていまし

牛を飼い始めて最初の頃

医や先輩の肉牛農家に相談

何よりも経費の節約が出

ろんですが、お店に買いに

を少なく、経営を良くした

●これからの世代へ

は凄いと実感しました。

方が違うそうで、現場の力

た。
そこで店舗に生産者が立
ち、販売促進をしていたの
ですが、ある時鹿追産の芋

来た事です。農薬も初年度

来るお母さん達の約７割は

いという心がひとつになれ

を持っていき、配る事があ

は各家から持寄って買取っ

献立をスーパーで考えるそ

●共同経営と畑畜混
同農業の利点

勉強をしてくれました。

もちろん奥さん達も一緒に

や勉強をしにいきました。

かったので町内で複数戸法

た。

22

かなく、右も左も分からな

平成２年６月号掲載

矢萩 澄雄さん
川
笹
た時には１，２００万円で

9

（農）

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】物事の優先順位を間違えやすい暗示。やるべき作業を後回しにしないよう、ご用心。気晴らしには足湯がベスト
【健康運】食生活の質向上が大事。運を呼べるはず
【幸運を呼ぶ食べ物】シソ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】ちょっとした変化でつきを呼び込める気配。いつもとは違うことを意識してみて。部屋の模様替えも良い刺激に
【健康運】血行促進が健康の鍵。運動を楽しんで
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴーヤー

（農）

ピュアモルトクラブ20周年記念イベント
「Volare ピュアフェス」に出店

Volare！ピュアフェスで
「鹿追産の牛肉・じゃがいも」
をＰＲ

ＪＡ鹿追町青年部が販売した「オーシャンズバーガー」

ハンバーガーを一口食べると「鹿追産の牛肉のうまみ
が口いっぱいに広がり、トマトの酸味をたまごの黄身が
マイルドに包み込み、コクのある絶妙な味わい」と消費
者からはとても好評でした

【出身地】
愛知県津島市

とが楽しいです。
【趣味・特技】

応募したきっかけ】
酪農のことや牛のこと

には積極的に挑戦したい

して、興味を持ったこと

この一年の経験を糧に

【今後の夢】

です。

について幅広く学びたい

【この１年の目標】

こと

散歩・読書・音楽を聴
牧場

【研修先】
吉田

くこと・間取り図を見る
豊

千尋さん
中学生のときに酪農体

【ピュアモルトに



験をしてから、酪農の仕

事に興味を持っていたか

らです。

【研修をしていて楽しい事】
牛を観察して、その牛

11

事全般が楽しいです。
【趣味・特技】
読書、本屋巡り、絵を
描くこと、模写
【この１年の目標】
怪我や事故に気を付け
て毎日楽しく色々な事
を学び、吸収して人間的
に成長したいです。
【今後の夢】
好奇心の赴くままに色
々な事をやりたいです。
また、バイクで日本一周
してみたいです。

ハンバーガーを一つ一つ真心を込めて
作りました！

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】自分の意見や考えに固執しやすくなる傾向が。周囲の言葉には謙虚に耳を傾けて。開運には和風のものが効果的
【健康運】ストレスを感じがち。小まめに発散して
【幸運を呼ぶ食べ物】スルメイカ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】大胆な発想が幸運を引き寄せるポイント。未体験ジャンルでも意欲的にぶつかってみて。前向きにアクションを
【健康運】スポーツで心身のシェイプアップが可能
【幸運を呼ぶ食べ物】ナス

です。

20

【出身地】
埼玉県越谷市
【研修先】
北鹿追
髙橋 知宏 牧場
【ピュアモルトに
応募したきっかけ】

以前から酪農に興味が
あり、仕事を探している
時に見つけ、応募しまし
た。
【研修をしていて楽しい事】
従業員さんや、研修先
のご家族と話すこと。よ
うやく慣れてきたので仕

ＪＡ鹿追町青年部

小池
子どもたちから大人気のくてくぅ記念撮影もたくさんしました

８月 日、ＪＡ鹿追町青年部はピュアモ
ルトクラブハウスで開催された「Ｖｏｌａ
ｒｅ！ピュアフェス 周年記念」に出店し、
鹿追産の牛肉とじゃがいもを消費者に販売
しました。
鹿追産の牛肉はハンバーガーに加工し、
鹿追産じゃがいもはフライドポテトに調理
して販売し、鹿追産食材の「おいしさ」と
「安全・安心」をＰＲする事が出来ました。
19

葉月さん
前田

中鹿追

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
がどんな性格か考えるこ

みんなで力を合わせて、鹿追産食材をＰＲしました

フライドポテトは鹿追産じゃがいも（品種：ひか
る）を使用し、好きな味のトッピングを選んで、
シャカシャカ振って食べてもらいました

ピュアな女性
くてくぅ

と
ひ

今月の

９月の早い時期に播種をすれば、10月中旬頃には収穫が出来る
のがほうれん草です。まだ家庭菜園を楽しみたい方は涼しくなる
時期ですので早めに作業に取りかかりましょう

家 庭 菜 園

《栽培の注意点》
ア、栽培時期により適応する品種は異なりますので、注意して下
さい。（ソロモン・リード強力オーライ等が適しています）
イ、pHは6.5～7.0高い方が好きで石灰を十分与えることがほうれ
ん草を栽培しやすくする条件です。
ウ、水はけの良い畑を選択するか、床を高くすると良好。
エ、播種後はしっかりと潅水を行う。
オ、施肥…化成肥料NS262を１㎡当り100ｇを播種床全面に施用する。
カ、播種方法
条間15〜20㎝でまき溝をつけ、５〜10㎜間隔で条播きにし、１㎝程覆土。
キ、間引き
隣の株が邪魔にならない様に３㎝程開けて間引く。

ほうれん草

ほうれん草は低温に合
わないと発芽しないこと
から、流水に一昼夜漬け
るか、冷蔵庫に入れてか
ら播種すると発芽が良い。
条間
15〜20㎝

ほうれん草は野菜の中でも鉄やビタミンの栄養が多く含ま
れ、貧血などに効くとされています。
カルシウム…3,100μg
カリウム……740mg
ビタミンＡ…1,700mg

鉄……………3.7mg
カロチン……3,100mg
ビタミンＣ…65mg

この苗は間引く
↓
畝幅90㎝

☆体に悪いシュウ酸を取り除く
ほうれん草には体に悪いとされるシュウ酸が含まれますが、
水に溶けやすい性質があることから、調理前に水にさらすこ
とで、除去することが可能になります。

生年月日 平成８年７月 日

出 身 地 大阪府

佐々木 涼

負 ４月から入社し、８

りょう

抱

き

に な

JA

情

報

館

総務部 管理課は職員14名で
（内、㈱鹿追町ＴＭＲセンター１名出向）

➡

●管理業務（７名）
●経理業務（４名）に分かれＪＡ全体に係る
●清掃業務（２名）

業務を行っています

主な業務は
☆ＪＡ総合案内
☆労務管理・施設保全・資産管理
☆財務経理・電算システム運用
☆予算統制・決算処理関係
  ☆ＪＡマイクロバス利用予約
☆組合員資格や出資金に関する問い合わせ
☆組合員ＦＡＸ運用関係
☆旅行関係・旅券予約取次ぎ
☆農家従業員・職員住宅関係

【間引き】

月から正社員になりましたが、

さ

まだまだ分からない事も多いの

さ

でしっかり学びながら頑張りた

いと思います。

生年月日 平成８年５月 日

負 農家さんの財産を預

出 身 地 宮城県

抱

年７月

人事異動

平成
日

依願退職  馬瀬戸

31

かることを自覚し、責任を持っ

て仕事に励んでいこうと思いま

す。よろしくお願いします。
修

13

29

20

る

～管理課って何をしているの？～

ポイント

【播種】

ポイント（ほうれん草の栄養）

気

15

毎年各種職員研修を実施し、知識・能力の向上と、より良い職場環境づくりに努めています
また、役職員互助会事業として年２回の交流会や隔年で研修旅行も実施し、職員と役員（家
族を含む）の親睦を図りＪＡ事業推進に繋げています。

やまもと

え

り

コンプライアンス研修
不祥事未然防止や法令
順守に努めています。

コミュニケーション・
接遇・マナー研修等
職員の自己研鑚・意識改革
に努めています。

さ

山本 依里砂

メンタルヘルス研修
職員の健康管理の一環と
して、今年は自らの体の管
理・健康度を把握するため、
体力測定も取り入れ実施し
ました。

リィーサービスカンパニ
ー
デ
町
追
ィ
㈲鹿
重要なお知らせ

新人紹介

魚座 2/19～3/20
【全体運】小さなミスにクヨクヨしやすいよう。気持ちを大きく持って。迷ったら信頼できる人に相談に乗ってもらうと◎
【健康運】疲労蓄積はＮＧ。適宜、解消する工夫を
【幸運を呼ぶ食べ物】ズッキーニ

＜当ＪＡへ出資されている皆さまへ＞
当ＪＡの組合員になられている方が、住所変更・結婚等による名字変更また、
町外転出・死亡等により資格喪失があった場合は、手続きが必要です


お問い合わせは

管理課まで

℡66－2131

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】物事を邪推するなど、うがった見方になりがち。周囲と不協和音を奏でやすいので注意。素直さを大切に
【健康運】運動不足解消が必要。意識して動くこと
【幸運を呼ぶ食べ物】カボス

12

1.200％
の駅まで徒歩

⑯

を天に任せて勝負した

外れの花が咲いた

⑮目で見える範囲のこと

３分だ

⑬一番近い所。

⑫角度を測るときに使います

す

⑪量より重視されることもありま

ないもののこと

⑨漢字で書くと雑魚。取るに足ら

⑦リスが餌を詰め込むところ

⑤出会った瞬間に落ちることも

④口に水を含んでガラガラガラ

③青く晴れ渡るもの

①陰暦９月の異称

運動をし

⑱面取りをして落とす物

います

⑯水を入れて植物への水やりに使

た

⑭立ち上がって膝の

⑩手の指を握り込んで作ります

⑧えびす様が持っている道具

⑦山伏が吹き鳴らす物

いえば

③品物をしまっておく建物

ヨコのカギ

⑳芋がらともいう食材

⑲首の長い動物

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ最引下金利
②船が停泊するときに下ろします

①エジプトを流れる大河

タテのカギ

クロスワードパズル

当ＪＡ整備工場より車輌を購入される方は、

⑥ピカソ、ゴッホ、ルノワールと

さらに金利△0.2%

９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、

〈応募方法〉

固定変動選択
3年型

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、「ｍｉ
ｓｏピリカカップ」です。多数の

名）
の中

ご応募お待ちしています。

名
（応募総数

〈８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９月
末日までにＡコープ鹿追店サービ

〈当選者〉 
（敬称略）
松 谷 真 澄
山 本 蕾 実
佐 藤 洋 子
伊 藤 美津子
正 保 利 子
清 野 弘 子
山 本 俊 幸
佐 藤 妙 子
中 村
結
日 吉 勇 翔
鐘 下 信 子
小 里 弘 子
山 岸 英 子
吉 田 真奈美
大 橋 翔 太
馬 野
寛
菅 原 秀 子
五十嵐 喜美子
戸部田 栄 一
菊 池 ゆうな

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

4年目以降、基準金利から
泉町２丁目
北 鹿 追
西町１丁目
泉町３丁目
瓜
幕
仲町１丁目
泉町２丁目
緑町１丁目
笹
川
緑町１丁目
北 ２ 線
幌
内
泉町４丁目
仲町３丁目
緑町１丁目
美
蔓
仲町２丁目
南 １ 線
新町２丁目
北 ５ 線

担当：濱澤、佐藤

℡ ６６-２１３１
℡ ６６-３４００
代
表
融資課直通

JA鹿追町

1.35％ 引き下げ
最大

（基準金利2.00%）

1.400%
最引下金利
変動金利型

車両購入のご相談は是非
JA整備工場
(66-2635 担当：寺嶋） へ
⑰

＊基準金利 2.575％
当初3年間
159

平成29年2月1日～9月29日
受付
期間

14
15

157

*お問い合わせ・ご相談は ・・・
信用部 貯金共済課 山口 美咲

平成29年8月1日～10月31日
受付
期間
11

ホ ウ セ ン カ
スカウンターでお受取り下さい。

〈今月の抽選者は私です〉

20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ＪＡは、皆様のカーライフを応援します ！！
〔393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？

