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～鹿追町農業の礎を築かれた皆様に感謝を込めて～

パパ
あ ゆ

大久保 瑛斗くん
慎也さん

ママ

り こ

央さん

（左から愛結ちゃん（５歳） 里恋ちゃん（７歳） 瑛斗くん（２歳））

年１月 日

カ月
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︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

２歳

︻名前の由来︼

響き

︻初めて話した言葉︼

まんま

︻好きな遊び︼

たたかいごっこ

︻好きな食べ物︼

いちご

︻特技︼

変顔

︻チャームポイント︼

笑った時の目

︻笑いのツボ︼

お姉ちゃん達とふざけて

あそんでいる時

︻成長を感じた瞬間︼

何でも自分でやりたがる

ところ

︻パパママから一言︼

これからも癒し系えいと

でいてね使
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クリーミーポテトピザパイ

材

27

髙橋
髙橋

孝夫さん（左から）
フサエさん

①パイシートはクッキングペーパーの上に並べて室温に戻しておく。
②ジャガイモはラップに包んでレンジで加熱し、柔らかくなった
ら皮を剥いて潰す。
③ベーコンは好みの大きさに切り、キッチンペーパーに包んでレ
ンジで加熱する（600ｗで１～２分）
④②が熱いうちに牛乳を加え、トロトロになるまで混ぜる。
⑤塩コショウをして、ベーコンを入れて混ぜる。
⑥パイシートをめん棒で伸ばし、２枚が重なって１枚の大きな生
地になる様に真ん中を重ねてくっつける為に水をつけておく。
⑦パイ生地を伸ばし、伸ばしたパイ生地の四隅の端を三つ折り位
に折り、ミミの部分を作る。
⑧200℃に予熱したオーブンにクッキングシートごと天板に乗せ
て10分焼く。
⑨⑦をパイ生地に平らに乗せ、その上にピザ用チーズを乗せて
200℃で10～13分程焼いて焼き色を付ける。

番地

12月

東瓜幕

和 美 さん

2017

参加者を代表して記念品
を受取られたお二人

中鹿追

11

ベーコン………30ｇ
塩コショウ……適量
ピザ用チーズ…適量

作り方

上 村

（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 月 日

29

料

冷凍パイシート……２枚
ジャガイモ……３～４個
牛乳…………100～150㏄

51

18

介護エンターティナーの石田さ
んによる楽しい研修でした

参加者を代表して記念品を受取る
髙橋孝夫さん・フサエさん夫妻

参加者を代表して挨拶をする藤
田冨士雄さん

年度に開催

桜井等さんの乾杯の音頭で開宴

加をお待ちしております。

予定ですので、多数のご参

次回は平成

盛会の内に終了しました。

佐藤章一さんの万歳三唱で

なり、最後に北鹿追地区の

体の盛り上がりが最高潮と

鹿追町農業の礎を築かれた皆様に感謝を込めて

隔年で実施しているＯＢ
組合員・家族研修会を 月

スライドや動画を使用して
農業情勢の紹介をしました

に受取って頂き、参加者全
員で記念撮影を行いました。

追町の農業情勢』や第１回

し、１年間を振り返る『鹿

木幡組合長の挨拶で開会

町民ホールで開催しました。

０名）の参加により、鹿追

懇親会では、弁当・オー

頭で懇親会が始まりました。

区の桜井等さんの乾杯の音

んから挨拶を頂き、鹿追地

北瓜幕地区の藤田冨士雄さ

を移し、参加者を代表して

その後、懇親会場へ場所

目となるＯＢ組合員研修会

にオープンした鹿追給油所

ドブルの他、鹿追産農畜産

現役員が出迎える中、来場されるＯＢ組合員の皆さん

が開催された昭和 年から

日、
１５３名
（対象者４１

10

Ａ通信しかおいを振り返る』

現在までの鹿追町農業を『Ｊ
させて頂き、久しぶりに顔

物を中心とした食事を用意

画が流れると客席からは笑
い声が聞こえるなど和やか
な雰囲気となりました。
その後、介護エンターテ
ィナーの石田竜生さんによ
る『エンタメ体操』を行い、
楽しみながら頭や身体を会
場全員で動かし、健康につ
いて研修しました。
研修終了後に対象者全員
へ感謝を込めてお渡しする
記念品を東瓜幕地区の髙橋
孝夫さん・フサエさんご夫妻

清水好美職員の歌声に会場の盛
り上がりは最高潮となりました

佐藤章一さんの万歳三唱で盛
会のうちに終了しました

職員の歌謡ショーで会場全

クライマックスは清水好美

るカラオケを楽しみました。

話に花を咲かせ、有志によ

を合わせた仲間と食事や会

紹介しました。
中でも、昨年９月にオー
プンしたコインランドリー
Ａコープ鹿追店や今年７月

鹿追産小麦を使った「ピザ」と
鹿追産のサツマイモを使った「あ
んぱん」は大人気でした

のドライブスルー洗車の動

と題したスライドや動画で

52

久しぶりに顔を合わせた仲間と楽しいひとときを過ごしました

参加者を代表し、夫婦で
記念品を受取って下さった
東瓜幕

髙橋 孝夫 さん
フサエ さん
参加者を代表して髙橋
孝夫さん・フサエさんご
夫妻に記念品の『鹿追産
豚ロースしゃぶしゃぶセ
ット』を受け取って頂き
ました。
お二人に健康の秘訣を
伺いました。
孝夫さん「毎日、牛舎の
手伝いや、庭の手入れを
しています」
フサエさん「どんなに好
きな料理でも腹八分目ま
でを心がけています」と
話して下さいました。

3

25

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】行動力が高まり、アクティブに動き回れそう。やりたいことには積極的に挑戦を。ネットでの情報収集も幸運
【健康運】疲れをため込みがち。適度な休息が必要
【幸運を呼ぶ食べ物】水菜
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】暗い気分になりやすいかも。気晴らしを心掛けて、好きなことに意識を向けましょう。ヒーリンググッズも有効
【健康運】オーバーワークに注意。のんびりが大事
【幸運を呼ぶ食べ物】クワイ

「エンタメ体操」は全員で頭や身体を動かして楽しく行いました
フサエさん
（左から）髙橋孝夫さん

31

OB組合員・家族研修会
平成29年度

植付３～４週間、収穫６～

のパートタイマー〔種芋の

父の２人で、従業員は６人

家族労働者はポット氏と義

ず緑肥を作付しています。

為、馬鈴しょの前作には必

す。また、病害を軽減する

付になる様に輪作していま

馬鈴しょが４年に１回の作

ス用を作付し、借地は全て

ドポテト用とポテトチップ

馬鈴しょの種類はフライ

馬鈴しょ生産農家視察

リンゲン

ドイツ農業視察研修

７週間〕を雇用しています。

で作り、 ％は購入してい
ます。馬鈴しょは機上選別

日にかけ、将

来の鹿追町農業を担う青年
をしながら収穫し、自分の

月 〜

部員 名、組合員４名、職

施しました。

点とした農業視察研修を実

部ニーダーザクセン州を拠

員３名が参加し、ドイツ北

〔大麦、小麦〕→てん菜〔な

れます。輪作体系は、穀類

後、再度選別をし、出荷さ

家の貯蔵庫に一旦貯蔵した

ち帯広空港を発ち、羽田空
止と緑肥の為に、てん菜の

鈴しょの順で、土壌侵食防

たね・コーン〕→穀類→馬

港、フランクフルト空港を
前にラディッシュ〔大根〕

日午前９時 分にとか

経由し時差が８時間あるハ
を作付しています。また、

分に到着しました。
輪作は４年に１回です。

線虫予防の為、馬鈴しょの

ノーバー空港に 日午後９
時

ギフホルン
馬鈴しょ生産農家視察

日はバスでギフホルン

にある馬鈴しょ生産農家「ラ
ンドウィスチャーフッベト
リード」を視察しました。
経営者はトーレ・ポールマ
ン氏 歳で３３０ の所有
面積の ％を作付し、 ％
は賃貸しています。家族労
働者はポールさんと父の２
人です。従業員は、通年で
１人、季節労働者のポーラ
ンド人３人は馬鈴しょの収

燥させる時は、 ℃に設定
し、 カ月貯蔵する時は１
℃に設定しています。ドイ
ツでは電気よりもガスが安
はガスを使用しています。

い為、ヒーター用の燃料に

上はフレンチフライ用とし

個々の農家が大型の貯蔵施

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 」の 説 明

となります。搾乳人数が１

日当たり約２４，０００㎏

頭当たり９，５００㎏、１

搾 乳 ロ ボ ッ ト「 デ ー リ ー プ ロ キ ュ ー
を受ける参加者

ニーダーザイデヴィッツ

搾乳ロボットの視察

ある酪農家「ファクツアグ

ニーダーザイデヴィッツに

れて視察しました。酪農は、

１年に約４，０００万円の

なく、バイオガスの売電で

と安い為、酪農では収益が

ありますが、乳価が約

人で済むというメリットは

ニーダレセデッツ」を視察
収益を上げている状況でし

日は酪農と畑作に分か

しました。２０１５年に設
た。

円

置したロータリーロボット

ムテクノロジーズの搾乳ロ

ーカーであるＧＥＡファー

は世界最大級の酪農機械メ

はミカエル・ポット氏

家を視察しました。経営者

ゲンにある馬鈴しょ生産農

畑作視察グループはリン

歳

ボット「デーリープロキュ

作付

し、土地は全て近隣の畑作・

で馬鈴しょを２００

００頭を１日３回、６時間

酪農家からの借地です。土

ＰＯＩＮＴ」で１，０

かけて搾乳します。１時間

地の評価額は

ー

当たり最大搾乳頭数は２０

１６０，
０００円になります。

ａ当たり約

０頭、平均年間泌乳量は１

自家製白ワインの試飲をし
ました。

日の午前迄はハノ

〜

ーバーで開催されている「ア

た。この機械展は世界最大

農業技術展」を見学しまし

港を発ち、羽田空港を経由

の午後にフランクフルト空

での滞在期間を終え、

長い様で短かったドイツ

の規模であり、参加者は昼

し、 日にとかち帯広空港

日

食の時間も惜しみ、会場内

グリテクニカ２０１７国際

10

穫の時期に雇用しています。
馬鈴しょは１０８ 作付
し、種芋の ％は自分の畑

馬鈴しょの収穫はおよそ、
９月末から 月の１週目ま
で行われており、ドイツで
は、馬鈴しょのサイズが
㎜から買取できて、 ㎜以
て高く買取してくれます。
般的であります。

設を持つ事はドイツでは一

ｔであり、収量が多
ハノーバー

アグリテクニカ２０１７
国際農業技術展視察

40

27
ha

いました。 日の午後から

の最新機械を興味深く見て

今回の海外研修では、今

に着き、無事帰町しました。

19

30

40

20

60

馬鈴しょの収量は１ 当た
り約
ければより多く収入を稼ぐ
事になります。
午後からは玉ねぎ農家の
大型貯蔵施設を見学しまし

18

はバスでフランクフルトに

るドイツの先進的な農業を

後の鹿追町農業の道標とな

び得る良い機会となりまし

一人ひとりが多くの事を学

垣間見る事が出来、参加者

移動しました。

リューデスハイム
ワイナリー観光

は午前中、美しいライン川

機会ともなり、農業以外で

えて参加した人達の交流の

た。また、地域や世代を越
とブドウ畑を望むニーダー

も得る事の多い海外研修と

ドイツ最終日となる 日

ヴァルトの丘でゲルマニア

なりました。

ニーダーヴァルトの丘でゲルマニア女神像を見学

スハイムのワイナリーでは、

女神像を見学し、リューデ

19

た。野菜貯蔵庫の換気設備
を提供している「モーイ・
アグロ社」のジョーン・バ
ン・カペル氏に施設を案内
して頂きました。大型貯蔵
施設の特徴は、収穫された
玉ねぎを天日干しせずに貯
蔵庫で乾燥することが出来
るシステムです。ドイツは
木材が安い為、貯蔵用のコ
ンテナは日本の様にスチー
ルを使用せず、木材を使用
しています。貯蔵庫の床下
には、格子状の穴があいて
おり、センサーで設定され
た温度になる様、大型の換

15

15

13

気扇から送風する仕組みに
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11
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13
50
14
なっています。玉ねぎを乾

ドイツの農業と日本の農業について情報交換をしました
世界中の最新式農業機械がずらりと並んでいました

20
40

11

〈青年部海外研修〉
大型貯蔵施設について熱心に説明を聞く参加者

33

70

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】ささいなことで、つまずきやすい時期。小さなミスにクヨクヨせず、スパッと切り替えて。ギャラリー巡りにツキ
【健康運】きちんと自己管理を。食べ過ぎは控えて
【幸運を呼ぶ食べ物】ミカン
蟹座 6/22～7/22
【全体運】情緒不安定になりがち。身近な人たちに迷惑を掛けがちなので、気を付けて。玄関に花を飾るとリラックス可能
【健康運】気が緩みやすいかも。小さなけがに注意
【幸運を呼ぶ食べ物】キンメダイ

5

アグリテクニカ2017国際農業技術展
先進農業機械を視察

第 回年金友の会温泉旅
行が、 月 日から 日ま
での３泊４日の日程で 名
の参加により実施しました。
今回は九州の温泉巡りと
いう事で九州周遊への期待
を胸に宮崎へ向かいました。
初日は、移動のみの行程と
なりましたが、宿泊先の青
島グランドホテルでは宮崎
の郷土料理である地鶏炭火
焼等の料理を堪能し、日本
でも珍しい畳敷きの大浴場
ではなめらかで、上質な温
泉に浸かり一日の移動の疲
れを癒しました。
二日目は、鬼の洗濯板と
呼ばれる約７００万年前に
隆起した波状岩を車窓から
眺めたのち、鵜戸神宮へと
向かいました。鵜戸神宮は、
「鵜戸さん」とも呼ばれ日
南市鵜戸の日向灘に面した
自然の神秘な洞窟の中に朱
塗りの色鮮やかにご鎮座さ
れています。洞窟は約３０
０坪の広さがあり、この中
は主祭神の霊地で参加者は、
自然の偉大さに驚きつつ日
頃の感謝や様々な思いを胸
に参拝していました。
昼食後、一路、宮崎県北
部へとバスを走らせ高千穂

峡へと向かいました。高千
穂峡は、五ヶ瀬川に架かる
峡谷で国の名勝・天然記念
物に指定されており、高さ
～１００メートルの断崖
が約７㎞にも渡り、その壮
大な景色に参加者も圧倒さ
れていました。その後、宿
泊先でもある熊本県阿蘇市
にある阿蘇内牧温泉へと向
かいました。
三日目は、大観峰で阿蘇
の絶景を満喫したのち、平
成 年にオープンした「九
重夢大吊橋」を散策しまし
た。長さ３９０メートル、
高さ１７３メートルある吊
橋は、歩道専用としては日
本一の高さを誇る吊橋であ
り、真下の光景を覗くとそ
の高さから足がすくむ参加
者もいました。その後、湯
布院で昼食と買い物を楽し
み、別府地獄めぐりへと向
かいました。別府地獄は、
海地獄・血の池地獄・竜巻
地獄などがあり、この地帯
は千年以上も昔より噴気・
熱泥・熱湯などが噴出して
いた事で忌み嫌われた土地
であったと言われています
が、現在は日本有数の温泉
地帯・観光名所として知ら

れています。別府地獄を堪
能し、三日目の宿である別
府鉄輪温泉へと向かい九州
最後の夜を思い思いに楽し
みました。
最終日は、新日本三景の
一つとされる大分県中津市
にある「耶馬溪・青の洞門」
を見学したのち、豊後高田
市にある昭和の町の商店街
を散策しました。豊後高田
市の中心商店街は、江戸時
代から昭和 年代にかけて
国東半島で一番栄えた町で、
その当時の活気を蘇らせよ
うと平成 年に立ち上げた
のが昭和の町です。参加者
は昔の街並みを楽しみ、昼
食を取った後、旅の疲れを
見せつつも楽しい思い出を
胸にしまい、両手いっぱい
のお土産を持って帰路へと
着きました。
今回の行程では天候にも
恵まれ、暖かく且つ壮大な
九州の旅を満喫出来ました。
年金友の会では、今後も
皆様に喜んで頂ける旅行等
を企画して参りますので多
数の方の参加をお待ちして
おります。

農協法公布 周年記念行事を開催
70

より、農業粗生産額が畑作

組合員の懸命な経営努力に
記念行事となりました。

睦と交流を深めた意義ある

ビンゴゲームを行う等、親

また、本年度から第 次

きた経過が述べられました。

車場設置等、事業展開して

所建設、ドライブスルー洗

育育成牛舎建設、鹿追給油

極的に進めるとともに、哺

を柱に組合員への支援を積

おいてもＩＣＴ農業の普及

また、本年度ＪＡ事業に

した。

を超える見込みが話されま

では過去最高の２２７億円

では１６５億円以上、総体

61

農業振興計画がスタートし、
更なる農業発展に向け、鹿
追町の特色である耕畜連携
の優位性を活かし、大型施
設投資の実施、営農支援体
制を拡大し、今後に向けて
は組合員経営の安定・向上
に全力で取組む決意が述べ
られ式典を終了しました。
式典に引続き懇親会では、

ＪＡ鹿追町の基本理念を朗唱

は 億円以上、酪農・畜産

～過去最高の農業粗生産額となる～

木幡組合長の式辞

月 日、農協法公布

唱後、木幡組合長より式辞

Ａ鹿追町の基本理念」を朗

式典では出席者全員で「Ｊ

記念品が贈呈されました。

坂主任にそれぞれ表彰状と

農産課吹上課長、融資課匂

彰が行われ、勤続 年で、

式典に先立ち職員勤続表

席し開催しました。

青年部、女性部の役員が出

周年記念行事をＪＡ役職員、

70

が述べられ、今年の作況や

年金相談会を開催
金額の試算、繰上げ繰下げ

労務士による受給手続や年

方にご来店頂き、社会保険

指定して頂くと

的年金の振込先を当ＪＡに

国民年金・厚生年金等公

年金お受け取りはＪＡで

さい。

支給等について詳しい説明

一． Ｊ
｢ Ａ鹿追町年金友の
イスや書類作成のお手伝い
年金は請求しないと受給

ツ交流会に参加すること

より、温泉旅行やスポー

をさせて頂きました。
できず、また加入期間の申

ができます。

年金受給手続き等ご不明

付与）をご利用頂けます。

する 年
｢ 金定期 （
｣店頭
表示金利に上乗せ金利を

二．年金受給者の方を応援

な点がありましたらお気軽

意が必要です。

年金になることもあり、注

告を失念するともらい忘れ

会 に
｣ ご加入（任意加入・
年会費無料）頂くことに

が行われ、専門的なアドバ

に開催致しました。多くの

年金の貰い忘れにお気を付け下さい

に金融店舗窓口へご相談下

熊本県の九重夢大吊橋で記念撮影

毎年好評を頂いておりま

JAで

す年金相談会を、 月７日
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獅子座 7/23～8/22
【全体運】レジャー運が活性化。気の合う仲間たちとにぎやかに過ごせそう。遠出のドライブやイベントへの参加も好結果に
【健康運】健康の話題に注目を。好情報があるかも
【幸運を呼ぶ食べ物】小松菜
乙女座 8/23～9/22
【全体運】ちょっとしたことでイライラしやすい傾向あり。笑顔を忘れずに。ストレス解消には、１人の時間を満喫して
【健康運】まめに動くと好変化が。散歩もお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】レンコン

「九州周遊（宮崎・熊本・大分）４日間」の旅
11

11

年金友の会温泉旅行

今回は平成元年２月号において、「私の趣味」として油

という思いで受講生 名で

が終ってしまうのは惜しい

でした。このまま油絵教室

教室は週一回で一カ月のみ

描くきっかけが出来ました。

開かれ、憧れていた油絵を

として脇坂裕展があ

の事業で地元作家展

平成６年には美術館

業に参加してその間、

念館事業、友の会事

友の会に入会し、記

クルを作り、初代会長をし

「彩の会」という油絵サー
は平成 年～ 年の

りました。また、私

ていました。

●次々と絵を描き
始める
独学で書き続けているう

７年間友の会々長を
務めました。現在は
顧問という立場で参
加しています。

脇坂さん愛用の絵の具

頂いた事もありました。そ

社展で帯広市議会議長賞を

どん絵を描いていき、平原

いという欲が出てきてどん

運び、今度はもっと書きた

ると美術館や展覧会に足を

くなりたいという欲が出く

了されました。もっと上手

盆栽と趣味が増え、ゲート

描きますが、彫刻や菊作り、

いていました。今でも絵を

がなかった時の方が絵を描

いたのですが意外にも時間

絵を描けると楽しみにして

て時間が出来たらたくさん

しましたね。離農し

けたい」とお話しを

を持てる間は絵を続

当時の記事で、
「筆

出してきては当時を思い出

昔の作品や写真、記事等を

作品も作りますが最近は

●最近の活動

の頃から絵を見ていく中で

ボールを始め忙しい毎日で

す作業もしています。久し

木の板に掘りました。

神田日勝さんの絵を見る機

す。上の写真は最近製作し

ぶりに昔の作品を見ると当
しかった日々を懐かしみ楽

●自分の来た道を
振返る

会も増えていきました。

た（神田日勝さんの絵をモ

時の情景が思い出され、楽

●平成５年神田日勝
記念美術館開館
開館１年前に創立された

のレリーフです。コブシの

チーフにした）「開拓の馬」

ちに一層油絵の奥深さに魅

17

絵についてお聞きした笹川の脇坂裕さんに当時の事から現
在の活動についてお聞きしました。

と二人だけの美術クラブを
作りました。
と雨降りか農閑期にしか絵

農業に従事する様になる

きっかけは、小さい頃か
を描く時間が出来ませんで

●絵を描き始めた
きっかけ
ら絵が好きで、中学校時代
したが、町内で油絵教室が

しんでいます。まるで
日記を読み返す様な感
覚ですね。

平成元年２月のＪＡ通信

いと思っています。

を楽しみの一つとした

ながら、昔を振返るの

かこ

めた図録や画集を広げ

館や色々な展覧会で求

ず今まで観てきた美術

の事は考えず、欲張ら

趣味の事はあまり先

●これからの私

には一級下の神田日勝さん

鹿追町民文化祭に出品した数々
の菊の作品

9

10

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】フットワークが軽くなり、チャレンジ精神が旺盛になる月。行動範囲を広げていけば、うれしい驚きに出合えそう
【健康運】スポーツを始めて。気分転換にも効果的
【幸運を呼ぶ食べ物】サバ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】ゆったり過ごせる期間です。趣味や習い事に力を注ぐと、新たな発見があるはず。プライベートを充実させて
【健康運】質の高い眠りを目指せば、体調アップへ
【幸運を呼ぶ食べ物】ダイコン

笹

15
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裕さん
川

脇 坂
最近の作品「新雪ウペペサンケ」

日帰り
女性部
研修
十勝ガールズ農場視察
月 日、女性部日帰り研修を

参加者 名で開催しました。
平成 年４月、農家と無縁だっ

して農業を始めました。今回は㈱
アグリファッショングループ代表
取締役社長橋爪氏より詳細な説明
を頂きました。
十勝ガールズ農場ではファーム
シェアリングや多品種少量生産、
観光農園を取入れたヨーロッパ型
の観光融合農業を目指しているそ
うです。橋爪さんの話はとても興
味深く参加者もぜひまた話しを聞
きたいと好評でした。
昼食は十勝ヌップクガーデンの
使用したステーキやハンバーグを

レストランでＡ５ランクの牛肉を

ールズ農場」を㈱アグリファッシ
頂きました。レストランからは広

日、第２回フレッシュミ

て頂きました。西部さんは 年前

と背骨コンディショニングを教え

講師に招き、キックボクササイズ

事で音更町在住の西部好美さんを

にし ぶ

運動を取り入れた学習会という

した。

ズ学習会を参加者 名で開催しま

月

物凄くハードなキックボクササイズ

けないかも知れないと宣告されま

した。その逆境にも負けずリハビ

リと努力を重ね６年前にしっかり

と歩ける様になり、今ではエクサ

サイズの講師としてご活躍されて

います。
まずはキックボクササイズです。

エアロビクスより激しく音楽にの

りながらパンチ、キックを交えた

だくになりながらも楽しそうにし

ていました。
後半は雰囲気ががらりと変わり、

床に寝転んでリラックスしながら

背骨を中心とした歪みや筋肉のコ

リを解消する神経のストレッチを

行いました。神経を意識して体を

緩める事は今までなく、伸ばして

いくと会場内あちらこちらから「痛

たっ」という声が聞こえてきまし

たが効いている証です。どれも自

宅で簡単に出来るストレッチばか

りでした。
「
『 運 を 動 か す 』と 書 い て 運 動

です。運動をすれば体は必ず応え

てくれるので運動はとても大事な

んですよ」と西部さん。エクササ

イズはもちろんですが、諦めない

強い気持ちを持つ事がとても大切

だと学べた学習会となりました。

工藤明日香さん（札幌市

が大好きなので、ＤＶＤ鑑

だけでなく、酪農の経営に

して下さいました。

を持つ事です」と笑顔で話

ついても勉強し、将来は夫

今後の目標は「牛の勉強

る事です」

賞と、帯広に行っておいし

振付けをこなし、参加者は汗だく

第2回フレッシュミズ学習会 キックボクササイズ＆背骨コンディショニング

出身）は平成 年２月から
㈲大原牧場の従業員として
活躍されています。
工藤さんは、以前清水町
にある酪農家の従業員とし
て働いていました。搾乳部
門を担当し２年間勤務しま
したが、もっと他の酪農業
についても勉強してみたい
という思いがあり、ＪＡ鹿
追町のホームページで㈲大
原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。
工藤さんに働いてみた感
想を伺いました。
「仕事は主に搾乳と自動
哺育を担当しています。も
ともと動物と接する事が大
好きなので、牛を見ている
だけでも毎日楽しいです」
「仕事をする上で大変な
所は牛の体調管理です。
昨日元気だった牛が次の
日に具合が悪くなっていた
りするので、牛のちょっと
した変化も見落とさない様、
早期発見・早期治療を心が
けています」
休日の過ごし方は「映画

仔牛を見ると心が癒されます

た女性３人がメンバーの「十勝ガ
ョングループが立ち上げ、今年４
大な庭が望めます。花がたくさん
咲いている時期にまた来てみたい
と食事をしながら話も盛り上がっ

13

に大事故に合い、医師に普通に歩

15

ていました。
鹿追町に戻り、神田日勝記念美

11

婦二人で出来る規模の牧場

皆でいい汗を流しました（西部さん前列
右から３番目）

術館を見学しました。町内にある
施設ですがなかなか足を運ぶ機会
も少なく、初めて訪れたという参
加者もいました。館内を学芸員に
案内して貰いながら絵を鑑賞して
いきました。説明されながら観る
とまた違った見方が出来ました。
今回の日帰り研修は同じ女性農
業者として出来る事が似ていると
いう点からも共感する部分も多く、

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

いものを食べて買い物をす

大変有意義な研修となりました。

工藤 明日香さん

11

28 16 17

月に大正の以平地区で農地を取得

橋爪社長の説明を熱心聞き入っていました

夢は

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】自分に自信が持てそう。意見やアイデアがあるなら意欲的に主張して。過去に駄目だったことにも新たな変化が
【健康運】不規則な生活習慣を見直せば、恩恵多し
【幸運を呼ぶ食べ物】長ネギ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】インスピレーションがさえているので、ピンときたことはやってみるのが正解。人間関係は協調性をモットーに
【健康運】回復へ。マッサージで血行を促進させて
【幸運を呼ぶ食べ物】タラコ

11

新規就農です
㈲大原牧場従業員

28

11

健康推進企画
年末年始到来！

～お酒の飲み方を考えましょう～
年末年始は忘年会や新年会の重なる時期。必然的にお酒を飲む機会も増えていきます。適度な飲酒は血液の循
環を良くし、体の疲れを癒す効果があります。一方、飲み過ぎは二日酔い等の短期的な不調もありますが、慢性
化すると重大な内臓疾患を患うリスクが上がります。
では、まずお酒の適量はどの程度の事を言うのでしょうか。
アルコール健康医学協会では、適量の目安を以下の通りに示しています。

酒類
アルコール度数
日本酒
15％
焼酎
25％
ビール
5％
ウイスキー
40％
ワイン
12％

容量
180ml
100ml
500ml
60ml
200ml

酒類別の「1単位（アルコール約21g）」の目安量

適量飲酒
体重60㎏の人が１時間に処理出来るアルコールの量は７ｇ
と言われていて、３時間で処理できる量を１～２単位として
考えます。
お酒を飲む時の体調によっても適量は変わります。お酒
を飲む時はアルコール度数の高いお酒はストレートではなく、
水割りや炭酸割り等、薄めて飲むのがおススメです。

酔いの状態
アルコールの血中濃度は以下の計算で大まかに算出出来ます。
飲酒量（ml）×アルコール度数（％）
アルコール血中濃度（％）＝
833×体重（kg）
血中濃度（％）

酔いの状態

〜100

ほろ酔い期 0.05〜0.10

脈拍数が速くなる・理性が薄れる・体温が上がる

500〜
1,000

100〜200 180〜360

酩酊初期

0.11〜0.15

気が大きくなる・大声を出す・怒りっぽくなる・ふらつく

1,500

300

540

酩

酊

期

0.16〜0.30

千鳥足になる・何度も同じ事を言う・呼吸が速くなる・吐き気や嘔吐

2,000〜
3,000

400〜600

720〜
1,080

泥

酔

期

0.31〜0.40

立てない・意識混濁・言語が支離滅裂

3,500〜
5,000

700〜
1,000

1,260〜
1,800

昏

睡

期

0.41〜0.50

動かしても起きない・糞尿失禁・呼吸麻痺・死亡

5,000越

1,000越

1,800越

期

0.02〜0.04

ＧＭって何？
皆さんＧＭと聞いて何を思い浮かべますか？アメリカの自動車会社ゼネラルモーターズ
もＧＭですが、遺伝子組み換え作物もＧＭ作物（Genetic Modified の略称）といいます。
ＧＭ作物の一番多い特徴は、生物Ａの遺伝子を生物ＢのＤＮＡに組み込み、除草剤をかけ
ても枯れないという「除草剤耐性」を持った作物にします。そのため畑で除草剤をかけると
他の雑草は枯れ、その作物だけ生き残るので、除草の手間が省けます。モンサント社の除草
剤耐性「ラウンドアップレディ」が有名な品種です。

〜180

二日酔いの予防とやってはいけない事
《二日酔い予防》
寝る前に出来ればコップ２杯の水を飲みましょう。可能であれば
スポーツドリンクがおススメです。スポーツドリンクは翌朝の低血糖による頭痛や体のだるさも防止出来ます。
また、寝る時はベッドサイドにスポーツドリンクを置く事をおススメします。飲み物も室温になり、体への吸
収が良くなります。
《やってはいけない事》スポーツ・入浴
お酒を飲むと汗をかいて、早くアルコールを排出したいと思うかもしれませんがこれは体に負担をかけてしま
うので逆効果になります。
アルコールは肝臓で90％が分解され、残り10％は汗や尿として排出されますがこの割合は入浴やスポーツをし
ても変わりません。逆に肝臓に集まる血液が少なくなる為、アルコールの分解が遅れてしまいます。
お酒を飲んだ後は内臓に血液を集める為にも、安静にしているのが一番です！
出典：宝酒造株式会社HP
13

JA

報

館

ビール
（ml） 焼酎
（ml） 日本酒（ml）
〜500

快

な
に

情

これは体内にすべてのアルコールが吸収され、分
解出来ずに血液中・体液中に拡散していると仮定
した場合の目安の算出方法です。
833＝体重に占める水分量（約2/3）とアルコール
比重0.8をもとに算出しています。

さわやかな気分になる・皮膚が赤くなる・陽気になる

爽

気

る

魚座 2/19～3/20
【全体運】何かとプレッシャーを感じる気配。深呼吸で気持ちを落ち着けましょう。また、人の意見には謙虚に耳を傾けて
【健康運】徐々に好転。体にいいことをすると◎
【幸運を呼ぶ食べ物】野沢菜

参考図版：
『遺伝子組み換え（食物編）
』天笠啓祐著

あべゆきえ（絵）Ｐ50

現代書館

非常に便利な技術に思いますが、組み込む遺伝子自体に危険性がなくても、遺伝子組み換
え技術自体が不安定なものなので、危険なものが偶発的に生まれてしまう可能性があります。
まだ遺伝子組み換えは人類が制御しきれない、未発達で不完全な技術といえます。
日本では遺伝子組み換え作物の栽培が禁止されているわけではありませんが、商業的な栽
培は行われていません。しかしアメリカでは広く普及しており、日本が多く輸入している大
豆作付の94％が遺伝子組み換え大豆です。そのため日本で流通する大豆の多くは、遺伝子組
み換えの可能性があります。
北海道は条例により、遺伝子組み換え作物を栽培する場合には知事の許可が必要となって
います。もちろん十勝・鹿追町では栽培されていませんが、今後の国際情勢では多くの遺伝
子組み換え作物が輸入される可能性があります。消費者庁の検討会資料では、40.7％の消費
者が遺伝子組み換え食品に不安があるという回答をしています。
ＪＡ鹿追町では今後も継続して、安心な国産農産物の生産を推進すると共に、地産地消を
進める為Ａコープでの国産野菜統一宣言を継続して行きます。
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】知的好奇心を刺激される予感。体験教室や説明会に顔を出してみると手応えあり。趣味の集まりにも積極参加を
【健康運】リラックスすれば好調をキープできます
【幸運を呼ぶ食べ物】ヒラメ

12

【その時の印象】
拓也さん…笑い方の癖がすごい。
千裕さん…いっつも笑顔で優しそう。

裕さん
（左から）千裕さん、拓也さん



編集委員会一同

願い申し上げます。

より一層のご愛顧の程お

くご指摘下さるとともに、

点がありましたら遠慮な

りますので、お気づきの

紙面づくりを心掛けて参

続き皆さまに親しまれる

編集委員会では、引き

とうございました。

を頂きまして誠にありが

読、また、貴重なご意見

通信『しかおい』をご愛

始め町民の皆さまにＪＡ

さて、今年も組合員を

し上げる次第です。

して町民の方々に感謝申

ている行政・関係機関そ

てご理解・ご支援を頂い

た。農業を基幹産業とし

とも良好な年となりまし

まれ、畑作、酪農・畜産

追町農業は、天候にも恵

その様な中、本年の鹿

伸ばしてきました。

記

（旧姓 加藤）千

鹿追町産業研修生及び従業員・研修生を対象に

交通安全講習会 が実施される
鹿追町産業研
修生及び町内在
住の従業員・研
修生を対象とし
た、交通安全講
日

後

すところ僅かとなって参
りました。
現代は情報化社会で世
界中の様々な情報が簡単
に手に入る時代になりま
した。
ＡＩと呼ばれる人工知
能やＩＣＴ（情報通信技
術）の開発が日進月歩で
進み、日常生活でも欠か
す事の出来ないものとな
っています。
農業においても同様で、
ＧＰＳ（全地球測位シス
テム）を活用した精密農
業や搾乳作業の労力を軽
減する自動ロボットが近
年鹿追町内でも普及して
います。
経験や勘に頼っていた
時代から、土壌分析や家
畜の能力（実績）に基づ
き、科学的改良を加えた
農業へと様変わりし、単

也さん
城
北瓜幕

習会が 月
に実施されまし
た。
講習会には新
得警察署鹿追駐

冬道運転を目前に控え、真剣に説明を聞く
参加者の皆さん

集

きっかけは？
同じ高校の同級生でした。20歳の頃一緒に飲み
に行く様になり、次第に仲良くなって付き合い始
めました。

師走を迎え、本年も残

編

【出会いのきっかけ】
いつ？
出会いは高校が同じだった事ですが、高校時代
の接点はありませんでした。お互い大学生の頃仲
良くなりました。
位当りの生産性も大きく

拓
【今後について】
笑顔いっぱい、夢いっぱいの楽しい家庭を築き
たいです。

在所の髙橋雄三
所長を講師に迎
え、冬道運転に
関するＤＶＤを
観た後、冬道の
注意事項や交通
事故の発生状況
の他、犯罪や特
殊詐欺等につい
て説明がありま
した。
これから冬道運転の時期と

ほとんどの参
加者は道外出身のため、初め
なりますが、運転に慣れた方
も初心を忘れず、安全運転を

て冬道を運転する方も多く、
積極的に質問する等、真剣な

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

鹿追町では産業担い手対策として、農村と都市の人的交流を促進し、産業に
深い理解と意欲を持って研修しようとする方の受け入れの支援を行っています。
役場農業振興課にて産業研修生の受け入れ事業主の募集をしていますので、
希望される方は下記までお問い合わせ下さい。

お願い致します。

産業研修生受入農家募集

眼差しで受講していました。

青年部標語募集

日㈭迄

農業に対する理解を深め
てもらう事を目的に、今年
も『農作業安全』
『食の安全・
安心』をテーマに標語を募
集します。
１．募集期間
平成 年 月
２．提 出 先
ＪＡ鹿追町経営課
（農政企画）


３．応募上の注意
標語は二つのテーマか
らお選び下さい。尚、未
発表のものとします。
専用の応募はがきに記
入の上、ご応募下さい。
４．優秀作品について
応募作品の中から優秀
な作品を選び、青年部よ
り記念品を贈呈させて頂
きます。
優秀作品は本誌にて発
表致します。

平成30年度

【お互いの良いところ】
拓也さん…家族思いでポジティブ。
千裕さん…とても優しくておもしろいところ。

11

14
15

21

【挙式日】 11月25日

募 集 期 限：平成２９年１２月２５日（月）まで

～ 冬道運転の心構えを学ぶ ～
12

ナイスカップルさん
問い合わせ先：ピュアモルトクラブハウス内
役場農業振興課 産業後継者担当
TEL ６９－７１２２

7

29

クロスワードパズル
タテのカギ
①２人組はコンビ、３人組は
③親同士がいとこです

⑲進化の反対語

そばを食べる

⑳人の言葉をまねるのがうまい鳥。
返しに答える

①大みそかには

ヨコのカギ

に交われば赤くなる

⑥
人も多い
き物です

②英語ではドラゴン。想像上の生

⑦「おはよう」とか「さようなら」
とか
⑧コロンブスはインドを目指して
④鶏の頭の赤い冠

③物を燃やすと残るもの

⑩カカオ豆から作る飲み物

⑤何度も練習して、ようやく

を続けました
⑭サンタクロースが乗ったそりを

をつかんだ
⑦「山！」「川！」

引きます
⑯ブーケともいいます

⑨現在よりも前です

てん）しません
⑬少年剣士たちが振る物

〈応募方法〉

泉町２丁目
西町１丁目
笹
川
泉町３丁目
北 鹿 追
仲町２丁目
下 鹿 追
栄町２丁目
緑町２丁目
上 幌 内
瓜
幕
笹
川
緑町２丁目
新町３丁目
泉町２丁目
緑町１丁目
幌
内
仲町４丁目
新町４丁目
仲町４丁目

〈当選者〉 
山
藤
田
坂
中
常
城
川
山
下
村
大
山
小
森
佐
馬
児
伊
森

藤
場
山
藤
末

本
原
中
本
村
松
石
端
本
川
上
下
田
原

花 菜
好 江
恒 雄
かつ子
貴 志
ゆきの
順 子
康 子
あやこ
瑞 稀
詩 優
君 子
安由美
千代子
義 廣
歌 子
天 音
忠 男
貴 啓
幸 子

（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

蕎麦しかおい人
５束入 1,429円
10束入 2,757円

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
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、「よせ
鍋つゆとんこつ味噌」です。多数

月の正解〉

名）
の中

のご応募お待ちしています。

〈

名
（応募総数

カフェ・マハロ、ごはんやオードブル
ご予約承ります。
（写真はイメージです）

ギフトコーナーの2,500円以上の品は宅配無料です。
ただしクール代は別途頂戴致します。
マハロ 3,500円～5,000円
ごはんや 3,780円～5,400円

十勝トテッポ工房
クリスマスケーキ
カフェ・マハロ
クリスマスケーキ

⑱太陽が沈むとやって来ます

⑪庭に掘りたがる犬もいます

⑮月曜と水曜の間

正解者

⑫デジタルカメラには装填（そう

⑯お子様ランチに立てられている

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 月

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

12

ことも
⑰狩りにも使われる鳥

184

チーズケーキ（18㎝）3,600円

Aコープにおまかせください

16
17

184

Ａコープ瓜幕店 Ａコープ東瓜幕店
67-2117 67-2331
営農部 コントラ課 清澤 和也

11

11

コハルビヨリ
ＡＢＣＤＥＦ

Ａコープ鹿追店
66-2250
〈今月の抽選者は私です〉

草原の風ギフト
12

20

でした。

年賀状・お歳暮
クリスマスケーキ
オードブル ・ ・ ・
〔396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？

