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南瓜幕
パパ

る

と

田中 亜琉斗くん

貴大さん

ママ

綾香さん

年 月

︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

４歳３ヵ月

︻名前の由来︼

10

日

心の広い子に育ってほしい

︻初めて話した言葉︼

まんま（ごはん）

︻好きな遊び︼

外遊び

︻好きな食べ物︼

果物

︻特技︼

側転

︻チャームポイント︼

誰とでも仲良くなれる

︻笑いのツボ︼

兄

︻成長を感じた瞬間︼

妹を守った時

︻パパママから一言︼

大きく逞しく育って下さ

い使
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大根のさっぱり和え

材

料

（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１月 日

大根……………250ｇ
（塩………小さじ1/2）
ちりめんじゃこ
…20ｇ
焼きのり…………１枚

30

作り方

26

2018

田

中

清
陽

文 さん（左から）
子 さん
伶

女性部三部合同料理講習会

①大根は皮をむき、３～４㎝長さの細切りにする。ボー
ルに入れて塩をしてもみ、少し時間をおいてしんなり
したら水気を絞る。
②ちりめんじゃこ…フライパンで炒めてカリッとさせる。
焼きのり…あぶっておく。
③〈Ａ〉を混ぜ合わせ、大根を入れて和える。のりをち
ぎりながら加えてサッと混ぜ、盛り付ける。上にちり
めんじゃこをのせる。

番地

2月

笹川

〈Ａ〉
エーコープ漬けもの酢
………大さじ1と1/2
エーコープぶどうのオイル
…………大さじ1/2
しょう油………小さじ1/2

51

さん
20

等について様々な角度から
提言され、議論が繰り広げ
られました。
特に、新たなＴＭＲセン
ターと種子馬鈴薯貯蔵施設
の建設構想では、協議時間
を費やし基本的な取組み方
法等について確認しました。
今後は、女性向け地区別懇
談会や畑作・酪農技術懇談
会等で頂いたご意見をもと
に事業計画立案に向け取り
まとめを行い、２月初めに
行われる事業計画部会で更

増えて 億４８９万円となりま
した。１戸当りの平均所得は畑
作専業では２，３５４万円（前
年比７０１万円増）酪農専業で
は４，３４１万円（前年比 万
円増）となりました。
組合員の皆様におかれまして
は鋭意営農計画書の作成に取組
んでいる事と存じますが、経営
参画しているご家族とも充分協
議頂き、実現可能な目標に向け
た営農計画により、好結果の年
となりますようご期待申し上げ
ま す。
（ 取 扱 い 金 額 は、消 費 税
を除いた額で表示しています。
）

田中 清文 さんご家族

730,489万円

92

平成 年の乳質成績
において、町内で最も
良い成績となった田中
さんご家族。経営主の
清文さんにお話を伺い
ました。
「妻が良質乳に対す
る意識が高く、手が痛
いと言いながらも、一
頭一頭きれいに乳頭を
拭いてもらっているお
陰です。今後も良質乳
の生産を維持する為に、
家族で力を合わせて頑
張って行きますので、
ご指導を宜しくお願い
致します」と話して下
さいました。

笹川

町内トップの
良質乳生産

素畜費 39,991
生産資材費 22,905

７５万円増、農業粗生産額は２
２７億９，５０９万円で過去最
高 と な り ま し た。（ ※ 昨 年 ７ 月
より肉牛センターの取引を組合
員勘定にて運用の為、各科目の
前年比に差が出ています。）
一方、農業支出については、
昨年に比べ肥料費・農薬費・農
業共済掛金・支払利息を除き、
総体的に費用が増えて昨年より
億４，２１７万円多く、支出
全体でも過去最高の１５４億９，
０２０万円の実績となり、組合
員勘定上における農業所得は、
前年と比べ 億２，６５８万円

154億9,020万円

部の作物を除き、いずれの作物
も収入が大幅に増えて昨年より
億４，２０２万円多い 億４，
８１０万円で過去最高の実績と
なりました。
畜産収入では、昨年の台風被
害により品質を落とした粗飼料
の影響から生乳生産は前半低迷
しましたが、 年産を給与した
後半は回復し、乳価も値上げと
なった等から昨年より 億４，
５４５万円多い１３６億１８７
万円の実績となりました。農業
収入全体では農産・畜産共に収
入が増え、昨年より 億６，８

費 用

農産物の生産状況は、小麦で
は「きたほなみ」
「ゆめちから」
総体で製品反収８． 俵の高収
量となり、豆類は相場が高く、
馬鈴しょは集荷反収が過去最高
となり、てん菜についても高収
量となりました。青果・そ菜で
は一部の作物が前年を下回りま
したが、総じて豊作の年となり
ました。畜産では、酪農家の営
農努力と良質粗飼料の生産対策
の成果により年間乳量が昨年に
続き２年連続 万トンを超えて
順調に推移しております。組合
員勘定から見る農産収入では一

ＪＡ役員・部課長により
例年行っている新年度事業
計画策定に向けた合同検討
会を１月 日から 日の日
程で然別湖畔温泉ホテル風
水において開催しました。
検討会では、昨年のＪＡ
財務内容・史上最高所得と
なった組合員経済の状況等
の他、十勝管内各ＪＡの財
務比較等が報告されました。
続いて平成 年度事業計
画策定に向け、各課長より
基本的考え方を発表し、各
役員からは組合員経済向上
に向けたＪＡの取組み方策

10

に基本方針を煮詰める予定

3

単位：万円

飼料費
448,036
賃料料金
237,096

73

養畜費
122,973
農業
共済掛金
41,032

21

労賃
77,225 肥料費
81,962

61

16

種苗費 42,317

31

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】人間関係に恵まれそう。特に趣味や習い事などを通じた交流から得るものが多いはず。SNSにも出会いあり
【健康運】スポーツで体調UP! 腕が上達しやすい
【幸運を呼ぶ食べ物】伊予カン
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】思う通りにならないことが多く、ストレスを感じがち。でも、笑顔と優しさを忘れなければ開運のきっかけに
【健康運】体を動かす習慣を付けると、ラッキー
【幸運を呼ぶ食べ物】ヤリイカ

農薬費
55,464
営農車輌費
88,822
水道光熱費
40,032
修理費
62,398

15

生乳
1,031,470

昨年の鹿追町農業は、春耕期
の訪れが例年より早く、植付時
期の気温も高かった事から、順
調に営農が始まりました。
５月から７月にかけては日照
時間が多く、少雨で良好な天候
で推移しましたが、９月 日に
上陸した台風 号の影響から、
収穫最盛期を迎えていた飼料用
とうもろこしが強風のため町内
作付面積の４割に当る約１００
０ に倒伏の被害が発生しまし
た。しかし、組合員の懸命な対
応により品質への影響は最小減
に留められました。

単位：万円

11

227億9,509万円

過年度農産物
123,301

収 入
乳用牛
141,341

馬鈴しょ
121,278

18

小麦 130,769
豆類・雑穀
80,792
受入賃貸料 21,877
その他畜産物 973

ha

組合員勘定の集計表から見た

18

てん菜 88,692
農業
雑収入
93,469
補助・
奨励金
143,876
受入
共済金
45,289

その他経営費 40,720
支払利息 7,916
諸負担金 19,034

14

償却前差引所得
田中清文さん

29

30

租税公課
121,097

になっています。

29

その他農産物 22,422
青果・そ菜
47,556
肉用牛 149,167
豚
34,077
鶏・卵
3,160

13

平成29年度の営農結果（組合員勘定）

平成30年度事業計画策定に向け
役員・部課長合同検討会が開催される

96

幌

１月 ～ 日にかけ『畑作技術
懇談会』を開催しました。
（写真右、
下鹿追地区）
平成 年度の生産実績や試験結
果報告、 年度の作物管理の重点
事項について懇談を行いました。

追

23

慎一さん

10
19

蔓

川

酪農技術懇談会
那賀島哲也さん

平成 年１年間分の『農業簿
記乳牛異動受付』を１月９～
日に行ないました。

真一さん

下 鹿 追

北

北 鹿 追

康さん

中 瓜 幕

増田

大上

俊行さん

30

5

哲哉さん

竹俣

広幸さん

曽我部雅宏さん

蟹座 6/22～7/22
【全体運】物事を邪推しやすく、素直になれない気配。ゆっくり息を吐き、気持ちを静めましょう。いい香りをかぐのも◎
【健康運】健康法に凝り過ぎてしまいがち。ほどほどに
【幸運を呼ぶ食べ物】豆腐

営農計画書受付

１月９～12日の日程で『免税軽油受付』
を行いました。所有するトラクターの台
数や作付面積等により、使用する免税軽
油の数量の申請を行います。

：

13

清水

農業簿記乳牛異動受付

平成 年の営農に向け、営農
計画書の受付を行っています。
（提出期限 ２月 日）
計画に基づき、１年間の営農
が行われます。

知宏さん

中 鹿 追

髙橋

上 幌 内

東 瓜 幕

克敏さん

免税軽油受付

29

12

土屋

１月 ～ 日にかけ『酪農技術
懇談会』を開催しました。
（写真左、
中鹿追地区）
ＪＡ、ＮＯＳＡＩ、普及センタ
ーを交え飼料用トウモロコシの品
種試験結果及び品種選定、バイオ
ガスプラント消化液の有効利用方
法・乳房炎ワクチンの有効性、鹿
追町及び十勝管内の疾病状況につ
いて懇談を行いました。

勇

15

美

笹

桜井健一郎さん

29

畑作技術懇談会

30

上 然 別

鹿

北 瓜 幕

樹さん

地域の皆様の協力を得て
１年間頑張ります
南 瓜 幕

渕上

広人さん

農事組合長紹介

営農技術懇談会

内

森

平成30年の営農がスタート 

平成30年度

平成30年の営農に向けて、
営農技術懇談会や各種受付
手続きが行われました

双子座 5/21～6/21
【全体運】行動力が高まる兆し、以前からやってみたかったことに挑戦を。攻めの気持ちで動けば、手応えを得られるはず
【健康運】スキンケアを丁寧に。肌も心も潤いそう
【幸運を呼ぶ食べ物】カラシナ

4

レッシュ温泉旅行を実施致

ウィングス」においてリフ

で、本年も「あかん湖鶴雅

三日目の会食は参加者

グ料理を堪能しました。

グ「天河」でのバイキン

が豊富なメインダイニン

高いけれどソースをかけな
くても美味しい」と言った

今回の内容はしかおい１

近畿地方で既に販売されて

現在、鹿追牛の取引があり、

ルビ・コロッケの試食では

昼食を兼ねた鹿追牛のカ

場合の意見を頂きました。

予定です。頂いた皆様から

も引き続き女性の会を開催

来ました。ＪＡでは次年度

細やかな意見を頂く事が出

くの方から女性ならではの

題もあり、身近な内容に多

名で開催しました。

平成 年１月１日
考査役

司

也

購買部Ａコープ課長

 丹 野 伸
瓜幕事業所長

 餌 取 健
〈採用〉
専門職員

秀

（整備業務）

購買部整備工場


 浅 野 倫

6

３泊４日間リフレッシュ温泉旅行

しました。リフレッシュ温
を代表して東原貞志さん

二日目の会食は、品数

泉旅行は冬場の健康回復と
の乾杯で始まり、お膳料

１月 日から 日の日程

一年の初めに鋭気を養って
理を頂きながら東梅孝泉

とうばいこうせん

もらう事を目的に実施して
さんによる民謡ショーを
参加者は津軽三味線の

楽しみました。

期間中は、恒例の「スロ

参加された方々は、温泉

物を楽しむ等、普段の生活

会」を実施し、歓声や笑

初日の会食では、那賀
を忘れ、心身ともにリフレ

は勿論、映画鑑賞やカラオ

島専務理事と大久保代表
ッシュする事が出来ました。

顔が溢れる等大いに盛り

監事が温泉旅行の見舞い
今後も皆様に楽しんで頂

ケを存分に楽しんだ他、ホ

に訪れ、那賀島専務理事
ける企画を行って参ります

上がり、楽しい一時とな

の乾杯で宴が始まり、松
ので、多くの方の参加をお

テル内の美術品鑑賞、買い

坂真理子さんの歌謡ショ
待ちしております。

ながら懇親を深めました。

ーやビンゴ大会を楽しみ

りました。

なりました。

いたりと大盛り上がりと

テージで歌を披露して頂

て会場内を踊ったり、ス

唄等なじみの歌に合わせ

音色に聴き入り、北海盆

任委員会とＪＡ鹿追町理

意見を頂きました。

００人ひらめき会議（鹿追

いる商品の紹介を行いまし

の意見は今後のＪＡ事業へ

第２回女性の会を開催

町役場）
、Ａ コ ー プ セ ル フ

た。畜産課では生産地であ

反映させていきますので、

今回はＡコープ店舗の話

レジ導入検討、しかおい牛

る鹿追町でも販売をしたい

次年度もより一層のご理解・

月 日、今年度第２回

カルビ・コロッケの試食を

と検討しており、試食をし

目となる女性の会を参加者

行いました。
しかおいひらめき１００
人会議では、女性の
集う場として役場の
方に説明頂き、魅力
ある町にする為のア
イデアを出席の方々
から頂きました。
Ａコープセルフレ
ジ導入検討では現在
使用しているレジの
更新時期に合わせ、
買い物客が自分で精
算を行うセルフレジ
の導入を検討してい
ます。他店舗で導入
しているセルフレジ
の様子を映像で見、

人事異動

ご協力をお願い致します。

平成

た参加者から「価格は少し

29
年度
18

事の「まちなか会議」を
時より開催

活発な意見交換が行われる

12

１月 日の
しました。

１つ目のテーマは年々

いました。

マに沿って意見交換を行

状を説明し、その後テー

績を踏まえ本町農業の現

ＪＡより平成 年の実
29

確保が難しくなっている

まちなか会議

16

鹿追町議会産業厚生常

ットボール」や「輪投げ大

頂きました。

おり、本年は 名の参加を

18

21

10

雇用対策について話し合

われ、宿泊施設の確保やシ
ルバー人材活用、農業体験
も含めた労働力確保の工夫
や雇用条件整備について等
多くの意見が出されました。
２つ目のテーマとして家
畜糞尿対策について話し合
われ、今後の有効利用と適
正処理に向けた施設整備等
について話し合われました。
何れも、更に拡大が進む
本町農業に対しての課題を

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
鹿追店舗で導入した

30

15

11

獅子座 7/23～8/22
【全体運】あれこれ迷いが生じやすい月。信頼できる人に話を聞いてもらい、一人で悩まないで。芸術鑑賞で気晴らしを
【健康運】ほぼ順調。散歩や体操などの運動につき
【幸運を呼ぶ食べ物】セリ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】神経質になる暗示。周囲の悪い面ばかり目に付きやすいので、意識を変えて。気分転換にはハーブティーが有効
【健康運】リラックスして過ごすことで上向くはず
【幸運を呼ぶ食べ物】カブ

7

テーマに活発な意見が出さ
れました。

貴重なご意見をありがとうございました

阿寒湖温泉「鶴雅」で心も体も健康な一年に

す

かも

農 を醸
『農を醸す』では鹿追町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ます。

●鹿追イチゴ苗生産組合は何をし

鹿追イチゴ苗生産組合
今回は『鹿追イチゴ苗生産組合』について組合長の加藤毅さん、
ている団体ですか

内主要産地に負けない良質な無病
苗の安定的な供給を目指し、生産
活動を展開してきました。
●他の作物には無い、必要不可欠
な作業があるそうですが？
イチゴ苗の露地栽培では畑の土

培は７戸います。露地イチゴの苗

現在、ハウス栽培が３戸、露地栽

荷しています。鹿追町の生産者は

主に愛知県、静岡県、埼玉県に出

ゴ苗が病気になってしまう為、と

業です。土壌消毒をしないとイチ

一定期間温度を上げて殺菌する作

る薬を混和してマルチをかぶせて

とは、畑の悪い土壌菌を消滅させ

壌消毒が必要です。土壌消毒作業

は春に親株を移植して、秋には品
ても重要な作業です。ハウス栽培

イチゴの実では無く、苗を作り、

種平均約 倍以上に増えた苗を出
荷します。出荷した苗はイチゴの
土壌消毒の必要はありません。

では専用の土を使用しているので

出荷先の農家はイチゴだけで生

●苦労話はありますか

生産地で実を付けて、クリスマス
シーズンに収穫しています。品種
はとちおとめ、紅ほっぺ、章姫、
ゆめのか、やよいひめの５品種あ
計を立てている農家もある為、責
す。また、イチゴの苗は土壌消毒

ります。
●鹿追イチゴ苗生産組合の成立ち
に始まりマルチかけ、苗の植え付

任も大きく、とても神経を使いま
について教えて下さい

とどれを取っても全部手作業で、

け、ランナー止め、草ぬき、収穫

イチゴ苗「女峰」の作付を開始し、

手間もかかります。しかし、手を

平成 年に生産者３戸によって
平成 年に生産者６戸によって鹿
イチゴ苗「とちおとめ」を作付し

追イチゴ苗生産組合が設立され、
感じています。

すい作物なのでとてもやりがいを

かければかけた分だけ成果が出や

の導入を図る強い意欲のもと、国

たいと考えています。

ご協力を頂きながら頑張って行き

関係機関、組合の皆様のご指導、

視察研修、各圃場視察等に取組み、

苗を供給する為に、栽培講習会、

これからも良質で無病のイチゴ

●今後の活動目標

ました。鹿追町に新しい振興作物

イチゴ苗の収穫作業風景

副組合長の渡辺智さん、会計の秋葉清次さんにお話を伺いました。

労働力の関係やイチゴ苗の病気
の心配もあり、面積を簡単に拡大
出来ない事です。その為、私たち
と一緒にイチゴ苗を生産する農家
を増やし、出荷先に安定供給する

50

10

12

毅さん
加藤

笹川
組合長
●今後の課題はありますか？

秋葉 清次さん

事です。

智さん
渡辺

北鹿追
副組合長

8
天秤座 9/23～10/23
【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楽しんで。絵を描くなど、創作的な活動にも幸運がある予感
【健康運】口コミで体質に合う食材を発見しそう
【幸運を呼ぶ食べ物】ナバナ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】ささいなことでイライラするかも。一人の時間を持ち、心を安定させて。手作りの趣味を満喫するのもお勧め
【健康運】暴飲暴食に注意。栄養バランスも大切に
【幸運を呼ぶ食べ物】フキのとう

9

南瓜幕
会計

み く

中鹿追の吹上美紅さん（芽
室町出身）は平成 年１月
に畑作農業を営んでいる夫
の翔太さんと結婚され、現

６９３ｔの生乳を出荷しま

４頭）で、昨年は年間１，

牛１７１頭、未経産牛１１

養数は２８５頭（うち経産

牛舎を新設し、昨年の総飼

牛の為にやっている事が牛

除く作業等、小さな事でも、

じます。水槽のゴミを取り

ても嬉しく、やりがいを感

ータの成績が良ければ、と

いるので、ＪＡから来るデ

分娩前

日以降はお産の為

低栄養で太らせない様にし、

整です。分娩前 ～ 日は、

信夫さん「乾乳牛の餌の調

は尽きません」

だ人為的なミスも多く課題

と思っていますが、まだま

けの事を日々やって行こう

な限り気を配り、やれるだ

な事態も発生します。可能

無いです。愕然とするよう

トラブルが全くない訳では

常に可動しているので機械

てず、諦めず」の精神を旨

積 み で す が、「 焦 ら ず、慌

後悔の繰り返しで課題も山

と思います。日々、失敗と

して行ける様に頑張りたい

うので納得できる結果を残

これから試されて行くと思

自分達の実力というのは、

績があって今に至ります。

のは先代が築いた歴史と実

す。現在の経営形態がある

く必要があると思っていま

で、その部分を改善して行

担をかけてしまっているの

えています。今は両親に負

した。
にとって良いことであれば、
のエネルギーを蓄えさせな
に仕事と向き合い、常に何

時間

宏輔さんと信夫さんにそ
必ずやった分だけ良い結果
くてはなりません。その為
が必要かを考えながら前進

す。搾乳ロボットも

れぞれお話を伺いました。
として返してくれるので、
の餌の調整がとても重要で
して行く事が自分達の使命

㈱ブラザーズファーム髙

○仕事をしていてどんな事
手を抜かない様に取組んで
あり大変です」

橋は兄の髙橋宏輔さんが

にやりがいを感じていま
います」

トを備えたフリーストール

０１６年２月に搾乳ロボッ

兄弟経営をしています。２

さんが専務取締役を務め、

代表取締役、弟の髙橋信夫

すか？
だと思っています。

宏輔さん「良質な生乳を出

す。又、 年は分娩頭数が

あるという気持ちになりま

位の時は、頑張った甲斐が

みでなりません。数値が上

の乳質データの結果が楽し

仕事をしているので、毎月

要があります。手を抜けば

あるか常にチェックする必

状態や施設内環境は良好で

した。人の目で、牛の健康

目が行き届きにくくなりま

す。飼養頭数が増えた事で

宏輔さん「牛の個体管理で

ています。又、労働力の面

を判断して行きたいと思っ

立て、自分達の進むべき道

のでそこを見据えた計画を

古い建物や搾乳機械がある

す。更新時期が迫っている

拡大を視野に入れて行きま

必要であれば今後も規模

か？

約１７０頭でしたが、出産
簡単に蹄病や乳房炎、分娩
でも大きな課題を抱えてい

は何ですか？

後の立ち上がりが母子共に
事故等、発生するリスクが

荷したいという思いで毎日

健康な時は最高の喜びがあ
る為、会社として業務形態

いつか家族５人で飛行機に

上がってしまうので、そう

育園に送る迄と

乗ってディズニーランドに
最後に、子供たちから見

迎えに行ってか
は日中の農作業

たお母さんはどんな人かお
聞きしました。
を教えてくれる」れみちゃ

春翔くん「やさしく宿題
ますか？

と嬉しそうに答えてくれま

ん「ご飯がとてもおいしい」
の方から教わっ

した。
作りです。毎年

て始めた、かご

３年前に地域

◦趣味等はあり

じます。

よりも大変に感

行きたいです。

ります」

はる と

在は長男春翔くん（８
歳 ）・長 女 れ み ち ゃ
かず

ん（ ６ 歳 ）・次 男 一
と

翔くん（１歳）の母
として家族を支えて
います。美紅さんに
農家に嫁いだ感想や
農業の魅力、趣味、
今後の家族の目標に
ついてお聞きしまし
た。
◦農家に嫁いでみて

２月に中鹿追公
民館で開催され
る作品展示会に
出品もしていま
す。また、子供

園に通うので

は次男が保育

今年の春から

構楽しいです。

ありますが結

黒になる時も

か顔とか真っ

し、泥で手と

は日焼けする

はとても自然でした。夏場

すが、夏場の暑い日の草取

農作業は苦では無いので

◦大変な事はありますか？

作ったトマトは絶品です

お義父さんとお義母さんの

甘みも全然違います。特に

でいる野菜よりも色が良く、

事ですね。スーパーに並ん

菜をもぎたてで食べられる

自分で作ったおいしい野

◦農業の魅力は何ですか？

そして、家族揃って道外

でも笑い声の絶えない家庭

です。また、夫婦でいつま

づくりを目指して行きたい

で、話し合いながら良い畑

畑では夫と作業が違うの

すか？

◦今後の家族の目標は何で

作る事です。

ションして写真フレームを

な顔写真を可愛くデコレー

たちの表情豊か

農作業を再開

りは大変ですね。また、子

旅行をした事が無いので、

を築いて行きたいです。
したいと考え

供たちを朝起こしてから保

子供たちが１歳になる迄の顔写真が月ごとに可愛く飾られています

どうですか？
私の実家が芽室町
で畑作農業を営んで
いて、普段から農作
業の手伝いをしてい

ら夜寝る迄の間

を確立させて行きたいと考

21

ならない為の作業を行いま

45

ています。

たので農業をするの

搾乳ロボットのマニュアル
操作をする宏輔さん

○二人の今後の夢は何です

24

○仕事をしていて大変な事

給餌作業中の信夫さん

信夫さん「自家授精をして

21

（後列左から）翔太さん、春翔くん、美紅さん
（前列左から）一翔くん、れみちゃん

「焦らず、慌てず、諦めず」の精神で

東瓜幕 ㈱ブラザーズファーム髙橋
～いつまでも笑いの絶えない家庭を築きたい～

29

吹上 美紅さん

21

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】興味を持っているジャンルについて情報収集を。耳寄りな話題をキャッチできる可能性大。人脈拡大にもベスト
【健康運】疲労をため込みやすいので、休息が大事
【幸運を呼ぶ食べ物】タイ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】プライベートの充実を図るのに向いています。やるべき作業を片付けたら、好きなことに打ち込んでみましょう
【健康運】生活リズムを整えると調子が上向く予感
【幸運を呼ぶ食べ物】ハクサイ

11

く

み

マイ ドリーム
手作りのかごと一緒に

中鹿追

De ar W O MAN

新 組 合 員
幌

移譲者

国島

内

浩幸さん
安子さん

美

新組合員

後継者に一言
がんばれ これから大変だけどやれるだけ
やっていってほしいと思います。

へ エ ー ル

国島

鋭児さん
克枝さん

組合員になっての抱負
親の背中を見てきたとはいえ、まだまだ勉強不足
な部分があるので、多くの事を学び吸収して、今ま
で以上にしっかりとした経営をしていきたいと思い
ます。皆様、よろしくお願い致します。

移譲者

髙田

彰二さん
清美さん

正保

敏さん
洋子さん

後継者に一言
人も牛も健康第一に、安定した経営ができる
よう努力して下さい。

13

新組合員

後継者に一言
4 4
特色ある楽農を目指し、二人で力を合わせて
頑張って下さい。

南瓜幕

移譲者

蔓

髙田

泰輔さん
麻里衣さん

組合員になっての抱負
髙田牧場の４代目として、頑張っていきます
ので、よろしくお願い致します。

上幌内

新組合員

正保

拓也さん
奈美江さん

組合員になっての抱負
皆様からご指導を頂きながら、より良い経営
を目指して頑張りたいと思います。よろしくお
願いします。

魚座 2/19～3/20
【全体運】インスピレーションがさえる時期。ふとしたひらめきを大切にして。人間関係は皆の調和を第一に考えると好転
【健康運】ストレスを感じやすい。ゆったり構えて
【幸運を呼ぶ食べ物】オレンジ

移譲者

宮下

正廣さん
弘子さん

後継者に一言
スマート農業を目指し仲間達と切磋琢磨しな
がら数字に強い計算の出来る経営者に成っても
らいたい。

新組合員

宮下

純一さん
晴美さん

組合員になっての抱負
より多くの事を勉強し、実践、反省、改善を
繰り返し、常に向上心を持ちながら鹿追トップ
クラスの経営者を目指します

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】いつも以上に魅力が輝く月。積極的に自己アピールしていくと好結果に。新しいことへのチャレンジも大賛成！
【健康運】血行を促進させることで、より健康体に
【幸運を呼ぶ食べ物】セロリ

12

いまからでも遅くない！～禁煙の効果～
日本において肺がんで亡くなる人の人数はなんと１位！！！
禁煙の効果と禁煙のコツをご紹介します。

しかし、禁煙するのに遅すぎる事はありません！今回は

ＪＡニュース

健康推進企画
准組合員制度って何？
農協法でＪＡは農業者の組織であることが定められており、こうした農業者である組
合員を“正組合員”としています。正組合員の資格要件はそれぞれのＪＡで定款によっ
て定められていますが、議決権などのＪＡ運営に係わる権利は農業者に限定されていま

適量飲酒

す。
（共益権）
一方、ＪＡでは農業者でなくても組合員になることができます。例えば、地域に住み、
ＪＡの事業を利用することを望む場合（ローンや貯金、燃料、Ａコープ店舗の利用等）、
出資をすれば組合員になることができ、こうした組合員を“准組合員”としています。
また、一定限度迄は組合員でない方でも“員外利用”として各種ＪＡ事業を利用するこ
とができます。

ＪＡはＡコープやスタンド、金融・共済など地域の暮らし
を支えているのに、今、何が問題となっているの？

准組合員制度の課題（1）

万人

世代交代が進み、正組合員が減少する一

1,000

方、准組合員が増加しています。全国的に
は平成21年度に初めて正組合員数と准組合
員数が逆転しました。今後も、正組合員数

正組合員

全国の組合員数推移

800

807
253

861
307

准組合員

943

949

958

969

983

998

1,014

911

454

467

480

497

517

536

558

386

489

483

478

472

467

461

456

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

600

554

554

525

1985

1990

2000

上記の図の様に禁煙はすべての人々に大きくかつ迅速な健康改善をもたらします。
禁煙による健康改善は若年であるほど効果がありますが、何歳であっても遅すぎることはありません。30歳までに禁煙
すれば、元々喫煙しなかった人と同様の余命が期待できたり、50歳で禁煙しても６年余命が長くなる事がわかっています。
また、禁煙は病気の有無を問わず、健康改善効果が期待できるので病気になってしまった方が禁煙することも大切です。
つまり病気の予防だけでなく、重症化も予防することができます。

の減少と准組合員数の増加が続くと想定さ

400

れています。

200

禁煙の準備 ～7日前から行う禁煙のコツ～

過半数を占めるという状況が一部問題視されていること。また、協同組合の組合員でありながら准組合員

禁煙をスムーズに始めるための禁煙開始7日前から始めるコツがあります。自己流に少しプラスすることで役立ちます
１．禁煙日を設定
まずは禁煙を開始する日を決めます。何かの記念日や１のつく日など覚えやすい日がよいでしょう。自分がなぜ禁煙し
たいのか理由を明確化し書き出すことで、辛くなったときでも、初心に戻って禁煙について考え直すことが出来ます。
２．吸いたい気持ちの対処法
禁煙開始後２～３日をピークに禁煙の離脱症状が表れます。その後個人差はありますが、『たばこが吸いたい！という
欲求・眠気・イライラして落ち着かない・頭痛・からだがだるい』といった症状は緩やかに10～14日ごろまで続きます。
しかし、たばこを吸いたい気持ちは１日中ずっと続くわけではありません。長く続いても３～５分です。その時にたばこ
を吸うこと以外で可能な３～５分の行動を事前に考えておいたり、タバコの代わりになるものを探すことで、急な喫煙欲
求にも対処が可能となります。
対処例…朝起きてすぐ→顔を洗う
食後→歯磨きをする
アルコールとともに→冷水を置いておく

問題となっているのは“農業者の組織”

合員総数、左下の円グラフは昨年末のＪＡ鹿追町の組合員総数（法人含む）です。私達のＪＡでも准組合
員比率が大きく上回っているのが分かります。

ＪＡ鹿追町組合員数

15

准組合員制度の課題（2）
明治時代からの産業組合においては組合員の資格を農業者に限
定せず、当該地域の住民を対象としてきていて、この流れを汲む

正組合員数
277

農協は営農関連の事業だけでなく、信用や共済、生活購買事業と
いった暮らしに関わる多くの事業も営んでいます。当時の農村地
域において、農業者だけでなく一般の地域住民に対しても非常に
重要な役割を果たしていたため、こうした方々に事業の利用を開

准組合員数
1,029

４．薬を選ぶ
禁煙をラクに確実にしてくれる強力なサポーターが「禁煙補助薬」です。薬局や薬店で購入できるニコチンガムやニコ
チンパッチ、禁煙外来で処方されるバレニクリンなど、ご自分で禁煙するよりもずっとラクに禁煙が可能となります。
出典：厚生労働省ホームページ https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/
厚生労働省ホームページ e-ヘルスネットをもとに作成

年度

にＪＡの運営に直接参加する権限が与えられていないと批判があることです。右上の棒グラフは全国の組

車内→大声で歌う

３．いつもと違う「ん？」という感覚を身につける
「無意識のうちにたばこを吸ってしまう」
「いつの間にかまた火をつけていた」というようなことは喫煙者の方であれ
ばよく経験することでしょう。禁煙前に一度、意識的にタバコを吸う練習をしましょう。いつもと違う銘柄のたばこを吸
ったり、たばこを持つ手を変えてみたりして「たばこを吸っている」という意識を持って吸ってみましょう。

0

でありながら、
“農業者でない組合員”が

く仕組みとして准組合制度が設けられた経過があります。
平成28年４月に施行された改正農協法では、准組合員の事業利
用規制については先送りされたものの、平成33年３月迄に利用実
態を調査し、再び議論が始まることとなっています。
次号より４回にわたり、准組合員について特集します。

2017年12月末現在
14

平成

30
年度

はなとも

花友山の幸染めサークル

趣味の会 会員募集

会長

宮下

弘子

11月下旬から２月までの活動で、ポーセラーツ
やアクセサリー作り等、世界に一つの作品作りを
し、帰りには仲良くランチをしています。失敗も
ありますがそれも経験の一つ。ぜひ皆さんもやっ
てみませんか

農畜産加工
サークル

【問合せ先】
農政企画：66-3923
17

中野

和子

いつも仲良く色々と美味しい物を作っています。

華道サークル

会長

髙橋美智子

手芸サークル

会長

田中みよ子

雪に覆れたこの時期、今日はどんなお花を生け

私達手芸サークルは、会員12名で月２回、第１

定番の物から各家庭での工夫を取り入れたりして

るのだろうという楽しみ。悩んでいると先生がア

月曜日と第３月曜日に午後１時から４時までパッ

います。

ドバイスをくれます。そして我が家に持ち帰る喜

チワークなど古着を使った作品を頭の体操と手先

び。会員を募集中です。

の運動と思い楽しく笑って集まっている会です。

月１回の例会と加工品作りをしています。

サークル「ピュア」

会は
の
趣味 クルが
性
女
ー
農村 つのサ います。
７
て
現在 活動し ちして
く
待
楽し 会をお 気軽に
ご入 のでお い
す
さ
いま 合せ下
お問

会長

会長

上嶋

陽子

10月〜３月、月１回活動しています。今年度は

料理サークル

会長

松田

祥子

家事や基本的な事が覚えられ、本当においしい

茶道サークル

会長

森内美喜子

お手前中は自然に背筋が伸び、精神的に心の中

16名で『レジン』
『ローストビーフ』
『アクセサリ

食事が出来ると感じています。私達のサークルは、

が無になる時が好きです。おけいこのくり返しで

ー』
『ヒンメリ』
『ポリパン』を作ります。次年度

とても楽しく活動しています。

実感できる、茶道の楽しさを見つけています。

の会員大募集です。

入会待ってますよー。

新規会員募集中です。

16

クロスワードパズル
タテのカギ
②友人の結婚をみんなで
した

⑥魚の下ごしらえの際に取ること
も
⑧将棋に似た西洋のゲーム
⑨五輪で１位の選手がもらうメダ
ルの色
⑩温めた豆乳から引き上げます
⑪アルバイトの面接を受ける際、
書いて持っていくことも
⑮ドストエフスキーの著書「
と罰」
⑯寒い日にはポッと赤くなる人も

五輪は平昌で

が ％だっ

⑱ボルトと組み合わせて使います
⑳セーフの対義語
㉑模試では合格の
た
ヨコのカギ
①２０１８年の
行われます
②力士が踏むもの
③ツルのものは長く、カモのもの
は平たい
④尺八やフルートはこの仲間

が飛躍している

⑤医師に処方してもらうものの一
つ
⑦ずいぶんと
なあ

を調べ

が寒波に覆われた

⑩銀世界を眺めて楽しむこと
⑫日本

⑬スマホで明日の天気
た

⑭漢字で書くと最中。あんの入っ
た和菓子です

〈応募方法〉

２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、

学習机・家具等もＡコープ取扱店でご利用頂けます。

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、「バブ

名）
の中

温もり和果」です。多数のご応募
お待ちしています。

名
（応募総数

〈１月の正解〉

正解者

れましたので、お手数ですが２月

から抽選により次の方々が当選さ
⑲鬼の頭に生えています

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
めます

⑳バレンタインの本命チョコに込

⑰桃太郎の場合は犬・猿・キジ

Ａコープ
東瓜幕店
66-2250

67-2131

67-2331

なお、期日までにお引取りにな

スイートデコレーションしらかば店
（帯広市西21条南３丁目）
電話 0155-38-5111
緑町２丁目
東町２丁目
緑町１丁目
上 然 別
泉町３丁目
瓜
幕
北町１丁目
新町１丁目
仲町４丁目
北 鹿 追
上 然 別
新町２丁目
緑町２丁目
鹿追北５線
緑町２丁目
南町２丁目
南町１丁目
東町２丁目
栄町２丁目
笹
川

〈当選者〉 
大
木
山
松
松
名
上
鷲
吉
河
中
渡
樋
飯
郡
中
田
富
横
中

上
村
木
村
岡
野
重
山
田
邊
川
辺
口
沼
谷
村
中
田
山
谷

公 子
雅 夫
守 正
美 果
未 久
孝 次
邦 夫
節 男
清 子
盛 幸
花 子
ゆかり
幸 子
紘 一
陸
かよ子
巌
博
幸 子
勇 人

（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

インテリアショップ ヤマシタ
（帯広市西２条南15丁目）
電話 0155-22-2111
168

18
19

13

Ａコープ
瓜幕店
営農部 コントラ課 樋口 優一

国内各メーカー商品のお見積り、修理等お気軽にご相談ください。
167

でした。
フ ク ブ ク ロ

Ａコープ
鹿追店
〈今月の抽選者は私です〉

場所 Ａコープ鹿追店内

コスモスベリーズ道東本店
（帯広市大通南24丁目）
電話0155-24-2544
20

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

日程 2/15㈭・16㈮・17㈯
80

入学・進学・就職おめでとう
新生活応援フェア
〔398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？

