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第13 回組合長杯ミニバレー大会
今年も大熱戦
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✿仕事の内容
ホールではお客様からオーダーを聞いたり、料理
を運んだりしています。調理補助に入る時は盛りつ
けや仕込み等もさせてもらっています。

✿仕事をはじめたきっかけ
昔、接客と調理補助の仕事をしていた経験があっ
たので、その経験が生かせればいいなと思い、働か
せて頂くことになりました。

✿仕事をしていて楽しい事・大変な事
楽しいことはお客様の喜んでくれる姿を見た時や
笑顔で「ごちそうさま」と言ってもらえる事です。
大変なことはお店が満席になった時に冷静さを失わ
ずに作業することです。（失ってますが（笑））

✿休日の過ごし方
気になっていたお店にランチに行ったり、カフェ
や雑貨屋さん巡りをしています。１月はジュエリー
アイスを見に行きましたー

✿今後の目標
カントリーパパ

青 木

唯さん

外国のお客様に対応出来るように英会話を身につ
けたいです。あと、お客様が笑顔になれるような接
客を心掛けることです。

きのこと白滝のいり煮

材

料 （６人分）

（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２月 日

えのきたけ………１袋
しめじ……………１袋
白滝……２袋（400ｇ）
生姜………………15ｇ

油…………………大１
酒……………大２～３
しょう油……大２～３
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作り方
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シニアの部優勝 通明チーム

（後列左から）
田中貴大さん、城 千裕さん、城 知大さん

金須秀昭さん、土屋克敏さん、熊谷浩司さん

（前列左から）
正保奈美江さん、藤田磨美さん

料理サークル

番地

3月

一般の部優勝 瓜幕Ｃチーム

①白滝は下茹でをし、食べやすい長さに切る。し
めじは小房に分ける。
②生姜は天盛り分を針生姜にし、残りは千切りに
する。
③鍋に油を熱し、生姜、白滝を炒め、酒、しょう
油を加え、きのこ類も入れ、煮汁がなくなるま
で炒りつける。
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熊谷めぐみさん、佐藤純也さん
18

勝

川チーム

 北鹿追チーム
第３位
笹

一般の部

一般の部

通明Ｂ

通明Ａ

瓜幕Ｃ

瓜幕Ｂ

女性農業者地区別懇談会開催
日程で、各地区において女

実績・各課の事業ＰＲを説

内容の説明や今年度の事業

懇談会では、ＪＡの業務

性農業者を対象とした地区

明し、多方面からのご意見

１月 日から 日までの

別懇談会を開催しました。

す事を目的に４年前より実

女性の声をＪＡ事業に活か

囲気の中での懇談となりま

ら、どの地区も和やかな雰

途中、昼食をはさみなが

やご提言を頂きました。

施しており、今年は約１０

した。

この懇談会は、より一層

０名の出席を頂きました。

今後、皆さんから寄
せられたご意見を参考
にＪＡ事業を進めて参
りますので、今回の懇
談会に限らず、日頃よ
り何かありましたら職
員にお声かけ頂きたい
と存じます。
当ＪＡでは、この懇
談会の他にＪＡ事業の
理解を深めて頂き、女
性の視点からのご意見
を頂く事を目的とした
「女性の会・各種研修
会や学習会」も継続し
て開催致しますので、
多くの皆さんの参加を

シニアの部

シニアの部

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

選手宣誓をする大村和也青年部長

優

２月 日、鹿追町総合ス
ポーツセンターにおいて第

優 勝
 通 明チーム
準優勝

 通明Ａチーム

 瓜幕Ｂチーム
第３位

 瓜幕Ｃチーム
準優勝

回組合長杯ミニバレー大

会を開催しました。
一般の部 チーム・シニ
アの部（ 歳以上）６チー
ムの参加により盛大に行な
われ、大村和也青年部長の
選手宣誓で始まり、各コー
トでは今年も白熱した戦い
が繰り広げられました。
どのコートからも楽しそ
うな声が響き、冬の間の運
動不足解消にもなる１日と
なりました。
結果は以下の通りです。

して行われ、藤丸職員が直接
接客に当たりました。
Ａコープ店内イベントコー
ナーでは、かまぼこのかま栄
の揚げ物パック、モロゾフの
チョコレート、お尻に敷くこ
とで背骨や腰の負担を和らげ
る効果を持つ「バックジョイ」
等の日用品、足への負担を軽
減する「アキレス・ソルボ」
の販売や婦人紳士靴のバーゲ
ンが行われ、コインランドリ
ー内フリースペースでは化粧
品ＳＫ Ⅱの体感イベントや
無料の肌診断等に人気が集ま
りました。中でもかま栄の揚
げ物パックは大変な人気とな
り午前中で完売となりました。
藤丸との共同企画は今回で
３回目となり、日用品と雑貨
を中心として食品を加えた１
日限定企画となりましたが、
多くの方にご来場頂いて沢山
のお買上を頂き、誠に有難う
ございました。

北鹿追

幌内Ｂ

通明

通明

vs
vs

平成29年度活動例
一般塾：若者に期待することや今後の農
業の方向性についての講演（11月実施）
移動塾：くるるの杜や国会議事堂など視
察研修（７、12、２月実施）
人間塾：農業と観光とのかかわりについ
ての講演（１月実施）

21世紀の新たな農業に向かって、次世代を担う町内の農業青年（女性）たちに誇りと自
信を持った農業後継者になってもらうために「01農業塾」を開設致します。
01農業塾には「一般塾」
「移動塾」
「人間塾」のカリキュラムで構成されて、農業専門知識だけ
でなく経営者として経済人や社会的側面から農業を学ぶなど幅広く展開していくものです。
募集対象 産業後継者（農業・商業）
募集期間 平成30年４月12日㈭まで
問合せ先 ピュアモルトクラブハウス内 農業振興課産業後継者係（☎69-7122）

vs
vs

お願い致します。

平成30年度 鹿追町「01農業塾」塾生募集

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】優しい雰囲気になり、人気運が高まる予感。誰にでも親切にすることで、ますます運気アップへ。温泉にツキ
【健康運】体力を付ける好機。手軽な運動を始めて
【幸運を呼ぶ食べ物】ひじき
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】好奇心を刺激されやすい期間です。興味を引かれることがあるなら、情報収集を。無料体験はチャレンジが正解
【健康運】冷え対策を徹底すると体調が上向きそう
【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ

3

－

今後もまた企画を練り、案
内しますので宜しくお願い致
します。

ゼロイチ
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40

東急ハンズトラックマーケットが

大盛況となった東急ハンズミニショップ

26

14

【一般の部】

13

鹿追町にやってきた！

11

24

今年も白熱した戦いを繰り広げる

１月 日にＡコープ鹿追店
に於いて藤丸との共催により
東急ハンズトラックマーケッ
トをミニショップとして開催
致しました。
当日はブランド品に注目が
集まり、午前 時の開始と同
時に行列ができ大盛況となり
ました。
販売は店内イベントコーナ
ー・コインランドリー内フリ
ースペースの２カ所を会場と
30

【シニアの部】

多数の意見・提案が出される

第13回組合長杯ミニバレー大会

女性の集い 及び
自家生産物利用料理交歓会

１月 日、平成 年度女性
の集いを開催しました。今年
度の講師は、整理収納アドバ
イザーの松井香織さんをお迎
えして「今年こそすっきり
クローゼットのおかたづけ」
と題してご講演頂きました。
片付けの基本は減らす・分
ける・収めると教えて頂きま
した。服を「減らす」為には、
自分に似合う服を見つけたり、
骨格診断やパーソナルカラー
診断を受けたりすると自分に
合う服が見つかりやすいそう
で す。「 分 け る 」で は 一 番 使
う物を取りやすい場所へ、シ
ーズンオフの物はクローゼッ
トの上や下に置く等の工夫を
し ま す。「 収 め る 」で は 仕 切
りをしたり、カラー別にした
り、ラベルを貼る等、自分の
使いやすい収納をすると良い
とお話しを頂きました。その
他、松井さんは新築収納アド
バイザーの資格も持っている
ので、個人の相談も受けてい
るとの事でした。
講演後の趣味の会サークル
発表では、農畜産加工サーク
ル・茶道サークル・華道サー
クル・手芸サークル・サーク
ルピュア・花友山の幸染めサ

ーキングセンターに

ズ学習会を鹿追町ワ

になるフレッシュミ

７名で今年度３回目

２月２日、参加者

29

した。約 ㎏の生乳

るところから始めま

固形分）をカットす

（チーズの素になる

戦はチーズのカード

学で教えて貰い、実

作り方のコツ等を座

やチーズ作りの原理、

今回は生乳の成分

て行いました。

モッツァレラチーズ作りにチャレンジ

を凝乳作用のあるレ
ンネットでつるんと
した杏仁豆腐状に固

ークル・料理サークルから活
動の報告や作品紹介をして頂
きました。各サークルでは随
時、メンバーを募集していま
す。
昼食を兼ねた自家生産物利
用料理交歓会では、女性部
点、喜楽会 点、フレッシュ
ミズ３点、サークル４点、合
計 点と沢山の料理を出品頂
きました。ご協力頂きありが
とうございました。そのうち、
漬物６点、ご飯物４点、惣菜
点、お菓子 点と幅広くメ
ニューが揃い、お皿には沢山
の試食が載りました。また、
今年は１月 ～ 日にかけて
埼玉県で開催された「ニッポ
ン全国鍋グランプリ２０１８」
で７位になった「とろーり鹿
追牛好きリゾート鍋」や今年
から畜産課で取りまとめを行
う鹿追牛を使用した牛肉コロ
ッケ、そしてジョイライフよ
りエビ入り焼売、鶏ごぼう焼
き、クロワッサンの試食もあ
り、例年以上に豪華な試食に
なりました。講師の松井さん
には料理交歓会にも参加頂き、
松井さんを囲み、みんなでお
いしく料理を食べて大満足の
集いになりました。
21

温しながらゆっくりと撹拌

ドです。カードを切り、加

手作りモッツァレラチーズが

思いもしながら、念願だった

ったカードになります。カ

腐の様にしっかりとまとま

られると思っていましたが、

ーズはその日からすぐに食べ

ッシュチーズなので作ったチ

モッツァレラチーズはフレ

ードを ℃以上のお湯の中

ます。すると今度は木綿豆

完成しました。

28

し、重石をして水分を抜き

めます。これがカー

10

10

27

38

18

潰す力が必要で思った様に

手袋の扱いやカードを押し

きますが、耐熱用の大きな

で揉んで、水分を出してい

食べたのでしょうか。

皆さん、おうちではどの様に

期待を胸に持ち帰りました。

最低２日は熟成が必要なので

成形ができず、もどかしい

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】できる人と比べて、落ち込む暗示。開き直りの気持ちを大切に。気分転換には植物に触れると効果てきめんです
【健康運】食時の栄養バランスが好転のポイント
【幸運を呼ぶ食べ物】サヨリ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】積極性が増す時期。やってみたいことに、どんどんトライしてみましょう。周りのサポートにも恵まれるはず
【健康運】無理は禁物です。のんびりが健康の秘訣（ひけつ）
【幸運を呼ぶ食べ物】夏ミカン

5

40

チーズをぎゅっとするのが難しい…

30

80

講演、サークル発表、料理交歓会とたくさんの笑顔が溢れる集いでした

フレッシュミズ学習会

順子
新田
ＪＡ鹿追町女性部 副部長

松井さんの講演を聞いて、さっそくおうちのお片付けを頑張りたくなりました

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

バナナの追熟加工について学びました

今年で 回目を迎える「ニッポン全
国鍋グランプリ２０１８」
が１月 日～
日に埼玉県和光市で開催されました。

地域活性化」と「全国のすばらしい鍋
文化の発掘」を目的に開催され、全国
各地から チームが参戦し、２日間で
万人が来場されました。
鹿追町肉牛研究会は、鹿追牛のＰＲ
を目的に全農ミート―フーズの協力を
受け初参戦し、鹿追牛（Ｆ１）を使用
した「とろーり鹿追牛好きリゾート鍋」
を販売しました。
食材は鹿追町の「鹿追牛」と「純卵」
の他、米は「ななつぼし」、よつ葉の「チ
ーズ」
、
「玉ねぎ」
、
「甜菜糖」
、隠 し 味
の「ワイン」に至るまで北海道産にこ
だわりました。
鍋のボリュームやおいしそうな匂い

で立ち止まる方が多く、２日間で１、
０７０食を販売しました。
順位の決め方は、鍋を食べ終わった
カップと引き換えに投票券をもらい、
おいしいと思った鍋に投票する仕組み
で行われ、鹿追町肉牛研究会の順位は
チーム中７位の好成績でした。
今回、鍋を販売していて鹿追牛の「鹿」
の文字で「鹿肉？」と誤解を受ける場
面もあり、まだまだ鹿追牛の認知度は
低いことを痛感しながら、肉牛生産者、
役場職員、鹿追町のマスコットキャラ
クター「くてくぅ」と一緒になって２
日間、鹿追町・鹿追牛のＰＲを実施し
ました。

～１年間の集大成、確定申告に向けて～

説明会（鹿追町税対策委員

を行い、按分記帳学習会で

ルや留意点等について説明

確定申告までのスケジュー

会と合同開催、参加者 名）
、

１月 日に農業簿記記帳
25

日に按分記帳学習会（参

記帳について説明しました。

は初心者の方を中心に按分

新情報把握のため

に関する理解、最

定申告や農業簿記

すので、今後も確

で説明して参りま

簿記記帳説明会等

はその都度、農業

たな制度について

正のポイントや新

正されており、改

する制度は毎年改

申告所得税に関

しました。

別に計算し、記帳

問を受けながら個

その後、分からない点の質

加者 名）を開催しました。

47

農業簿記記帳説明会では

説明に聞き入る参加者の皆さん（農業簿記記帳説明会）

14

たくさんのお客様で大行列！

27

鍋グランプリは「鍋文化を活用した

くてくぅも大人気！

62

にも組合員皆様の

厚生病院人間ドック申込が始まります！

全国で７位になった
「とろーり鹿追牛好き

リゾート鍋」

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
29

リゾート鍋のＰＲをする鹿追町肉牛生産研究会の川合副会長

参加をお願いしま
す。

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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14

鹿追町肉牛研究会初参戦

14

しかりべつ高原野菜出荷組合 農業簿記記帳説明会 と
女性研修を実施
按分記帳説明会 を開催
16

6
7

２月 ・ 日の日程で、し
かりべつ高原野菜出荷組合女
性研修が生産者 名の参加に
より開催されました。
研修先として株式会社ファ
ーマインド札幌センターを訪
れ、フルーツ等の追熟加工の
概要を研修しました。社名の
ファーマインドとは産地と生
産者の想いを食卓に届ける意
味を込めて、Ｆａｒｍ（農場）
とＭｉｎｄ（想い）を合わせ
て名付けており、鹿追町の農
15

獅子座 7/23～8/22
【全体運】ささいなことが気になってしまう傾向あり。重箱の隅をつつくような見方はやめ、持ち前のおおらかさを発揮して
【健康運】安泰ムード。スポーツを楽しむとグッド
【幸運を呼ぶ食べ物】ニラ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】何かと迷ってしまいそう。結論を急がず、頼れる相手に相談を。中途半端になっていることを片付けると開運に
【健康運】うっかりしやすいため小さなけがに注意
【幸運を呼ぶ食べ物】ウド

14

28

産物では市場を通じてブロッ
コリーを扱っています。
ファーマインドの主な取扱
はバナナの追熟加工（日本に
陸揚げされた緑色のバナナを
出荷品質に管理する工程）で、
その取扱量は全国の１／３以
上を占めます。それ以外に消
費者が手間をかけず、気軽に
フルーツを賞味できるように、
一次加工・包装等を行ってい
ます。
生産者はカット工場での徹
底した衛生管理や物流のコー
ルドチェーンを学び、更に需
要の用途が多岐に渡り、バナ
ナを出荷する場合も市場を通
す場合と直接販売店に届ける
場合では、１日分追熟期間を
変更しなければならない等、
改めて管理の難しさを実感し
ました。
ファーマインドでは土塵か
らの汚染を考え、現状では野
菜の加工は考えていませんが、
需要の大きさから今後は野菜
の取組も視野に入れて行くと
の事でした。
参加者は、来月から始まる
営農に向けて情報交換すると
共に、定山渓温泉でリフレッ
シュする事が出来ましました。

今年度より、厚生病院人間ドックの申込は３月に変更になります。（平成30年４月～平成31年３月分まで
の１年分の取りまとめ）その他の町立病院、巡回ドックについては例年通り10月上旬に取りまとめを行いま
すのでご留意下さい。尚、取りまとめの詳細は３月の例会で配布しておりますのでそちらをご参照ください。
資料がお手元にない場合は下記連絡先までご連絡下さい。

申 込 期 日：平成30年３月15日
（木）
お問合せ先：経営課（℡）66-3923

ニッポン全国鍋グランプリ 2018

究
む
わ
き
だと考えています。

『 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。

今回は平成 年に指導農
フリーストール牛舎では、

る事が出来ました。
●酪農を通して何か伝えた
いことはありますか？
酪農は自分のやり方次第
で思い通りに出来る所が醍
醐味です。伝えたい事は、
牛の為に投資すれば、必ず
それ以上に牛は返してくれ
るという事です。

在は鹿追町酪農振興会の会
牛は草食動物なので、乳量

なくてはなりません。また、

合わせてしっかりと改良し

い癖等もわかる様になりま

格や注意しなければならな
年の１月に行われた体格審

事が出来ました。また、今

もエクセレントを獲得する

い通りにさせてくれた河原

ずに見守り、自分自身の思

ましたが、今まで何も言わ

い様にと必死に頑張ってき

牛は乳房と足が命です。で
歳で結婚し、河原

長を務められている、南瓜
を上げる為に配合飼料ばか
す。この様な事から、共進
査では、自家産のリバーラ
崎家の父に感謝しています。

改良普及センター西部支所
私は

幕の河原崎孝一さんにお話
り与えていたら、いつか必
会は牛を見る目を養う場と
ンド・ロイヤル・アドベン

すから、牛の体型も牛舎に

を伺いました。
ず牛の体調に異変が起きま
して非常に重要だと考えて
ドがエクセレントを獲得す

会長を２期４年間務め、現

●河原崎さんにとって酪農
す。その為、粗飼料を食べ
います。

崎家の婿養子になったので、

を営む上で何が大切だと
たいだけ腹いっぱい食べさ
●共進会での思い出は何か

翌年には子の「リバーラン

理に気を配っています」

防除適期に雨が重なり、思

易会社で事務の仕事をされ、

模拡大をしていきたいです。

洋介さんは「少しずつ規

○農業を行う上での心掛け

した。

舵技術を活用して、ゆとり

来る機械を導入し、自動操

立て、実践し、自分の描い

て自分の考えで営農計画を

させてあげたいですし、夫

るだけ無農薬の野菜を食べ

愛子さんは「息子に出来

ある農業を目指して行きた

た結果になった時はとても

婦で仲良く楽農を目指して

ややりがいについて

嬉しく、やりがいを感じま

いきたいです」と明るく楽

いです」

す。また、大型機械を運転

しく話してくれた富田さん

洋介さんは「経営者とし

する事が多いので、農作業

ご夫妻でした。

ＧＰＳをトラクターに導入し、今後の営農に意欲を見せる洋介さん

２代目で河原崎家を潰さな

考えていますか？
せる様に心掛けています。

く事が出来ますし、長い期
ド・ヤンドラ・チヤーチヤ」

意をしています」
以前の様に農作業が手伝え

愛子さんは「今は育児で

母智津子さんから経営を移
しょ、小麦、小豆、てん菜、
洋介さんは「天気に左右

洋介さんは、帯広農業高

った通りの防除が出来ず、

される事です。特に昨年は

校、拓殖大学北海道短期大

その後、産業研修生として

また、今年からＧＰＳをト

変です」

鹿追町で働いていた時に洋

ラクターに導入するので、

県出身で、明石西高校、京

介さんと知り合い、縁あっ

将来的には可変施肥等が出

○今後の目標

て平成 年にご結婚されま

都外国語大学を卒業後、貿

に行う草取り作業が一番大

愛子さんは「夏の暑い日

草取りが大変になりました」

12

奥様の愛子さんは、兵庫

農しました。

学を卒業後、平成 年に就

しています。

南瓜、ブロッコリーを作付

○大変だと感じている事

46
ha

スイートコーン、坊ちゃん

譲され、約

ていませんが、夫の健康管

は平成 年に父隆博さん・

下鹿追の富田さんご夫妻

間観察していると、牛の性

90

の畑に馬鈴

29

27

事故にあわない様、特に注

エクセレント（90点）を獲得した当時の写真

ありますか？

私は酪農という仕事は、

二年連続グランドチャンピオンを獲
得した時の河原崎さんと「リバーラ
ンド・ヤンドラ・シーク」

また、牛は何でも早期発
１９９７年の第 回鹿追
町家畜共進会で２年連続グ

見が大切なので、自分の目
で観察出来る頭数を超えた
ランドチャンピオンになっ

シーク」は私の人生の中で

ら酪農は限界だと考えてい

ますか？
一番思い入れの深い牛で、

た事です。その時出品した

牛を誰よりも良く見る事
当時の体格審査ではエクセ

ます。

です。牛を毎日観察してい
レント（ 点）を獲得し、

「リバーランド・ヤンドラ・

ると牛の小さな異変に気づ

●牛を見る時のコツはあり

42

乳牛改良と飼養管理が大事

（左から）洋介さん・悠斗君・愛子さん

マイ ドリーム

8
9

河原崎 孝一
南瓜幕
下鹿追

富田 洋介・愛子さん

ＧＰＳ技術でゆとりある農業と
夫婦で楽農を目指します！

天秤座 9/23～10/23
【全体運】心理的に不安定になりやすいよう。ゆっくり深呼吸をして心を静めて。また、うわさ話には関わらない方が賢明です
【健康運】軽く体を動かせば、最適な気分転換に
【幸運を呼ぶ食べ物】ワカサギ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】楽しいことに縁があります。イベントや飲み会、旅行などに誘われたら、気軽に顔を出してみて、創作活動も吉
【健康運】運動不足になりやすいかも。散歩が有効
【幸運を呼ぶ食べ物】タマネギ

24

17

業士に認定され、十勝農業

牛の為に投資すれば
牛はそれ以上に必ず返してくれる

ロングラン
妻と仲良く健康に気をつけて

身）は平成 年４月から㈱

坂本優風さん（兵庫県出
代の同期とご飯に行ったり、

ィースファームスクール時

今後の目標は「搾乳以外

お出かけをしたり、家にい

坂本さんはちょうど仕事
の事、例えば哺乳等にも挑

菅原牧場の従業員として活

を探そうとしていたところ、
戦してみたいです」と笑顔

る猫と遊んだりしています」

兵庫県の実家のリビングで
で話して下さいました。

得町レディースファームス
クールの番組を見ました。
根っからの動物好きと北海
道にいつか住んでみたいと
いう憧れもあって、即決で
北海道へ行く事を決めまし
た。
その後、新得町で１年の
研修を経て、まだまだ十勝
で酪農を続けたいと思って
いたところ、知合いが㈱菅
原牧場を紹介してくれ、働
く事になったそうです。
坂本さんに働いてみた感
想を伺いました。
「仕事は主に搾乳全般の
作業をしています。朝が早
く大変と思う時もあります
が牛がかわいいので仕事は
楽しいです。あと、牧場で
働いてから坂道を歩いたり
して脚に筋肉が付きました！」
休日の過ごし方は「レデ

笹川の大下栄一さんは平
成８年に息子の秀樹さんに
経営移譲をされ、今年で
歳になります。
栄一さんは昭和 年に本
町農業の振興に大きく貢献
された事が称えられ第１号
の上村賞を受賞されていま
す。また、平成５年から４
期 年に亘り十勝農業共済

愛媛県道後温泉「ホテル椿
館」で撮影した思い出の一
枚（写真上から：栄一さん、
妻のヒサ子さん）

組合の損害評価会会長を、
平成 年からは３期６年に
亘り熟年会会長を務められ
ました。
栄一さんに趣味、思い出、
楽しみにしている事、今後
の過ごし方についてお聞き
しました。
○趣味はどのような事をさ
れていますか？
「十勝石で彫刻作品を作
るのが好きで、 歳の頃か
ら約 年程続けていました。
誰かに喜んでもらえる様な
作品を作りたいと考えてい
た時、十勝石の机上名札が
思いつき、完成した作品を、
当時十勝農業共済組合長理
事の平林利夫さんに贈った
所、とても喜んで頂き、嬉
しかった事を今でも鮮明に
覚えています」
○思い出や楽しみにしてい
る事は何ですか？
「私の夢は妻と一緒に旅
50

偶然テレビに流れていた新

躍されています。

29

当時十勝農業共済組合長理
事の平林利夫さんに贈った
十勝石の机上名札

82

25

行に行く事だったので、結
婚 年目でハワイに行った
事は今でも大切な思い出で
す。他にもカナダやオース
トラリアも一緒に行きまし
た。妻が２年前に胃の手術
をしてからは、旅行に行く
機会は減りましたが、今は
温泉に行ったり、夏は庭の
花の手入れをしたりする事
が一番の楽しみです」
○今後はどう過ごしていき
たいですか？
「家族仲良く健康に気を
つけて笑いのある家庭を築
いていきたいです。また、
今もこうしていられるのは、
皆が元気で息子夫婦や孫が
よく頑張ってくれるおかげ
です」と優しい笑顔で話し
て下さいました。

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】注意力が散漫になり、思わぬミスを連発しがち、慣れている作業ほど慎重に確認を。運気回復には掃除が効果的
【健康運】のんびり過ごすことで、体調に好変化が
【幸運を呼ぶ食べ物】カラシナ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】コミュニケーション運が華やぐ気配。初対面の相手とも気さくに話が弾みそう。人気スポットに出掛けるのも◎
【健康運】不規則な生活を改善すれば、運気上昇へ
【幸運を呼ぶ食べ物】アサリ

11

坂本
栄一さん

62

います！
優風さん

う

一日一日大切に過ごしたい

お気に入りのダルマ彫刻と一緒に

おじいちゃん顔の大好きな牛「友蔵」と使
ヒサ子さんと一緒に手入れをされる花壇

21

20

12

㈱菅原牧場従業員
上幌内

ゆ

大下
川
笹

実家 に
ヤギ が７頭

博文
さん

祐

貴さん

（旧姓 篠原）美 咲さん
【今後について】
はる
笑顔の絶えない家庭。いつか３人で旅行に行きたいです。 （左から）祐貴さん、晴くん、美咲さん
魚座 2/19～3/20
【全体運】やりたいことを実行に移すチャンス。何事も前向きにやってみましょう。過去に駄目だったこともリベンジ可能
【健康運】食べ過ぎに注意。腹八分目の徹底を
【幸運を呼ぶ食べ物】イイダコ

後継者に一言
畑は・土づくりは・堆肥は・肥沃は・人は・
世間は大に学ぶ。情報交換は多寡あるが交流
し、健康に注意し営農に励んで下さい。

さん

嶋

康弘

上

東瓜幕

新組合員 山西

中鹿追

さん

組合員になっての抱負
まだまだ分からない事もありますが、精一杯
頑張っていきたいと思います。

さん

さん

【その時の印象】
祐貴さん…細くて白い人だなぁ
美咲さん…チャラそう

由浩

さん

後継者に一言
これから先、ＴＰＰ等、不透明な所もあり
ますが、それぞれに対応・対処できる力を身
につけて頑張って下さい。

東瓜幕

新組合員 井端
枝里子 さん

悟

きっかけは？
共通の友人からの紹介。初デートは焼肉。
美咲さんの誕生日に告白し、付き合いがスタート。

13

譲渡者 井端

【出会いのきっかけ】
いつ？
2015年の３月

【お互いの良いところ】
祐貴さん…頑固でブレない所
美咲さん…優しい所

組合員になっての抱負
両親が築いてきた事を受け継ぎ、これからも
より良い経営を目指して頑張っていきたいと思
います。

譲渡者 山西 吾郎
末子

【挙式日】 ２月３日

ヤス子 さん

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

己喜男 さん

追

後継者に一言
“ローマは１日にして成らず”日々の努力の
積み重ねが大事。地域の皆さんとも仲良く頑
張って下さい。

健一郎 さん

組合員になっての抱負
両親・祖父母が築き上げてきた基盤を大切に
し、日々の仕事に励んでいきます。

ナイスカップルさん

新組合員 蓑口

譲渡者 蓑口

鹿

新組合員 桜井

㈲桜井牧場

みえ子 さん

組合員になっての抱負
中野牧場をここまで大きな牧場にしてくれた
両親に感謝し、自分達も次に繋げていけるよう
な営農にするため努力していきたいです。

美 蔓

新 組 合 員 へ エ ー ル

さん

さん

さん

さん

後継者に一言
地域、従業員とのコミュニケーションを大
切に楽しい酪農経営を目指して下さい。

北鹿追

譲渡者 中野 繁実
友子

新組合員 中野 大樹
祐加

㈱中野牧場

組合員になっての抱負
皆様よりご指導頂き多くの事を学び、より良
く安定した経営を目指したいと思います。皆様、
よろしくお願い致します。

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】ゆったり構えることで、保留になっていた事柄にうれしい展開が訪れるはず。焦らず、堅実な行動が必要
【健康運】姿勢を正してみて。体に良い影響あり
【幸運を呼ぶ食べ物】ミツバ

12

平成26年５月、「規制改革会議農業ワーキンググループ」が『准組合員の事業利用は、
正組合員の事業利用の２分の１を越えてはならない』との意見を示し、農水省は平成33年
３月末までに准組合員の事業利用量を規制するか否かの結論を出す予定にあります。
この規制が、利用者である准組合員に留まらず、地域の農業や経済への影響があること
を認識したうえで、組合員の皆さん一人ひとりにお考え頂きたいと思います。

JA鹿追町青年部標語
「農作業安全」
「食の安全・安心」

各部門の 最優秀作品 が決定！
昨年のＪＡ通信12月号で募集したＪＡ鹿追町青年部標語の入賞作品が決定致しました。
今回も「農作業安全」「食の安全・安心」の２つのテーマで募集しました。
応募総数19作品の中から、青年部役員による厳正な審査の結果次の通り各賞が選考されました。
多数の応募ありがとうございました。

僕のお父さんは、一般企業のサラリーマンだから、ＪＡの准組合
員として出資・加入しているけど、准組合員ってどういう人を言う
のかな？ＪＡは、農業者のための組織だって聞いたよ。
生徒

「農作業安全」の部

【最優秀賞】

確認と

ゆとりがモットー

しあわせ家族

 瓜幕 宮下 淑恵 さん

「食の安全・安心」の部

定 年 者 挨 拶

渡
辺

33

善
治

た工場の施設が手狭になり、

み昭和 年より使用してい

良き新年を迎えられた事と

念願だった新整備工場を平

13

皆様方におかれましては、

謹んでお慶び申し上げます。

この時に携われた事が一番

の思い出です。

成 年に新築する事が出来

30

さて、私事ではあります

が、平成 年１月末をもち

まして定年退職致しました。

48

本来なら退職となります

めさせて頂く事となりまし

昭和 年４月に採用頂き

員、関係機関の皆様のご支

たので、今後とも宜しくお

10

が、ご配慮を頂き引続き勤

援、ご指導を頂き定年まで

願い申し上げ、節目の挨拶

44

年 ヶ月、組合員、役職

職責を全うする事が出来、

とさせて頂きます。

治

感謝とお礼を申し上げます。

顧みますと、入会した当

時は、何もわからない中、

諸先輩方に仕事を教えて頂

人事異動

31

きましたが、時には厳しく

平成 年１月 日

〈定年退職〉

30

ご指導を頂きました。

思えば厳しい指導があっ

た事で 年もの長い間整備

45

 渡 辺 善

15

平成29年８月

介

なるほどね。今も昔も、地域の生活の中心にはＪＡがあったんだ。
僕も働くようになったら、准組合員になってＪＡ事業を利用するよ。

工場で勤務出来たと思って

先生

 常 清 祐

昭和22年当時の農村は、商業施設や金融機関があまりなくて、ＪＡが利用
できないと生活しにくいという現実的な側面もあったんだよ。

45

〈依願退職〉

生徒

おります。この 年で組合

員さんが所有する車輛台数

先生

そっかぁ。もともと、地域に住む人たちのための組織でもあった
んだね。でも、ＪＡ以外にもお店があったんじゃないのかなぁ？

生徒

：：

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
が増えると共に大型化が進

昭和22年に公布された「農業協同組合法」で、組合員を『正組合員（農業
者）』と『准組合員』に分けたことが、はじまりだよ。
出資をすれば誰でも組合員になれる産業組合の流れを引き継いだことが大
きいよ。産業組合は農業者の組織だったけど、全国的には組合員の３分の１
は地域の皆さんだったんだ。

【最優秀賞】

生徒

この体

准組合員として加入すれば、地域に住んでいる僕たちもＪＡ事業
を利用できるんだね。准組合員の仕組みは、どうして生まれたの？

その作物から

先生

出来ている

 笹川 中村 美之 さん

ＪＡは、農業者が自ら利用するために出資して設立・運営している組織だ
けど、地域の皆さんも准組合員として加入して事業を利用できるんだ。ただ、
役員選挙権や議決権等のＪＡ運営に関わる権利は農業者に限定されている。

「農作業安全」の部
最優秀賞の宮下淑恵さん（中
央）に青年部より記念品が
贈呈されました。
（左 上重農政営農部長
右 大村部長）

「食の安全・安心」の部
最優秀賞の中村美之さん（中
央）に青年部より記念品が
贈呈されました。

【第1回】准組合員制度の成り立ち

ＪＡニュース

准組合員について学ぶ（全4回シリーズ）

ＪＡ北海道中央会作成
14

平成30年2月1日～10月31日

1.300％

当ＪＡ整備工場より車輌を購入される方は、

⑳豚カツの衣の一番外側

よ

タテのカギ

学生、修道

②胸びれを広げて滑空します

ば

①お内裏さま、五人ばやしといえ

ヨコのカギ

ベルン

㉑永世中立国として有名。首都は

返事
日間ある大相撲なら８日目

した
⑨大学
います
③

⑥水を多めに入れて炊いた米

④ラディッシュとも呼ばれます

⑫宇野重吉と寺尾聰、渡辺謙と杏

した

⑧ドライバーで締め付けます

⑭国民の三大
納税です

物

⑲クルミやドングリが似合う小動

⑰定規を使うときれいに引けます

は

⑮大、小、裸から連想される穀物

⑬円を描くときに使う文房具

⑩とっくりを持ってお

は教育・勤労・

ーにはこう書かれます

⑪日によって値段が変わるメニュ

に向けて受験勉強して

⑦ケーキを焼く前にオーブンを

⑤

②在校生の送辞に対する卒業生の

今夜も有難う』

⑱石原裕次郎のヒット曲『

⑯食材をいぶして作ります

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ最引下金利

３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、「泡タ
イプ セスキ激落くん」です。多

名）
の中

数のご応募お待ちしています。

名
（応募総数

〈２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３月
末日までにＡコープ鹿追店サービ

1.35％ 引き下げ

4年目以降、適用金利から
東町１丁目
泉町１丁目
東町２丁目
瓜
幕
南町２丁目
仲町２丁目
元町３丁目
笹
川
新町３丁目
元町２丁目
北 鹿 追
笹
川
新町１丁目
緑町１丁目
泉町１丁目
仲町１丁目
仲町１丁目
南町５丁目
仲町２丁目
東 瓜 幕

〈当選者〉 
三
歌
鈴
稲
中
中
富
大
藤
大
村
川
田
鈴
石
安
宮
角
西
清

坂
代
木
葉
村
村
樫
野
井
上
瀬
合
中
木
田
達
川
所
村
水

鮎 姫
利 保
芹 梨
文 子
友 也
るきや
圭二郎
空 哉
奏 多
陽 子
緑
ヒカル
稔
英美子
武 則
正 志
久美湖
悦 子
亮 汰
笑 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

最大

担当：濱澤、佐藤

℡ ６６-２１３１
℡ ６６-３４００
代
表
融資課直通

JA鹿追町

車両購入のご相談は是非
JA整備工場
(66-2635 担当：寺嶋） へ

さらに金利△0.1%

（適用金利2.00%）

1.400%
最引下金利
変動金利型

クロスワードパズル

受付
期間

16
17

＊適用金利 2.575％
当初3年間
186

*お問い合わせ・ご相談は ・・・
営農部 コントラ課 井端 健人

平成30年2月1日～3月31日
受付
期間
183

15

12

フ キ ノ ト ウ
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 ！！
〔399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？

