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✿仕事の内容
乳製品（主にヨーグルト）の製造と百貨店催事の
販売です。

✿仕事をはじめたきっかけ
前の職場で催事に出ていた時に、清水伸哉部長に
誘って頂きました。地元の商品を自分の手で販売し

502

たいと思ったからです。

✿仕事をしていて楽しい事

楽しくアスパラ収穫出来ました

道外に行き商品を販売して新しいお客さんやリピ
ーターの方と色々な話が出来る事です。

✿休日の過ごし方
家の猫と遊ぶ事です。

✿今後の目標
カントリーホーム風景

瘧師 あゆみさん

道内外でカントリーホーム風景の商品をたくさん
の人に知って貰えたらいいなと思います。

ポテトのギョウザ皮揚げ

材

じゃがいも（ヒカル）
………………中２個

27

鹿追小学校３年生

大葉……………………６枚
梅（種を取り細かくする）

ギョウザの皮………６枚

………………１～２個

塩……………………少々

油………………………適量

コショウ……………少々
作り方

①ジャガイモの皮をむき、千切りにして水にさらす。
②ザルに入れ、水分を切って塩・コショウを少々振る。
③ギョウザの皮に大葉1枚を敷き、その上に梅を乗せ、
千切りのジャガイモを乗せる。
④ギョウザの皮に乗せた具を丸め、水で止める。
⑤油は中火でキツネ色になるまで揚げる。

番地
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久美子 さん
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通 明
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（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
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（発行日） 平成 年６月 日
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料
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進に向けた助成事業、飼養
管理改善コンサルの強化、
経営移譲・大型投資への経
営コンサル、法人化対応相
談の強化・推進、農業後継
者・女性農業者のＪＡ経営
参画促進、未婚農業経営者・
後継者に対するパートナー

全員でＪＡ綱領朗唱

平成 年度の事業計画等
を審議する第 回通常総会
を５月 日、正組合員２７

もの」を全員で朗唱しまし
た。
木幡組合長の一年を総括
する挨拶の後、松本副町長
を始め来賓の方々から祝辞

７人（うち法人 ）中２３
６人（うち書面議決１１７
を頂き、議長選任では議場
から中鹿追地区の吹上英輝

人、委任状 人）の出席に
より当ＪＡ大会議室で開催
は美蔓地区の武者康弘さん

さんが推薦され、副議長に

総会では、那賀島専務の
が議長指名を受けて議事に

しました。
開会宣言に続き、ＪＡ綱領
入りました。
議案は平成 年度事業報

「わたしたちＪＡのめざす

康弘さん（右）
英輝さん（左）

挨拶をする木幡組合長

議長の
武者
吹上

づくり支援、職員住宅の建
設等、ハード・ソフト両面
に亘り営農支援の強化を図
ると共に、青年部・女性部・
熟年会及び広報活動も重視
し、地域社会へも貢献する
事業展開を行って参ります。
最後に、ＪＡ青年部井端
由浩部長から「ＪＡ北海道
大会決議事項の着実な実践
に関する特別決議」が提案・
決議され、 時 時過ぎに
閉会となりました。

告、平成 年度事業計画、

29

を迎える第 次農業振興計

今年度も計画期間の２年目

全８議案が提出されました。
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今年はアスパラの収

名）の参加のもと、

植 田 圃 場 に お い て、
「子

穫体験を実施しまし

当日は、曇り空でした

スパラ専用のハサミ

青年部員と一緒にア

た。６班に分かれて

が気温は 度と過ごしや

ました。

ども農業体験」を実施し

６月 日、北鹿追地区

農政営農部長

鹿追町立鹿追小学校３

すい気候となりました。

した。子ども達は青

つ収穫してもらいま

を使い、一人２本ず

げて発言していました。

太

収穫したアスパラは洗っ

短い時間でしたが、子

優

た後、まずは生で試食し、

ども達と有意義で楽しい

村

その後は鹿追牛と一緒に炭

とてもおいしい」という声

力を合わせて「鹿追町農

これからも青年部員で

と思います。
が聞かれ、何度もおかわり

と考えています。

心」を発信していきたい

業の魅力や食の安全・安

子ども達は積極的に手を挙

パラに関するクイズを出し、

最後に青年部員からアス

をする子もいました。

子ども達からは「甘くて

時間を過ごす事が出来た

アスパラも鹿追牛もとってもおいしい♪

火で焼いて試食しました。

事が出来ました。

員が一人で収穫する

かりと耳を傾け、全

年部員の説明にしっ

年生児童 名（欠席者２

一人で上手に出来るかな？

上

青年部主催「子ども農業体験」

乳房炎ワクチンの普及・推

率化・面積増反への取組み、

の粗選収穫による作業の効

強化、加工業務用キャベツ

ＩＣＴを活用したコンサル

量性の高い畑づくり対策、

対策と有機物投入による収

入、労働力支援対策、排水

セルフレジ・電子マネー導

成牧場施設建設、Ａコープ

鈴しょ貯蔵庫建設、哺育育

ＭＲセンター建設、種子馬

今年度事業では、第２Ｔ

す。

画を機軸に取組んで参りま
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こんげつ の 表紙

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】お調子者になりやすい気配。できもしないことを安請け合いしないよう、ご用心。運気アップには部屋の掃除を
【健康運】正しい姿勢を心掛ければ、体調に好影響
【幸運を呼ぶ食べ物】アユ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】周りからの受けが良く、気付けば人気者に。飲み会などに誘われたら、気軽にＯＫして大いに楽しみましょう
【健康運】好き嫌いはＮＧ。栄養バランスに配慮して
【幸運を呼ぶ食べ物】インゲン

30
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70
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第70回通常総会
JA鹿追町

14
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全8議案が承認される

網走・知床方面 での
道内研修視察 を実施

内研修視察を実施しました。

日から２泊３日の日程で道
に育ったイトウが飼育され

の淡水魚で、１メートル級

この水族館では、日本最大

地の水族館を見学しました。

に宿泊し、ゆっくり温泉に

丘あばしり湖鶴雅リゾート

その後は、網走湖の北天の

熱心に見学していました。

がありました。

る滝はとても迫力

を訪れ、間近で見

オシンコシンの滝

その後、斜里町の

鹿追町熟年会は、６月

今年は 名の会員が参加
つかり一日の疲れを癒しま

界自然遺産に登録された知
ホーツク流氷館を見学し、

昼食後、網走市にあるオ
ん粉をベースに海と畑の美

二日目は、じゃがいもで
知床五湖の高架木道を散策

心部へと移動し、昼食後は
り上がり、会員同士の親睦

会ではカラオケで大いに盛

斜里町ウトロ中

床方面をメインに研修しま
流氷の天使「クリオネ」を
を深めました。

した。
しました。全長約８００メ

間近で見たり、マイナス

した。昼食後、摩周湖に向

味しい素材を練り込んだ煎

初日はＪＡを出発し、北

出来ました。硫黄山航路を
かい、午後からようやく晴

最終日は、大空町のひが

周回する知床遊覧船には残
れ渡る青空になり、湖面に

ートル、あいにくの雨の中

念ながら欠航の為乗船出来
映る壮大な景色をカメラに

餅の「ほがじゃ」を製造す

ませんでしたが、道の駅う
収めました。その後、阿寒

度の流氷体感テラスでは、

見市留辺蕊町にある北の大

とろシリエトクに立ち寄り、
湖を経てＪＡに到着しまし

しもこと乳酪館を訪れ、チ

お土産に海の幸や特産品を

今回の研修は、あいにく

研修だった為、冷えた体を

気温も低く霧雨の中での

って、２泊３日の道内研修

両手いっぱいのお土産を買

皆充実した内容に満足し、

の雨の中での研修でしたが、

ゆっくり温泉で温めて、旅

視察を終えました。

地を感じていました。
昼食は然別湖にある「カ

次は「とかち鹿追ジオパ

理は熱々で美味しくおしゃ

く、スキレットに乗った料

フェ ムバンチ」
。景色が良
ーク」に向かい、鹿追町の

べりも弾みました。

施設を中心に見学しました。

した。今回は町内の新しい

研修を参加者 名で行いま

６月８日、女性部日帰り

いる参加者もいました。

てみよう」と意気込んで

はよく見て珍しい石を探し

度から畑で石選りをする時

るそうで、その話を聞き「今

では稀に珍しい石が産出す

説明を聞きました。鹿追町

穴」について担当職員から

ました。

大変学びの多い研修となり

も知らない事や施設もあり、

鹿追町に長年住んでいて

した。

賞し、日帰り研修を終えま

館」でたくさんの作品を鑑

その後は「福原記念美術

ふう

最初は「瓜幕バイオガス

けつ

大地の成立ちや「石」、
「風

鹿追町を学ぶ

の疲れを取りました。懇親

いました。

ある知床第一ホテルに向か

た。

でしたが、知床の大自然と

クの壮大かつ幻想的な世界
を体験しました。
続いて、明治以来網走市
と深く関わりを持っていた
網走刑務所旧建造物を保存
公開する博物館網走監獄を
見学しました。建物のうち
８棟が明治期の貴重な木造
行刑建築として、平成 年
に国の重要文化財に指定さ
れ、独居房や裏門など６棟
が登録有形文化財に登録さ
れる等、貴重な建造物を皆

あっという間の
楽しいひととき

帰りはお客さんでにぎわって
いる柳月スイートピアガーデン
で家族へのお土産を買い求めて
いました。
久々の喜楽会の集まりだった
ので会員同士、会話に花が咲き、

日帰
り 研修

沢山買い、その後宿泊先で

る、小清水町の福太郎小清

６月 日 、 喜 楽 会
日帰り研 修 を 参 加 者
名で行 い ま し た 。

バスで １ 時 間 半 か
けて広尾 町 の 大 森 ガ
ーデンへ 向 か い ま し
た。この 日 は 少 し 肌
寒い気温 で し た が 青
空が広が り 、 ガ ー デ
ンの散策日和でした。
大森ガー デ ン は 宿 根
草が有名 で 、 珍 し い
花の苗や 可 愛 ら し い
ガーデン 雑 貨 も 置 い
てありま し た 。 ガ ー デ ン を 散 策
したり、 お 茶 を し な が ら ガ ー デ
ン鑑賞を 楽 し み ま し た 。
帯広市 へ 向 か う 道 中 で は 、 大
樹町にあ る ㈲ 工 藤 公 園 に 立 ち 寄
り、野菜 や 花 の 苗 、 格 安 の 新 鮮

青空の広がる素敵なガーデン日和でした

15

28

楽しいひと時を過ごす事が出来

知床五湖の高架木道を散策

本物の１００トンの流氷が

会

な野菜や 果 物 を バ ス の ト ラ ン ク

ました。

女

ーズの製造工程を見学しま

摩周湖で思い出の1枚

く、参加者から多くの質問

スを貯留してある事が珍し

いる施設では大きな袋にガ

特にバイオガスを貯留して

ながら説明を受けました。

プラント」で施設を見学し

た。風穴は地

明を受けまし

ら、屋外で説

風穴を見なが

然別湖付近の

次に実際に

等の野菜が水耕栽培されて

ウス内では小松菜やトマト

見学させて頂きました。ハ

培を行っており、その中も

余剰熱を利用したハウス栽

また、同施設敷地内では

℃で参加者も

なんと０・９

風穴の温度は

す。この日の

る穴の名前で

地上に出て来

凍土の冷気が

下にある永久

います。水耕栽培を間近で

驚きながら風

が出ました。

見学出来る事があまりない

穴に手をかざ
し、凍れの大

ので興味津々で栽培の様子
を見て回りました。

鹿追町で見つかる石の説明に熱心に耳を傾けていました
（とかち鹿追ジオパーク）

日帰
り 研修

いっぱい に 購 入 し て い ま し た 。

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

雄大な景色を体感する事が

北海道遺産の小清水原生花園にて

水北洋工場を見学しました。

し、平成 年にユネスコ世

17 16

展示されており、オホーツ

した。

ていました。

14

熟年会

楽

14

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】趣味や楽しみを持つなど、ライフスタイルの充実に意識を向けるとうれしい変化が。図書館での情報収集も刺激大
【健康運】スポーツの腕が上達しそう。励んでみては
【幸運を呼ぶ食べ物】イチジク
蟹座 6/22～7/22
【全体運】自己アピールに向いています。やってみたいことがあるなら積極的に動くとグッド。新しいことを始めるのも吉
【健康運】冷房の効き過ぎは×。上手に体温調節を
【幸運を呼ぶ食べ物】ラッキョウ

5

性部
23

喜
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５月 日、産業研修

生・農家従業員の合同

施設研修を 名の参加

により、鹿追町・ＪＡ

の共催で開催しました。

この日は天候にも恵

まれ、汗ばむ陽気の中

でしたが、研修には絶

好の日となりました。

ＴＭＲセンターでの

飼料製造作業の見学に

始まり、コントラ施設

や野菜センター・トリ

ムセンター・鹿追町環

境保全センターやワー

キングセンター等、町

内の主な農業関連施設

と町民として利用出来

的に質問をする研修生・従業員も
多く、熱心に研修していました。
昼食後は、十勝家畜保健衛生所
による「家畜伝染病の発生予防」
と題した講演を聞き、ヨーネ病、
口蹄疫、鳥インフルエンザ等につ
いての衛生管理や感染症対策を万
全にする重要さを学び、日頃の仕
事に活かせる内容でした。
昼食後の休み時間は賑やかにお
しゃべりをしながら、研修生・従
業員同士楽しく交流を深める事が
出来ました。
道外出身の研修生・従業員が多
く、仲間作りの場としても大いに
活用出来る研修となりました。
Ａ青年部協賛）による

追町酪農振興会主催（Ｊ

鹿追店内において、鹿

日」に合わせＡコープ

６月１日の「牛乳の

数多くのお客様に測定

年齢の測定機を設置し、

ブースの横では、血管

として、試飲・試食の

ントした他、初の試み

酸菌飲料」等をプレゼ

い血管年齢が実年齢よ

牛乳・乳製品の需要拡

当日は、主要よつ葉
りも高く出る人も数多

して頂きました。普段

乳製品を特別価格で販
くおり、血管年齢を若

大キャンペーンを実施

売した他、本町の生乳

返らせる為にチーズ等

あまり意識した事がな

をメインとした「特選

が有効である事を紹介

しました。

牛乳」等の試飲や「と
ルト」の試食が行われ

ろっとなめらかヨーグ

牛乳・乳製品のＰＲを

ズの試食も行いながら、

し、カマンベールチー

実施しました。

フレッシュミズ合同焼肉

拶で締められ、交流会は終了

枝会長から豊穣の秋を願う挨
レッシュミズ 名、総勢

開催しました。今回は鹿

べつ川公園焼肉ハウスで

の会員との交流が出来、今後

事が出来ないフレッシュミズ

が、普段なかなか顔を合わす

当日はあいにくの雨でした

追町産の牛肉と他町村の

意義な一日となりました。

の青年部活動にも活かせる有

牛肉がどこの産地かをチ

種を３種類用意し、どの

勝管内と鹿追町産の交雑

牛肉の食べ比べでは十

しました。

べられ交流会がスタート

育ての感謝の気持ちが述

活動への理解、家事や子

ミズ部員へ日頃の青年部

青年部長からフレッシュ

開会の挨拶では、井端

した。

牛肉の食べ比べを行いま

名参加のもと、しかり

しました。

交流会を青年部 名・フ

閉会はフレッシュミズの國

がりました。

てたチームもあり大変盛り上

果発表では見事、全産地を当

ながら交流を深めました。結

い」と皆で楽しく焼肉をし

参加者は「どのお肉も美味し

の様に焼いていただきました。

ンを用意し、贅沢にステーキ

ました。肉の部位はサーロイ

ームに分かれて当ててもらい

を購入頂いた方に「乳

また、牛乳・乳製品

ました。

4.0

５月 日、ＪＡ青年部・

豪快にお肉を焼きました

る施設を見学しました。

本的な講習を受ける事になります。
講習修了後、農家での技術習得
に向けた実践的な実習が始まり、
３年間技能研修を行う予定になっ

名（前年より１名増）による

平成 年度は、７戸の受入農家

ています。
で
中国人技能実習が行われます。

（鹿追町 酪 農 振 興 会 主 催 ）
31

施設見学中は、積極

今年で 年目を迎え
による中国人実習生
日にＪＡと外国人

名がこの程来町し、５

月

研修生受入農家連絡会

主催による受入歓迎式

を開催しました。
式では、ＪＡ木幡組

合長、増田連絡会会長、

関係機関を代表して松

本副町長から歓迎と激

励の挨拶が述べられ、

実習生からは日本での

技能実習に向けた抱負

が述べられました。
その後、現在実習中

の第９期生・第 期生

と受入農家の方々も交

えて会食が行われまし

た。
新たな技能実習生は

中国湖北省認証の送出

し機関で３カ月間の事

前教育を受け来日し、

日本では更に日本語講

習や新得警察署鹿追駐

在所・消防署等関係機
関で本町農業の実態や
日本での生活習慣・文
化等について１カ月基

青年部・フレッシュミズ合同焼肉交流会

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

参加者全員で記念撮影をしました

20

青年部とくてくぅにも協力頂き牛乳・乳製品の
ＰＲを実施しました

13

12

10

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】面倒見の良さを発揮すれば、円滑な人間関係が築けそう。快く身近な人をフォローして。気分転換には温泉が◎
【健康運】極端な健康法は厳禁。自然な生活が一番
【幸運を呼ぶ食べ物】ウナギ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】知的好奇心がムクムク湧いてくる予感。知りたいことがあるならトコトン調べて。カルチャーセンターにもツキ
【健康運】疲労をため込まないよう、適度に休養を
【幸運を呼ぶ食べ物】モロヘイヤ

7

25

31

特選4.0牛乳の試飲をしました
たくさん食べて皆にっこり

喜代志
大原

30

30

11

る外国人技能実習制度

第11期中国人農業技能実習生10 名が来町

牛乳の日に牛乳・乳製品の
需要拡大キャンペーンを実施
青年部組織対策部長

10

23

産業研修生・農家従業員による
合同施設研修開催
中国人技能実習生受入れ

野菜センターで熱心に説明を聞く参加者

は、「旭高砂牛」（ひかり牧場）

では、十勝だけでなく、そ

じました。今回の視察研修

牛牧場等を研修視察してい

流を目的に、道内の優良肉

場の取組み・会員相互の交

て定着してい

ブランドとし

域に根付いた

しており、地

種では、「ふらの和牛」（谷

を行っていました。黒毛和

それぞれ特色のある取組み

ル雄で主に５カ所の農場で

在、黒毛和種・交雑種・ホ

ホクレン旭川支所では現

も定期的な販

や十勝管内で

が、北海道内

売しています

て都府県に販

鹿追牛」とし

は、「 と か ち

一番牧草収穫作業
（コントラ課）
コントラ課では一番牧草収穫作

名で進めています。

１０２ヘクタールの収穫を６班体

制の総勢約
今年は、春からの生育が順調で

天候にも恵まれており良質なサイ
年度の国の補助事業に

レージ確保が期待されます。
今年は

より、フォーレージハーベスター、

大型トラクター等が導入され、更

に効率良く作業が進められる様に

なりました。
安全作業・安全運転を第一に収

穫作業を進めて参りますが、収穫

期間中は大型農業機械が町内を移

動しますので、町民の皆様には大

変ご迷惑をおかけしますがご理解

とご協力をお願いします。

組合員の皆様におかれま
しては、牧草の収穫と畑作
物等の管理作業で何かとお
忙しい日々をお過ごしの事

が、平成 年５月末を以っ
て定年退職致しました。

年に

幕事業所で勤務させて頂い
ております。
瓜幕事業所も平成

新築され、地域の重要拠点
となれるよう職員一同気持
ちを新たにしたのも昨日の
事のように思い出されます。
本来であれば退職となり

員、関係機関の皆様のご支

年９ヶ月、組合員、役職

しくお願い申し上げ、節目

りましたので、今後とも宜

続き勤めさせて頂く事とな

ますが、ご配慮を頂き引き

援、ご指導を頂き定年まで

年５月

人事異動

の挨拶とさせて頂きます。
感謝とお礼を申し上げます。
昭和 年管理部経理係、
翌年４月に東瓜幕事業所勤

平成

定年退職

務となり、貯金・組勘・購
買全般に携わり、多くの事

保

ひとみ
年６月１日

 上

 上

保

ひとみ

瓜幕事業所主任

平成

を勉強させて頂きました。
また、地域の皆様にも大変
お世話になりました。
資材課を１年経験させて

日

職責を全うする事が出来、

昭和 年８月に採用頂き

牧草の収穫作業の様子

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】プレッシャーに弱くなる傾向が大。深刻になり過ぎないこと。自然豊かなスポットに出掛け、リフレッシュして
【健康運】元気に過ごすとツキが。運動を楽しんで
【幸運を呼ぶ食べ物】キュウリ

業を６月３日から開始し、約２，

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

さて、私事ではあります

と存じます。

50

定期総会・一泊研修旅行

と各ブランド名で様々な特

れぞれの地域での取組みを

ます。今年はホクレン旭川
るとの事でし

口ファーム）や「びえい和

売が出来る様

定年のご挨拶

者は過去から現在までの移り変わ
りを懐かしそうに見学したり、そ
の後、通信指令室や交通管制セン
ターを窓越しに見ながら、その役
割・業務内容の説明を受けたり、
現在も多発している各種詐欺被害
未然防止に向けて映像を見る事が
出来ました。また、見学最後には、
展示してある白バイに跨り、記念
撮影をしている方もいました。
そ の 後、
「石屋製菓白い恋人パ
ーク」で、参加者は沢山のお土産
を買い、晴天の下アイスクリーム
を美味しそうに頬張っていました。
昼食は札幌場外市場「北のグルメ」
でとり、沢山のお土産を両手いっ
ぱいに抱え帰路へと着きました。
来年の年金友の会定期総会・一
泊研修旅行も楽しんで頂けるよう
企画して参りますので、多くの方
の参加をお待ちしています。

内研修を６月５日～６日、
色を活かし販売しています。

鹿追町肉牛生産研究会道
日～ 日の日程で実施し

学ぶ事が出来、とても有意

ました。
肉牛生産研究会では、毎

支所畜産販売課において道
た。
本町の肉牛

牛」（㈱ファームズ千代）、

な取組みを検

事業において

交 雑 種 の「 も ろ み 牛 」（ 下

討しなければ

ました。

取組みについて研修を行い

央・道北管内の肉牛農場の

年飼養管理の向上や道内農

店舗で販売

特に「旭高砂牛」につい

視

29

定山渓温泉において開催

５月 日から一泊二日の日程で、
年金友の会定期総会並びに一泊研
修旅行が 名の参加により実施さ
れました。
二日間とも好天に恵まれ、初日
は、目的地迄の車中で簡単なゲー
ムを楽しみながら千歳市のＡＮＡ
クラウンプラザホテルで、ランチ
バイキングを堪能しました。午後
からはキッコーマン北海道工場へ
行き、製造工程の映像の他、製造
設備や展示品を見学し、初期・発
29

酵期・熟成期のそれぞれの「もろみ」
色と香りの変化を比べる事が出来ま
した。
予定通り夕方には定山渓温泉「定
山渓ビューホテル」に到着し、定期
総会が開催されました。総会では、
東原会長の挨拶、ＪＡ那賀島専務か
らの祝辞とＪＡ北海道信連吉原帯広
支所長からの祝電披露に続き、議長
に指名された南瓜幕支部の新田公男
さんの進行により、議案審議が行わ
れました。議案として、平成 年度
事業・決算報告、平成 年度事業計
画・予算、役員選任が承認されまし
た。
総会後、高橋政雄さん、石田春子
さんに最高齢参加者の記念品が贈ら
れました。
懇親会は佐藤雅仁さんの乾杯で始
まり、夕食を食べながら「ものまね・
マジックショー」を楽しみ、その後、
恒例のカラオケ大会で大変盛り上が
り、その余韻が残る中、
鈴木運蔵さん
による三本締めで宴は終了しました。
翌日は、普段あまり立ち寄る事が
無い「北海道警察本部庁舎」を訪れ
ました。展示コーナーでは、警察官
の制服や装備品が並べてあり、参加
30

修
義な研修視察となりました。

研

ては、旭川近郊のアークス

内

鹿追町肉牛生産研究会

北海道警察本部庁舎にある展示品

士別畜産）や「カネササカ

ホクレン旭川支所での研修の様子（第１班）

29

道

懇親会での楽しいひととき

頂き、平成 年４月より瓜

31

64

ならないと感

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
31

29

29

上保 ひとみ
30

30

19

28
イ牛」（坂井牧場）、ホル雄で

27

蠍座 10/24～11/22
【全体運】ポジティブな気持ちになり、全ての事柄に対して前向きになれるはず。やりたいことはどんどん試すのが正解
【健康運】やや不注意になりやすい。行動は丁寧に
【幸運を呼ぶ食べ物】葉ショウガ

9

30

61

61

察

JA鹿追町年金友の会
第32回

究
む
わ
き
『 究（ き わ む ）』で は 個 人（ 農
業者に限らず）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。

省力化 を図 り
家族 の負担 を軽減 したい

更に、畝が真っ直ぐにき
ずれも、材料の調達・加工・

また、設置した装置はい

補給装置を設置し、作業機

れるとトラクターのタイヤ
溶接等を全て自分一人で行

速く、真っ直ぐにトラクタ

や作業機械等で作物を傷め
い、コストの軽減に努めて

械の精度を上げ、家族の負

る心配も無くなり、とても
います。

ーが走るのでストレスが大

管理がし易くなりました。
●今後どのような農業を営

担を軽減しています。

●藤野さんにとってＩＣＴ
んでいきたいですか？

幅に軽減されました。

技術（情報通信技術）と
ＳＮＳ等を活用し、同じ
志を持った仲間と情報交換

は何ですか？
私は高額なＧＰＳガイダ

いう思いでＧＰＳガイダン
スシステムをトラクターに
を楽しみながら農業を続け

●農業に先進技術（ＧＰＳ
ンスや可変施肥システムだ

今回は『先進技術を積極
導入しました。今では整地、
また、コントローラー等

等）を導入しようと思っ
ていきたいです。

ていません。簡単なセンシ
の装置を作る事が大好きな

的に導入し、農業を営んで
けがＩＣＴ技術だとは考え
ング（センサー等を使用し
ので、購入した機械は、そ

播種、施肥、防除等、全て

て様々な情報を計測・数値
のまま使用するのでは無く、

たのはなぜですか？

化する技術）を行い、安全
自分で使い易い様にアレン

いる』笹川地区の藤野健一

の為に警報又は表示器を点
ジし、加齢と共に装備を充

の作業を自動操舵技術で行

灯させる事もＩＣＴ技術だ

し、今まで妻の他に３人労

ティングプランターを導入

また、昨年は全自動カッ

っています。

働者を雇っていましたが、

んと共に、酪農業を営んで

は父・均さん、母・茂代さ

北瓜幕の藤田さんご夫妻

を楽しく感じて貰える様な

の大切さ、育てる事の歓び

る事の大切さ、命を頂く事

大和さん「消費者に食べ

んをよく観察し、どう接し

奥さんの磨美さ

として勤務されていました。

業後、
藤田牧場に農家従業員

千葉県出身で北里大学を卒

等、色々な人から沢山の事

勉強会に積極的に参加する

たので、就農した当初は、

農について学んで来なかっ

磨美さん「学生時代は酪

従業員も豊富な従業員もい

し、新鮮な牛乳や手作りア

ついて知って貰いたいです

多くの消費者に牛や酪農に

らも酪農体験に力を入れ、

ースを設けました。これか

パーラーを見学出来るスペ

ル牛舎では、牛舎内や搾乳

「新築したフリーストー

藤田さんご夫妻でした。

す」と仲良く話してくれた

ズニーランドに行きたいで

いきたいです。また、ディ

明るく楽しい家庭を築いて

磨美さん「家族皆が健康で、

す」

外旅行に連れて行きたいで

大和さん「いつか家族を海

知って貰いたいです」

イス・バターのおいしさを

○今後の目標

ィングプランターには欠株

にしました。全自動カッテ

が安心して作業が出来る様

り、自分だけでなく、家族

た時、警報が鳴る装置を作

ベヤやベルトが突然停止し

中でも動作しているコン

更なる精度の向上です。

業事故の防止と作業機械の

に力を入れている事は、作

実していきたいです（笑）
。

人件費を抑える事が出来る
様になりました。
●先進技術を導入して良か
ったと思う事は何ですか？

今まで、作業中は真っ直
ぐ走る為に緊張しっぱなし
でストレスを感じていまし
たが、ＧＰＳガイダンスを
導入した結果、畑の傾斜や

います。昨年の飼養頭数は
体験や説明を心がけていま

天候等、どんな悪条件でも

１６２頭（うち経産牛 頭、
０６ｔの生乳を出荷しまし

たら楽しんで貰えるかを常

す。また、体験中はお客さ

た。また、観光客や修学旅

に考え、従業員と力を合わ

未経産牛 頭）で、年間９

行生を対象とした搾乳体験

せて取組み、お客さんに満
足して貰えた時は本当にや

を行う等、酪農体験にも力
を入れています。

んは玉川学園大学

を学ぶ様に心がけました。

りがいを感じます」

を卒業後、滋賀県

今は消費者と牧場体験等を

大和（旧姓風間）さんは、

立荒神山少年自然

通して交流し、情報交換出

「全従業員に作業の仕方

○大変だと感じている事

いを感じます」

の家で勤務され、

って平成 年にご

等を共通理解させる事がと
○農業を営む上で

るので、一人ひとりの経験

ても大変です。経験が浅い
心がけている事

ます」

にあった指導を心がけてい
いて

ややりがいにつ

結婚されました。

27

と知り合い、縁あ

その後、大和さん

戻り就農しました。

17

○家族の目標

と考えています。私が今特

とにかく省力化を図り、

～消費者に食と命の
大切さを伝えたい～

自作の欠株補給装置

妻一人で間に合う様になり、

さんに取組みや考え方につ
家族の負担を軽くしたいと

藤野 健一さん
笹川
92
来る事が一番楽しくやりが

あおい

パソコンでＧＰＳガイダンスの設定
をする藤野さん
新築牛舎には観光客が見学出来るスペースがあります

70

平成 年に実家に

ひろかず

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】あれもこれも……と手を広げるものの、どれも中途半端になりやすい時期。持久力を身に付ける必要がありそう
【健康運】気晴らししたいなら、軽く体を動かして
【幸運を呼ぶ食べ物】梅干し
山羊座 12/22～1/19
【全体運】いろいろと迷いが生じやすい期間です。１人で悩まず、信頼できる相手に相談を。地に足の着いた行動が大事
【健康運】暴飲暴食になりやすいかも。節制が必要
【幸運を呼ぶ食べ物】昆布

11

藤田大和さん・磨美さん・葵結ちゃん（中央）
北瓜幕

いてお話を伺いました。

マイ ドリーム

わ

く
だ
ぱ
より
ん
大切なのは 笑顔と元気

鹿追町立上幌内保育所

【出身地】

愛知県豊田市

【研修先】

南瓜幕

河原崎 孝一 牧場

【趣味・特技】

温泉と旅行。本屋さん

に行く事。地図を眺める

事。

【この１年の目標】

業について勉強をして次

ケガや病気をせず、農

応募したきっかけ】

【ピュアモルトに


のステップに繋げられる

一年にしたいです。

【今後の夢】

小さい子がもっと農業

北海道に住んでみたか

ったのと、牛に携わる仕

事がしたかった為。

【研修をしていて楽しい事】

【出身地】

な し

健志 牧場

い

長野県伊那市

川

【研修先】

笹
鈴木

応募したきっかけ】

高校の先生から勧めら

【ピュアモルトに



れた為。

【趣味・特技】

音楽をきく事・古着屋

めぐり

【この１年の目標】

酪農の仕事をしていく

上でより深く牛の事につ

いて学んでいきたいです。

【今後の夢】

研修を通して自分の夢
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魚座 2/19～3/20
【全体運】創造力が豊かになる月。クリエーティブな分野に関心を持ってみて。ギャラリーや美術館巡りをするのも幸運
【健康運】食時が不規則になりがち。体調の管理を
【幸運を呼ぶ食べ物】パプリカ

を見つけていきたいです。

職員の三田村さんは『４人という少ない人数ですが、所児たちは地域の方々やたくさんの自然にふれ、色々な
経験を通してすくすく成長しています。私も毎日、子ども達の笑顔にふれて元気をたくさんもらっています』
と話して下さいました。

【研修をしていて楽しい事】

上幌内の老人会の皆さんと交流しています。自己紹介をし
たり、みんなが作ったカエルのペープサートをプレゼント
し、カエルの合唱を歌いました。
寿クラブさんとは、６月・10月・２月に交流しています。

牛の見分けがつくよう

上幌内寿クラブとの交流

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
になってきて楽しいです。

天気の良い日には散歩に出かけています。近くの農家さんの
家にきれいで色鮮やかなチューリップ畑があるので、みんな
で可愛く写真を撮りました☆

千春さん

を身近に感じる場やきっ

福岡

牛たちの性格の違いや

５月11日に交通安全教室があり、ヤマト運輸さんが横断
歩道の渡り方等を教えてくれました。ヤマト運輸のマスコ
ットキャラクターの黒猫ちゃんと一緒に横断歩道を渡った
り、写真を撮りました♪

かけづくりをしていきた

交通安全教室

体の特徴を覚えるのが楽

天気の良い日に外に出て、みんなで給食を食べました。外で
食べる給食はとても気持ちが良くて、美味しかったです！

いです。

外で給食を食べたよ♪（りす組）

チューリップ畑

と

ピュアな女性
しいです。

鹿追町立上幌内保育所には、２歳児１人、３歳児１人、５歳児２人の計４人が通っています。
りす組には２～３歳児が、きりん組には５歳児が在籍しています。
５月は交通安全教室や春の遠足、６月は乳牛育成牧場見学や小学校との地域合同運動会がありました。また、天気
の良い日にはみんなで散歩に出かけたり、外で給食を食べたりしています。
今回は、毎日明るく、元気いっぱいの所児たちの様子を紹介致します

ひ

石倉 里々花さん

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】物事をマイナス方向に受け止めがち。悪い面ではなく、長所に意識を向けて。リラックスには、ハーブティーを
【健康運】穏やかに過ごせば、運気回復の呼び水に
【幸運を呼ぶ食べ物】カマス
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防除２

長ネギ・タマネギの防除２
コマツナ・ミズナ・ミツバの植付

今こそＪＡ！～その意義と役割～

白斑葉枯病
ボトリチスというカビにより茎葉・花茎に発生します。
下葉に長円形の白色斑点を生じ、次第に上葉に広がり
ます。白斑を生じないで枯れる場合もあります。北海道
では６月下旬頃から全生育期間中に発生します。

さび病
初めは小さい斑点ですが、だんだんと数㎜の褐色斑
点に変化します。葉の表面が黄・褐色になり、粉を振り
かけた様になります。最悪の場合、枯れてしまいます。

日本の農協はなぜ出来たか？
我が国では戦後間もない１９４８年（昭和２３年）に農業協同組合が発足
しました。
戦前には産業組合、戦中には農業会とその形を変えながら、日本の農協は

ＪＡニュース

家 庭 菜 園

どのようにして出来たのでしょうか？以下、報徳生活読本Ⅴからの引用にな
ります。

ネギの仲間に重大な被害をもたらします
ネギの葉に点々とにきびの様な斑点が付く

白斑葉枯病の防除
『ベルクート』を1,000倍または『フロンサイドＦＣ』
を1,000倍で交互に噴霧。
回数は10日毎に計３回、どちらか１種類を使用する

戦前は「地主」と「小作農」による半封建的な農地所有制度が固定化していました
さび病の防除
『アミスタ―20』を2,000倍で10日毎に計３回噴霧

☆

コマツナ・ミズナ・ミツバ

3cm

長ねぎは引き続き培土を行いましょう！
15cm

が、戦後、民主化政策の一環として、地主が所有していた多くの農地を国が強制的に
買い上げ、これを小作農に安く売り渡す「農地改革」が断行されました。小作農が自
作農になるのは画期的なことでしたが、彼らには経済的な基盤もなく、資金の蓄えも
ほとんどありませんでした。このままでは自作農が再び小作農へと転落してしまう恐

葉物野菜は先月のホウレンソウと同じ要領で播種をします

れがあり、さらに飢餓にあえぐ国民の食料供給をどう果たしていくかが国家としての

〈ハウスの場合〉
整地する前にコマツナ・ミズナ・ミツバを播種する場所
へだっぷりと（水田の様に）水を撒く。
地面が乾いたら肥料としてNS262を100g/㎡混ぜ、整地
し、右記のうね幅で直播する。

至上命題でもありました。こうした問題を解決するために農協が組織されたのです。

〈露地栽培の場合〉
露地は地下からの水分があるので整地前の水撒きは不
要。上記の肥料を混ぜ、整地、直播後にたっぷりと水を与
える。

播種方法の違い
野菜の種類によってまき方や太陽の光の量が違います。
その違いについて覚えておくと便利です。

コマツナ・ミズナ
３㎝幅のすじまき

ミツバ
すじまき

大限に発揮していきました。その結果、我が国の農業生産は飛躍的に拡大し、国民の

ミツバは根があれば何度も収穫が出来ます。し
ばらくは通常通り収穫しますが、冬時期にはミ
ツバを掘上げ「ふせこみ」という方法で長く楽
しむ事も出来ますのでぜひ、冬に向けてミツバ
栽培を開始してみませんか

食料供給に大きく貢献することになりました。

点まき

嫌光性種子 光によって発芽が抑制される種

・トウモロコシ、インゲン、タマネギ等
・握りこぶし程の円の中のへこみの中に数粒ずつまきます

・カボチャ、トマト、タマネギ、ダイズ等
・種の直径の２～３倍の深さに植える

ばらまき

☆作物によって発芽率が違ったり、移植ができない作物も
あります。特に根がまっすぐ伸びる作物は移植ができな
いので作物に合わせた播種を心がけましょう
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現在の日本農業は担い手の高齢化や
後継者不足といった問題に直面してお
り、農協も組合員の減少や生産基盤の

・コマツナやホウレンソウ、ニンジン等
・間隔を均一に種を１粒ずつまきます

・ベビーリーフ等（収穫に数か月必要な作物には不向き）
・土の上に直接ばらまくまき方

や生活物資の共同購入や生産した農産物の共同販売を行う総合農協としての機能を最

ポイント（ミツバのふせこみ）

好光性種子 発芽に光が必要な種
・レタス、キャベツ、バジル等の微細種子の多く
・土を厚く被せると発芽しないので、土を掘らず播種後、
手でパラパラ土をかける程度にする
・10日経過しても発芽しない場合はまき直した方が良い

すじまき

新たに誕生した農協は、組合員が資金を出し合ってお互いに融通し合い、生産資材

減少により組織や事業の見直しを迫ら
れていますが、組合員と地域のために
農協は現在も地道な活動を続けている
のです。
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クロスワードパズル
タテのカギ

光秀

が早

で膝の関節を診てもら

①酒を飲むための小さな器
④整形
った
⑥料理をのせます
⑦今度来た新人は仕事の
いね
⑨ラストスパートです
⑪本能寺の変を起こした
⑫乱れたものをきちんと直すこと
⑭親から子へ受け継がれます
⑯こういうことはここじゃあ日常
だよ

⑱ 虫をよけるため布団の周りにつ
ります

⑳アウトの反対語
㉑サッシと呼ばれることも
ヨコのカギ
①七夕の飾りに使う植物
②歌うことを楽しみに行きます
③シイタケ、シメジ、エリンギな
ど
④お酒が飲めません
⑤ピカッ、ゴロゴロゴロ
として地域に貢献す

⑧音を遮断したいときにはめます
⑩社会の
る
寺と呼ばれ

⑪カタツムリが似合いそうな花。
鎌倉の明月院は
ます
⑬輪島市や加賀市や金沢市はこの
県の市
⑮鎖国中にも貿易が行われた場所
⑰書類や伝票につきます

７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〉

水晶玉・バルーンジャグリングショ―

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、「カル

名）
の中

ピス濃縮」です。多数のご応募お
待ちしています。

名
（応募総数

〈６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７月
末日までにＡコープ鹿追店サービ

恐れ入りますが、今回から「いいなサービス券」は
500円での使用とさせて頂きます。ご了承下さい。

笹
川
緑町１丁目
新町３丁目
上 然 別
泉町４丁目
緑町１丁目
仲町３丁目
鹿追北５線
仲町３丁目
仲町１丁目
緑町１丁目
東町２丁目
東 瓜 幕
泉町２丁目
北 鹿 追
仲町４丁目
笹
川
新町１丁目
瓜
幕
元町４丁目

〈当選者〉 
（敬称略）
渡 辺 直 美
松 村 弘 子
鹿野内
要
西 嶋 冨美代
山 本 敬 太
長 江 信 子
大 上 弥 生
飯 沼 絃 一
若 原 真由美
安 達 美 紀
板 垣 峰 子
菅 原 春 男
佐 藤 律 子
尾 藤 佐智子
中 村 珠 梨
牧 野 裕 晃
林
芳 子
篠 原 英 樹
岡 田 琉 花
渋 谷 早知子

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

鹿追産牛肉試食即売会
お菓子射的
ヨーヨー釣り
スマートボール
くじ引き

「パフォーマー弥勒（みろく）」
133

月

⑲俳優が演じたり入り込んだり

132

～プログラム～
午後

時～

5
日㈮ 午後

7 20

16
17

10

ト ケ イ ソ ウ
スカウンターでお受取り下さい。

信用部 融資課 田村 康紀

20

でした。

※たくさん屋台があるよ！
〈今月の抽選者は私です〉

鹿追こども園『鼓隊』
鹿小ソーランチーム『鹿童』
鹿小スクールバンド
『くてくぅ』と撮影会
パフォーマー『弥勒』
大 ビ ン ゴ 大 会
５：00
５：30
６：00
６：30
７：00
８：00
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

鹿
プ
追
ー
店
コ
第
回
23
Ａ
夏まつり
〔403回〕
二重枠に入った文字を、Ａ→Ｆの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

