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【会社紹介】
昭和28年に馬具店として開業しました。その後、時
代の変化に応じて履物、スポーツ用品、かばん等の取
扱商品を増やし、平成元年に有限会社となってからは
たばこや携帯電話も取り扱いを開始し、現在は学生服
やレンタルスケートの他、花火の打ち上げ、北海道新
聞や日本農業新聞等の販売店として営業しています。
従業員は私と妻とパートの３名です。また、新聞の配
達員は９名雇用しています。
【こだわり】
お客様には誠意をもって一生懸命正直に対応するを
モットーに従業員一丸となって取り組んでいます。お
客様のニーズに色々応える為、オリジナルプリント入
りのウエアを制作したり、昨年は小規模の打上花火を
個別に上げたり、お店に置いていない品物でも取り寄
せしたりと、きめ細やかな対応をしております。これ
からもお客様に喜んでもらえる様なお店を目指して参
ります。
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良質粗飼料確保に向け
最盛期を迎えた一番草収穫作業

【鹿追町農業へエールを】
農家の皆様には日頃よりご利用頂き誠にありがとう
ございます。農家の皆様の地道な努力が実を結び、今
日の鹿追町の経済発展があるかと思います。これから
も皆様の益々のご発展を心よりご祈念申し上げます。

有限会社
代表取締役

おかもと

岡本

康弘さん

鹿追町新町３丁目８ー１ ☎（0156）66-2543

【読者へのメッセージ】
日頃より町民の皆様には大変お世話になりありがと
うございます。これからも地域に密着したサービスに
取り組み、出来るだけ長くお店を継続して参りますの
で宜しくお願い致します。

切り干し大根の佃煮

材
（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） 令和３年６月 日
－
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下鹿追

五十嵐

喜美子さん

エーコープ

五倍酢

内容量：360㎖
商品の特長
国産米を原料に醸造した穀物酢です。独特の方法で５
倍に濃縮したエーコープオリジナル商品です。水気の多
い料理には、このまま使えてとても便利です。減塩梅干
漬け、減塩漬物などに最適です。５倍（五倍酢１：水４
の割合）に薄めれば、普通のお酢として使えます。

（煮汁）
三温糖………………150ｇ
こい口しょうゆ…大さじ２
うす口しょうゆ…大さじ２
エーコープ五倍酢……20㎖
かつおぶし……………10ｇ
いり白ごま………大さじ１

作り方

①切り干し大根は、水に15分位うるかし、かたく
絞り、食べやすい長さに切る。ひじきは水にひ
たして戻し、水気をきる。
②なべに煮汁の調味料を入れて、煮汁が少なくな
るまで煮詰める。
③火を止め、かつをぶしを入れて、残りの水分を
吸わせ、最後にいり白ごまを入れる。

番地

7月

－

料

切り干し大根……50ｇ
ひじき……………５ｇ
ちりめんじゃこ…50ｇ
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牛乳 は 酪農家 の 愛情 と 牛 からの 贈 りもの
６月の「牛乳月間」に因み

Ａコープ鹿追各店にて、日頃

の牛乳のご愛飲に感謝を込め

てと題し、町内の酪農家によ

るメッセージボードを掲載し

て牛乳・乳製品の需要拡大Ｐ

30

Ｒ運動を実施しました。

16

６月１日～ 日迄の期間で

15

ＰＲを行い、第１回目を６月

日でボードを入れ替え多

１日～ 日、第２回目を 日

～

くの酪農家からのメッセージ

を掲示しました。

ＰＲに参加した酪農家は「あ

りがとう」等の感謝の言葉や

「牛乳いっぱい飲んで下さい！」

等の需要をお願いするメッセ

ージ等、新型コロナウイルス

感染拡大による生乳需給の落

ち込みから、例年実施してい

る店頭でのＰＲから今年は思

考を変えて牛乳の需要拡大の

協力をお客様にお願いしまし

た。

メッセージボードを見たＡ

川
敏成さん

30

上然別
秀之さん

武者

笹
濱口

コ ー プ 来 店 者 は、「 生 産 者 の

北鹿追
㈱中野牧場

鹿 追
㈲桜井牧場

顔が見える」、「生産者の思い

南瓜幕
㈱正保牧場

北鹿追
㈱M-Queen's

が伝わる」と好評で数多くの

北瓜幕
㈱ファームシロ

幌 内
㈱國枝牧場

牛乳や乳製品を手に取ってい

南瓜幕
河原崎 孝一さん

ました。

ＰＲに協力して頂いた皆さん（※氏名は協力頂いた酪農家名）

美
渡辺

蔓
誠さん
Ａコープ東瓜幕店

Ａコープ瓜幕店

ＪＡ木幡組合長

東瓜幕
㈱ブラザーズファーム髙橋

5

南瓜幕
名波 健太さん

上幌内
若原 政雄さん

笹
菊池

川
洋一さん

蟹座 6/22～7/22
【全体運】勢いがあり大きな進展が期待できます。温めてきたプランを実行に移しましょう。新しいものにもツキあり
【健康運】食べ過ぎに気を付けて。腹も身の内です
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴーヤー

美 蔓
㈲デーリィファーム武者

町内の酪農家による
感謝の気持ちを込めたメッセージボード

Ａコープ鹿追店
双子座 5/21～6/21
【全体運】いつもより「楽しむ」時間を優先させて。ゆったり楽しい時間を過ごせば良い考えが浮かびそう。買い物にツキ
【健康運】友人と一緒にできるスポーツにツキ
【幸運を呼ぶ食べ物】ジュンサイ

4

農農 をを
未来


ピンチはチャンス。
 きっと乗り越えていける

へへ

40

の澄江さんと共に馬鈴しょ、
の畑

小麦、てん菜、小豆、大豆、
そばを作付し、約
作経営をされている佐藤重
則さんにお話を伺いました。
◯農業をする上で心掛けて
いる事は何ですか？
作物の品質と収量を向上
させていく為には土作りが
非常に重要だと考え、過去
から町内の酪農家と連携し、
小麦の収穫後に出た麦わら
と酪農家の堆肥を交換し畑
に散布しています。また、
気象状況にもよりますが植
付作業はなるべく畑の状態

内容がかなり難しく、青年
部では度重なる学習会を開
催し理解を深めました。
また、ＪＡ青婦部、ピュ
アモルトクラブや商工青年
部等との交流事業を行い横
の繋がりを深め、ＰＲを行
いました。その他、青年部
による廃プラスチック回収
や食育活動の一環としてこ
の頃から子ども農業体験に
力を入れ、沢山の子ども達
に食と農業の大切さを伝え
ました。
○今後の青年部活動に期待
することは何で
すか？
昔から続いてい
る大切な活動や今
の時代だからこそ
必要な活動等、温
故知新の精神を忘
れずに若者の柔軟
な発想力と発信力
で色々な活動に取
り組んで欲しいで
す。
○青年部員にメッ
セージをお願い
します！
昨今の農業情勢

は混とんとしていますが、
食は切っても切れない縁で
す。その中で食の第一人者
である事に誇りと責任を持
って様々な事にチャレンジ
して欲しいです。多くの場
面でピンチをチャンスにと
聞く場面がありますが、今
がそのピンチの場面だと思
います。皆さんの頑張りに
期待しています。
※品目横断的経営所得安定対策
平成 年から実施された新しい農
業支援対策で、これまで品目ごとに
一律に給付されていた交付金をやめ、
経営面積など一定の要件を満たす農
家に対して経営安定の為に交付金を
給付するというもの

農業は自然相手の一年に

ますか？

報通信技術（ＩＣＴ）
を活用

現在はロボット技術や情

ッセージをお願いします。

安心な農産物を生産して参

んに喜んで頂ける様な安全・

これからも消費者の皆さ

願いします。

性の高い農業経営を目指し

一回の大勝負です。上手く

したスマート農業が実践さ

りますので沢山食べて下さ

れが農業の魅力だと思いま

いく時もあればそうでない

れ、農作業が非常に楽にな

い。また、消費者の皆さん

て頑張って欲しいです。

時もあり、辛抱強く働く事

ったと思います。今後の鹿

の声もＪＡ等を通じて私た

す。

が大切だと感じます。そし

追町農業を担う皆さんには、

ち生産者に寄せて頂ければ

います。

て、日々の努力が報われて

先進技術を駆使しながら色々

嬉しく思います。

◯消費者にメッセージをお

豊作だった時は本当に嬉し

な事に挑戦して、より収益

◯次代を担う農業青年にメ

くやりがいを感じます。そ

○農業の魅力は何だと思い

19

当時の三田村さん

今回は平成 年に第 代
青年部長をされた下鹿追の
三田村和弘さんに当時の青
年部活動の思い出、今後の
青年部活動に期待する事等
をお聞きしました。
18

○青年部活動ではどのよう
な事に取り組まれました
か？
平成 年を一言で振り返
りますと凶作の年でした。
前半期の降雨・曇天・低温・
日照不足が長期間に及び、
畑作では小麦、馬鈴しょ、
てん菜等の基幹作物が近年
にない低生産量となりまし
た。また、酪農では全国的
な飲用牛乳の消費低迷を背
景に乳製品工場の生乳処理
能力が追いつかず、北海道
では約１，０００ｔの生乳
を廃棄する等厳しい状況で
した。
このような状況の中、平
※
成 年から導入された品目
横断的経営所得安定対策の
18

今回は北鹿追地区で奥様

19

の良い時に行う様心掛けて

子ども達とキャベツの収穫体験を行いました。
（平成18年８月撮影）
防除作業中の重則さん

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】びっくりするほど忙しくなる可能性が。自分のことを優先し過ぎるのは危険。人のための行動で救われます
【健康運】オーバーワークに注意。休養も忘れずに
【幸運を呼ぶ食べ物】サヤインゲン
乙女座 8/23～9/22
【全体運】運勢はまずまずですが心の内は穏やかではなさそう。愚痴は控えめに、うわさ話には加わらないように。状況が好転
【健康運】足の爪のケアを念入りに。ゆっくり歩いて
【幸運を呼ぶ食べ物】オクラ

7

重則さん
佐藤

60
ha

（第40代青年部長）

先進技術を駆使してより収益性の
高い農業経営を目指して欲しい

下鹿追

三田村 和弘さん

このコーナーでは令和元年に女性部、令和３年に青
年部が設立70周年という節目を迎えた事から過去から
の活動を振り返りこれからも鹿追町農業が発展してい
く事を祈念し、歴代青年部・女性部長の感想を交えなが
ら、写真等でわかりやすく紹介していくコーナーです。

北鹿追

軌跡

代表者変更のお知らせ

将来は農家かパティシエに
なるのが夢です！
代表取締役に就任しての抱負

ここまで築き、繋げてくれた

先人や先代達に感謝し、自分も

ける様、足腰の強い経営を目指

します。

春翔くん

吹上
中鹿追

今回は中鹿追地区で畑作
農業を営んでいる吹上翔太
さん、美紅さんの長男の春
翔君（ 歳）にお話を伺い、

います。

が特に好きでよく勉強して

また、分数のかけ算（算数）

トレッチ等をしています。

でタブレットを見ながらス

の影響で活動が出来ず、家

新型コロナウイルス感染症

団に所属しています。今は

サッカーが大好きで少年

な事は何ですか？

○今頑張っている事や好き

聞きしました。

さんへのメッセージ等をお

将来の夢やお父さんとお母

今頑張っている事や思い出、

12

○心に残る思い出は何で
年の冬に家族全

すか？
平成
員でハワイに旅行してビ
ーチ等で遊んだ事です。
○将来の夢は何ですか？
将来は農家かパティシ
エになりたいです。
農家になりたい理由は
家族でいつも一緒に過ご
せるからです。昨年はキ
ャベツや長いもの収穫を
手伝いお小遣いをもらっ
てとても嬉しかったです。

（ 左 か ら ）れ み ち ゃ ん（ 長 女 ）、
一翔くん（次男）、春翔くん

○お父さんとお母さんはど
お父さんは朝早くから夜

んな人ですか？

たい理由は甘いものが大好
遅くまで働いて頑張り屋さ

また、パティシエになり
きで自分で作りたいと思っ
んです。また、雨の日は子

う！

つも支えてくれてありがと

僕たち三人の為に働いてい

ます。

援メッセージをお願いし

○お父さんとお母さんに応

笑わせてくれます。

優しくて面白い事を言って

いです。お母さんはいつも

をしてくれる等とても優し

ども園や小学校に送り迎え

たからです。

畑の草取りをする美紅さん

30

8
9

はる と

広光さん
太田

天秤座 9/23～10/23
【全体運】注目度がアップし、いろいろなところに引っ張り出されそう。責任感を発揮して。大きな飛躍が望めます
【健康運】活動的に過ごせる好調期。体力づくりにツキ
【幸運を呼ぶ食べ物】スモモ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】苦労が報われます。やるべきこともはっきり見えてくるはず。つらい決断でも迷わず前進を。自分を褒めてあげて
【健康運】無理は禁物。ハーブティーでリラックス
【幸運を呼ぶ食べ物】トウガン

このコーナーでは組合員の子ども達を紹介し、今頑
張っている事や心に残る思い出、将来の夢、農業を営
むお父さんとお母さんへのメッセージ等を写真を交え
て紹介し、農業を頑張るお父さん・お母さん方にエー
ルを送るコーナーです。
新代表取締役

L
L
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下鹿追
㈲ 太 田 農 場

また次世代にきちんと繋げてい

スプレヤーを洗浄する翔太さん

ＪＡニュース

農協改革をめぐる情勢について（PartⅢ）
2016年４月施行の改正農協法は、施行後５年をめどに改革の実施状況などを勘案し
農協制度について検討し必要な措置を講じる事を定め、また、准組合員の事業利用規
制の在り方も同様に検討し結果を出す事とし、５年後となる今年４月が節目となりそ
の枠組みが固まり６月18日閣議決定されました。

≪自己改革実践サイクルの仕組みを構築≫
「自己改革実践サイクル」とは、各ＪＡが①「農業所得向上につながる目標など自

JAバンク提携ATMご利用手数料の改定のお知らせ
日頃より当ＪＡをご利用頂き、誠にありがとうございます。
さて、令和３年10月１日より、提携ＡＴＭ各社（ゆうちょ銀行、セブ
ン銀行、ローソン銀行、イーネット）のＡＴＭ利用に係る手数料を改定し
ますので、下記の通りお知らせ致します。
尚、今回の改定に伴う当ＪＡのＡＴＭ利用手数料に変更はございません。

己改革の具体的方針」
、②「全事業における中長期収支シミュレーション」、③「准組
合員の意思反映や事業利用の方針」の３項目を策定して総会で決定し自己改革を実行

１．改 定 日

します。そして、実績を分析・評価し組合員に説明して更なる改革への方針を修正し

２．改定内容

ます。
上記、取り組みを毎年繰り返し農林水産省が指導・監督する仕組み

計画

となりました。

ご利用手数料（税込）
提 携 先

ＪＡは農協改革集中推進期間」の終了後も自己改革を進める一方、
准組合員の事業利用は各ＪＡが「組合員の判断に基づいて決める」

令和３年10月１日（金）

改善

指導・監督

ご利用日

ご利用時間

実行

改定前

改定後

8：45～18：00

0円

110円

その他の時間帯

110円

220円

とし一律的な数量規制は導入されず、准組合員の意思反映に関する
仕組みを明確化するとともに、事業利用について組合員が具体的な

評価

利用状況を把握した上で農業者の所得向上を図る等、「農協改革の
原点に立って判断する」として定められました。

≪当ＪＡは幅広く事業を展開≫
当ＪＡは、販売、営農指導等農業に直接関係する事業は

ゆうちょ銀行

平

日

セブン銀行

もちろん、生活面での事業としてガソリンスタンド、Ａコ

ローソン銀行

ープ、整備工場、ＪＡバンク、ＪＡ共済等、地域の皆さま

イーネット

9：00～14：00

0円（※）

110円

土曜日
その他の時間帯

110円

220円

終日

110円

220円

の生活に対し幅広く事業を展開しています。

≪当ＪＡはこれからも地域に根ざした事業展開を継続して参ります≫
ＪＡ鹿追町はこれからも、「ＪＡ通信しかおい」等を通じ地域の皆さまに農業に関する情報の

日曜・祝日
（※）ゆうちょ銀行は110円

発信とモニター調査等を行いながら、
「真に農協らしい農協」、「正確な情報を正しく提供（公開）
出来る農協」、「組合員が結集出来る農協」、「地域住民に応える農協」を基本理念とし事業を展開
して参ります。
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山羊座 12/22～1/19
【全体運】大事な話から始めましょう。計画もやり残しが出ることを想定して優先順位に気を配って。堅実プランで開運へ
【健康運】古傷が痛まないようしっかりケアを。検診が吉
【幸運を呼ぶ食べ物】ホタテ

射手座 11/23～12/21
【全体運】上昇運です。霧が晴れていくように状況が改善していきます。お誘いや提案は前向きに検討を。いい芽が出るはず
【健康運】体を動かすほど良い生活リズムがつくれます
【幸運を呼ぶ食べ物】ブルーベリー
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〔439回〕
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魚座 2/19～3/20
【全体運】好調運に恵まれます。感謝の気持ちを示せば好循環が加速。ビジネスもプライベートも遊び心を発揮しましょう
【健康運】初めてのスポーツは専門家の指導の下で
【幸運を呼ぶ食べ物】エダマメ

家 庭 菜 園

トマト

定植後の管理

摘心（新芽を摘み取ること）をします。
主柱の高さ位に茎が伸びると５～６花房がつきますので、一番上の花房の上の葉を２枚残して摘心しましょう。
追肥
肥えた土の場合は、一般的に追肥の必要はありませんが、各果房の２～３果目が10円玉程度になったら追肥をし
ましょう。１回１㎡あたり50ｇ程度の化学肥料をトマトの株元にまき、土に軽く混ぜます。茎が太く上の葉がカ
ールしている場合は、追肥を控えます。
※一度に多く追肥をすると根が傷んだり、果実の尻腐れが出る事がありますので注意して下さい。また、石灰が
不足する事により尻腐れが発生します。
収穫
開花してから約50～60日で収穫出来ます。
家庭菜園の場合は真っ赤に色づいた時（完熟）に収穫しましょう。
※市販のトマトは多くは赤くなりはじめた時に収穫し、店頭に出るまでの間に全体が赤くなります。

きゅうり

なお、期日までにお引取りにな

ほ の か

小島 慈生くん（５歳）、穂乃果ちゃん（３歳）

らなければ無効とさせて頂きます

泉町４丁目

ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
（敬称略）
渡 辺 好 枝
樋 口 幸 子
五十嵐 喜美子
山 本 真 子
家 山 康 子
五十嵐 いさお
児 山 みち子
大 下 君 子
木 俣 君 子
藤 井 佐江子
濱 口
萠
中 村 たつや
成 田 竜 哉
佐 藤 まなと
小 原 千代子
加 藤 友 子
福 井 美代子
畠 山 アヤ子
鹿野内 ハル子
大 仲 芙 月

こ じま いつ き

〈応募方法〉

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
７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、「ミツ
カン フルーティス ピーチライチ
ストレート
（１ℓ）
」です。多数の
ご応募お待ちしています。

〈６月の正解〉

20

泉町３丁目
緑町２丁目
下 鹿 追
泉町４丁目
新町３丁目
新町１丁目
仲町４丁目
笹
川
泉町２丁目
新町３丁目
笹
川
南町２丁目
泉町４丁目
泉町４丁目
南町２丁目
緑町１丁目
笹
川
西町２丁目
仲町２丁目
瓜
幕

〈今月の抽選者は私です〉
（写真左から）

野菜の定植も終わり、順調に育ちはじめていると思いますが、これか
ら主な作物の楽しみな収穫までの大切な管理方法等についてポイント
を紹介します。

一番目の花が咲き、生長してくると茎や葉のつけ根から芽が盛んに出
てきます（わき芽という）。
トマトは基本的には一本立てにしますので、「わき芽」は全て摘み取りましょう。
※実を大きくし、日当たりや風通しをよくし、病害虫の発生を少なくします。
主柱を立て誘引しましょう。
竹などで主柱を立て、トマトが倒れないよう茎をひもで数回ねじり、主柱と茎の間
にあそびをつけます。
授粉作業をしましょう。
ワキ芽
（葉のつけ根から出る芽）
実をつけやすくするため、花の花粉がついてから花の房を軽く揺するか、市販のホ
ルモン剤（トマトトーン）をスプレーで花に散布しましょう。（着果を促す効果があります。）
ホルモン剤は同じ花に２度散布しないよう注意して下さい。（２度かけると実が奇形になります。）
生育の悪い実は早めに摘み取りましょう。

⑱日本髪に挿す飾り

⑳ゆでたそうめんの水を切るとき

に使います

㉒親同士が兄弟姉妹です

クロスワードパズル

タテのカギ

㉓将棋に似た西洋のゲーム

ヨコのカギ

①雨や日光を避けるために差しま

す

②緑に黒のしまがある果実

③増（ぞう）の反対語

④ヤッホーと叫ぶとヤッホーと返

します

①仙人が食べているというもの

③学校を出て家まで帰ること

の曲が

⑥年齢を数えるときに使う言葉

⑦ラジオから１９７０

流れてきた

⑧この虫が作る繭から絹が取れま

す

⑩下から５桁目です

だ、
まずやってみよう

⑤片目をパチンとつぶります

でした。

⑫ものは

⑭サーフィンやヨットを楽しめる

名）
の中

200

⑦キャッツアイとも呼ばれる宝石

名
（応募総数

189

⑨木材を薄く加工した物

⑪一つ目小僧とか小豆洗いとか。

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

スカウンターでお受取り下さい。

ミ ズ タ マ リ

場所

の句です
変化

⑬量より重視されることもありま

す

⑮爽やかな香りのするハーブ。

ペパー

⑰つぼ焼きにするとおいしい貝

⑲漢字で書くと雑魚。取るに足り

ないもののこと

㉑みんな出掛けている状態

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

⑯
「やれ打つな蝿（はえ）が手をす

り足をする」
は小林

二重枠に入った文字を、Ａ→Ｄの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

主柱を立てます。
トマトやナスと同じく主柱に直接結ばずひもを数回ねじって結びましょう。
子づるを摘みとりましょう。
親づるの５～６節までの子づるは全て摘みとります。
７節目以上の子づるは１～２節目で摘心します。
主柱の高さ（約160㎝前後）になったら先端部を摘みとります。
※２本立てにする場合は５～６節目の強い子づるを伸ばし、親づると同じようにします。
追肥
肥料がなくなる（肥料切れ）と果実が変形しますので、１ヵ月に２度位追肥しましょう。
１回目は株元に、２回目以降は畔の両わき位のところに追肥しましょう。（１回１㎡あたり60ｇ程度）
雨の少ないときは、１週間に１回程度、たっぷり水をやりましょう。
病害虫に注意
きゅうりは病害虫の発生が多い野菜ですので、日頃からよく観察しましょう。
特に葉の表面に白い粉のようなものが発生（うどんこ病）する事が多いので、風通しを良くする事が大切です。
収穫
開花後２週間位（20㎝前後の長さ）で収穫出来ます。
ＪＡグループ北海道ＨＰ「チャレンジ家庭菜園」より抜粋
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】計画性を発揮して。具体的なプランを提案できれば勝利の女神はあなたにほほ笑みます。周囲の力を借りるのも◎
【健康運】規則正しい生活で心身も運気も安定へ
【幸運を呼ぶ食べ物】ハスカップ
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