ＪＡ鹿追町

No.546

まちなか
まちなか

探訪

【こだわり】
お客様には誠意をもって正直に対応し、食材は出来
るだけ安全・安心な地元産の農畜産物を使用し、日々
努力する事をモットーに頑張っていきたいと考えてい
ます。

No.

年間乳量20,000㎏超

【お店紹介】
平成２年６月に開業し、地域の皆様にご愛顧頂き、
お陰様で創業33年を迎える事が出来ました。その他、
Ａコープ鹿追店コインランドリー（フリースペース）
において、新町ラーメンを毎週木・金・土曜日に営業
させて頂いております。
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【鹿追町農業へエールを】
農家の皆様には日頃より大変お世話になりありがと
うございます。また、一昨年はコロナ禍の中、飲食店
には多大なるご支援を頂き心より感謝申し上げます。
農家の皆様の努力が実を結び、今の鹿追町の発展があ
るかと思います。基幹産業の農業が今後も益々発展さ
れる事を心よりお祈り申し上げます。

新町
鹿野内 美江子 さん
居酒屋

代表

鹿追町新町１丁目 ☎66-3656

【読者へのメッセージ】
創業33年を迎えられたのも町民の皆様にご愛顧頂い
ているお陰です。誠にありがとうございます。これか
らも町民の皆様に喜んで頂ける様、努めて参ります。
まだまだコロナ禍ではこざいますが、ご来店を心より
お待ち致しております。

簡単グラタン
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４年２月 日
－
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2022

番地

3月

ポーテージ エムトト ジエラート号
中鹿追 松浦 寿嗣 さん、友佳 さん
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牛乳……………400㎖
チキンコンソメ
Ａ
（砕いておく）
……２個
ローリエ…………１枚
米粉…………大さじ４
Ｂ
牛乳…………大さじ６
生クリーム………大さじ４
ピザ用チーズ………100ｇ

作り方

－

スーパーカウ

料 （６個分）

玉葱……………正味200ｇ
鶏もも肉……………200ｇ
塩…………………少々
こしょう…………少々
冷凍ミックスベジタブル
…………200ｇ
バター…………………40ｇ

料理サークル

①玉葱は、１㎝角に切る。
②鶏もも肉は、1.5㎝角に切り、軽く塩こしょうする。
③フライパンにバターを溶かし、玉葱を透き通るまで炒める。
そこへ鶏もも肉を加え、色が変わってきたらミックスベジ
タブル（凍ったままでよい）を加え、Ａの材料を加える。
④③が沸騰したらＢを加えてとろみをつけ、再び沸騰したら
生クリームを入れ、火を止める。
⑤グラタン皿に④を入れ、ピザ用チーズをのせて、オーブン
トースターで色づくまで焼く。
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ファーム武者、中鹿追の松浦寿嗣
牧場、上幌内の㈲ケーアイ牧場の
４牧場で、スーパーカウ（３０５
日もしくは３６５日の検定成績で
２万㎏以上の生乳生産）が誕生し
ました。
今回、誕生したス
ーパーカウは㈱下山
ドリーム

牧場が飼養する「ワ
ンダー
モーテル

ソクラテス号」と「ロ
ーヤル
ドリー

ギヤラクシー号」で
「ワンダー
年５月

ム ソクラテス号」
は（平成
年７月に５歳２カ月
齢で４産目の分娩を
行い、搾乳日数３６
５日で乳量２０，８
００㎏を達成しまし
た。
ま た、「 ロ ー ヤ ル
ギヤラ

「今回の成績は日頃の牧場スタ

す。各関係機関の皆様に感謝した
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モーテル

ク シ ー 号 」（ 平 成

感謝しています」と
㈱下山牧場の下山祐
毅さん・祐也さん。
「昨年に引き続き
この様な素晴らしい
結果となり、各関係
機関の皆さんには大
変感謝しています。
これからも現状に満
足する事なく、安定
した生乳生産に努め
て参ります」と㈲デ
ーリィファーム武者
の武者康弘さん。
「今回この様なお
話を聞き、正直とて
もびっくりしていま
す。ＪＡをはじめと
する各関係機関の皆
さんと家族や従業員
に感謝しています」
３産目の分娩を行い、３６５日乳

ッフの管理能力と本牛の潜在能力
見事に快挙達成となった４牧場

いです」と㈲ケーアイ牧場の伊藤
和広さん。

の方々に感想をお聞きしました。

がマッチした成果だと考えていま

量で２１，２２６㎏を達成しまし
月に４歳２カ月齢で３産目の分
娩を行い、３６５日乳量で２０，

となりとても嬉しいです。飼料を

「２頭目のスーパーカウの達成
㈲ケーアイ牧場の「ケーアイエ

設計して頂いたＪＡをはじめとす

２４７㎏を達成しました。
フ ミレニアム アイ ストーン

る各関係機関と家族やスタッフに
年５月

14

日生まれ）で令和２
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ジエラート号」
（平成

と松浦寿嗣さん。

㈲デーリィファーム武者

フロント ボウラー ブルース号
武者康弘さん、武者 颯さん（左から）

た。

は令和２年 月に４歳７カ月齢で

美蔓の㈱下山牧場と㈲デーリィ

本町４牧場でスーパーカウ誕生

エムトト

12
日生まれ）は令和２年

２１，０８９㎏を達成しました。

㈱下山牧場
日生まれ）

号 」（ 平 成

㈲ケーアイ牧場

ケーアイエフ ミレニアム アイ ストーン号
伊藤ひなたさん、笑里さん、和広さん、悠輔さん（左から）

美 蔓 ㈱ 下 山 牧 場
㈲デーリィファーム武者
寿嗣 さん
中鹿追 松 浦
㈲ケーアイ牧場
上幌内

ジエラート号
エムトト
ポーテージ

寿嗣さん
松浦

松浦寿嗣牧場の「ポーテージ

を行い、こちらも搾乳日数３６５

年９月

日生まれ）は令

和２年 月に５歳８カ月齢で４産

（平成 年２月

ロント ボウラー ブルース号」

㈲デーリィファーム武者の「フ

ました。

日で乳量２０，０５７㎏を達成し

月に４歳３カ月齢で３産目の分娩

12

目の分娩を行い、３６５日乳量で

11 28

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】心の内で迷っていることの仕分けを。延期、保留というくくりを付けるだけでも状況は改善へ。行動力が高まります
【健康運】楽しみながらできる運動がお勧めです
【幸運を呼ぶ食べ物】ミツバ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】上旬はもたつき気味のコミュニケーションも中旬には回復。手伝ってくれる人が現れて、遅れも取り戻せます
【健康運】頑張り過ぎはダウンの原因に。休憩を挟んで
【幸運を呼ぶ食べ物】イチゴ

3

18

ワンダー ドリーム ソクラテス号（左）
ローヤル モーテル ギヤラクシー号（右）
下山祐毅さん、祐也さん（左から）
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年９月４日生まれ）は令和２年

TOPICS

新年度事業計画樹立に向けた事業

２月４日から７日までの日程で
様々な角度から提言され事業計画

ついて提案を行ない、役員からは

推進項目を柱に具体的取り組みに

を策定しました。
４月に開催する地区別懇談会でお

尚、新年度事業計画については、

を基に各課で検討した新年度事業
示しさせて頂きます。

美蔓地区の㈲内海ファー
ムの内海絵里さんは札幌市
出身で夫の洋平さんと共に
酪農業を営んでいます。総
飼養頭数は１１２頭（うち
経産牛 頭、未経産牛 頭）
で現在は長男鼓太郎君（８
歳）、次男創一君（６歳）
、
すみれ

長女菫さん（３歳）の母と
して家族を支えています。
絵里さんに女性農業者と
して考えている事や今後の
目標等についてお聞きしま
した。

ゼロイチ

令和４年度 鹿追町「01農業塾」塾生募集

21世紀に相応しい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

致します。令和３年度においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、年間

を通して開催する事が出来ませんでしたので、令和４年度は皆さんの協力を頂きなが
ら進めたいと考えております。

01農業塾では「一般塾」「移動塾」「人間塾」のカリキュラムで構成されており、農

業専門知識だけでなく経営者としての側面、経済や社会的側面、人間形成の側面など

主に仔牛の哺乳や牛舎内

れ、生き物を育む事の素晴
また、天候など自然相手
でどうにも出来ない事もあ

自分たちで育てた牛から

ですか？

したりし易い分

揮したり、表現

いや創造性を発

りますが、
農業は自分達の思

加工品を作り、販売したい

野だと思います。
向けた勉強や会社の財務管
理等を学ぶ研究会に参加し
て理解を深めています。
○農業を通して日頃から思
う事は何ですか？
食料自給率の低い日本で

得意な面を活か

自分の特性や

ますか？

大切だと思い

く為には何が

いきいきと働

○女性がもっと

という目標があり、それに

○今力を入れている事は何

応等もしています。

らしさを感じられる事です。

美しい自然の中で土に触

か？

○農業の魅力は何です

います。

重ねが大切だと感じて

覚し日々の努力の積み

産者としての責任を自

産し続けられる様、生

で品質の良いものを生

す。また、安全・安心

事に喜びを感じていま

べもの〟を生産出来る

の体の一部となる〝食

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」を本年は開設

作業全般を担当し、獣医対

○仕事内容は何ですか？

並びに今年度からスタートする第

酪農技術懇談会等で頂いたご意見

部会では、地区別懇談会や畑作・

計画検討部会を開催しました。

役員からは様々な角度から提言され事業計画を策定しました。

農業に携わり、消費者の方々

から、農業全般を学ぶなど幅広く展開をしていくものです。

令和４年４月28日㈭まで
問合せ先

ピュアモルトクラブハウス内

行きたいです。

みんなでゆっくり旅行に

○家族の目標は何ですか？

せたいです。

機械作業のスキルも向上さ

です。また、ショベル等、

事故〝ゼロ〟を目指したい

牛を見る目を養い、分娩

○今後の目標は何ですか？

がると素敵だと思います。

集まり、地域の活性化に繋

います。個性の光る農家が

上げていく事が大切だと思

と自分達らしい農業を作り

事にチャレンジ出来る環境

の括りに捉われず、様々な

しながら、性別による作業

募集期間

農業振興課農政係（☎69-7122）
産業後継者（農業・商業）

4
5
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双子座 5/21～6/21
【全体運】切磋琢磨（せっさたくま）しながら前進するときです。対立したら何が最善かを考えて。上昇志向が問題解決の鍵
【健康運】ハードメニューもこなせます。プロテインに吉
【幸運を呼ぶ食べ物】春キャベツ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】渡りに船の話が舞い込みそう。活動的なほどラッキーに巡り合えます。セミナー参加や旅行の計画を立てて吉
【健康運】古傷が痛みやすいとき。冷やさないよう大切に
【幸運を呼ぶ食べ物】サントウサイ

次農業振興計画について、重点

～牛を見る目を養い、

分娩事故“ゼロ”を目指したい～

募集対象

㈲内海ファームの経産牛で作った畜産加
工品。牛への感謝の気持ちと今後は多く
の消費者に食べて頂きたいという思いで、
販売出来る準備を進めています。

35

内海 絵里さん
美蔓 ㈲内海ファーム

仔牛にミルクを飲ませる絵里さん

令和４年度事業計画検討部会を開催
11
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ＪＡ鹿追町青年部標語
「農作業安全」「食の安全・安心」

～このコーナーでは青年部活動や部員が今伝えたい事等を写真でわかり易く紹介していきます～

標語入賞作品 が決定！

ＪＡ鹿追町青年部の支部を紹介②

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16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。

ＪＡ鹿追町青年部は現在66名の部員が所属し、７支部（然美、中鹿追、笹川、北鹿追、幌内、瓜幕、
通明）で構成されています。今回は、北鹿追支部、幌内支部をご紹介致します。

北鹿追支部

永
野
光

北鹿追支部は現在４名で活動して
います。一昨年から新型コロナウイ
ルスが流行し、支部活動を休止して
います。
本来であれば、新入部員歓迎会や
忘年会、新年会や農民運動会の準備
等を手伝って競技に参加しています。
新型コロナウイルスの感染が収ま
ればまた活動を再開したいと考えて
います。
部員は少人数ですが、地域の行事
等に積極的に参加していきたいと思
います。
〈北鹿追支部

支部長 河邊 雅俊〉

「農作業安全」の部

【最優秀賞】

新町１丁目

春様

矢
萩
紀
伊様

「食の安全・安心」の部

【最優秀賞】

栄町１丁目

おいしいね
安全・安心
鹿 追 産
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作業時の
合図声がけ
共助なり



「農作業安全」の部 最優秀賞の永野光春さん（中央）
に青年部より記念品が贈呈されました。
（左：若原農政営農部長 右：植田青年部長）

部
年
青

「食の安全・安心」の部
最優秀賞の矢萩紀伊さん（中央）に青年部より記念品が
贈呈されました。

乙女座 8/23～9/22
【全体運】多忙な時期なので優先順位を付けて動くことが大切です。連絡は早めに。１人では難しそうなら助けを求めましょう
【健康運】温かいハーブティーや漢方茶でティータイムを
【幸運を呼ぶ食べ物】サワラ

幌内支部
幌内地区は鹿追市街から見て、西の高台に
位置し年間積算温度も下台の地域と比べて低
く農業には厳しい地域です。昭和45年秋に
下幌内支部として５名の部員で活動が始まり、
その後部員数の減少により上幌内青年部と合
同で活動する様になりました。
例年であれば定期的な親睦会や、道内の農
業関係施設への研修等、活動を通して部員同
士の親睦を深め、お互いの情報交換が出来る
場を設けていますが ､ 新型コロナウイルスの
影響により一昨年からは全く活動が出来てい
ない状況が続いています。
今後も青年部の活動が制限される状況が続
くと予想されますが、新しい形での情報交換
の場を作る事がこれからの課題だと感じています。
また、私達がこれからの鹿追町農業をけん引し、地域を守っていく上で重要な役割を担っている事を自
覚し、青年部活動での経験を今後の営農に役立てていきたいと考えています。また、定期的な交流の場を
通して部員同士の結束を高め、本部事業に協力していきたいと思います ｡

〈幌内支部 支部長 若原
廉〉
次回は、瓜幕支部、通明支部を紹介致します。
獅子座 7/23～8/22
【全体運】忙しくも楽しい月です。ハプニング要素が強く頼まれ事が増えそう。できることは引き受けるのが開運のコツ
【健康運】肌荒れに気を付けて。クリームなどでケアを
【幸運を呼ぶ食べ物】ツクシ

6

着任のご挨拶

瑠海くん

髙田
茂手木

省

今回は美蔓地区で酪農経
営をされている髙田泰輔さ
る

ん・麻里衣さんの長男の瑠
か

海君（９歳）にお話を伺い、
好きな事や思い出、将来の
夢やお父さんとお母さんへ

りますが、てん菜は畑作の基幹作

でディズニーランドに
行って沢山遊んだ事で
す。
○将来の夢は何ですか？
酪農を継ぎたいです。
お父さんみたいに共進
会で牛を引いたり、ト
ラクターに乗りたいか
らです。
○お父さんとお母さん
はどんな人ですか？

○お父さんとお母さんに応

れたのでお世話を頑張って

んです。
お母さんは妹が生ま

世話をしている頑張り屋さ

いつもありがとう。大好き

てお仕事してね。お母さん、

お父さん、体に気をつけ

ます。

援メッセージをお願いし

います。お母さんの作って
だよ♡

お父さんは優しくて牛の

くれるみそ汁が大好きです。

宮

内

葉

 資料がお手元にない場合は下記お問合せ先までご連絡
下さい。
資材課（資材業務）

取りまとめの詳細は９月の例会で配布予定です。

のメッセージ等をお聞きし

鹿追町は前任地の新得町よりて

物であり、輪作を維持する上で必

購買部

令和４年２月１日

※
町立病院、巡回ドックの申込については９月上旬に取
りまとめ致します。

ました。
○今、頑張っている事は何
ですか？

菜を取り巻く環境は年々厳しさを

ん菜作付面積が多くなり、広範囲

要不可欠な作物です。てん菜の生

一生懸命お手伝いをする瑠海くん

人事異動

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
そちらをご参照下さい。


あお と

縄跳びが上手に跳べる様
に頑張って練習しています。
○心に残る思い出は何です
か？
小学２年生の時に学校行
事で帯広動物園に行った事
です。また、４年前に家族

兵

働力不足といった問題は深刻さを

昨今、生産現場では高齢化や労

事異動により、西部原料所（鹿追

清水製糖工場勤務となりました。

本年の町内てん菜作付面積は昨

にわたる管轄で不安もありますが、

産基盤維持に向けてご協力をお願

年より減少する見込みとなってお

新型コロナウイルス感染症対策を

最後に皆様方のご健勝と豊穣の

い致します。

日も早く地域の特性や現状・課題

秋になる事を心からご祈念申し上

遵守した上で巡回に力を入れ、一

験してきました。

市４年、新得町３年の計７年間経

増しております。

の停滞、砂糖の消費低迷等、てん

ナウイルスまん延による経済活動

追い打ちをかけるように新型コロ

増してきている状況です。それに

場勤務を経て、平成 年２月より

平成 年に入会、中斜里製糖工

した。

担当）勤務を命ぜられ着任致しま



ホクレン清水製糖工場
西部原料所（鹿追担当）

美蔓

お父さんの泰輔さん ( 平成30年鹿追町デ
ーリィーフェスティバルにて )

月

お問合せ先：経営課
（℡）
66-3923

（左から）
泰輔さん、碧士くん
（次男４歳）
、
おと は
、
麻里衣さん、響巴ちゃん（次女４ヵ月）
鈴音ちゃん（長女７歳）
、瑠海くん

申込期日：令和４年３月14日（月）

か
る

をつかみ、鹿追町農業の発展に貢

☆
厚生病院人間ドックの１年分（令和４年４月～令和５年
３月分）の申込を取りまとめ致します。

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。

原料所業務につきましては、網走

31

げ、着任の挨拶とさせて頂きます。

厚生病院人間ドック申込が始まりました！

将来は酪農を継いで、
お父さんみたいになりたいです

この度の２月 日付ホクレン人
10

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】上昇運です。さまざまなことが明らかになってくるはず。心配事は解消へ。悩んでいるより相談してみるのがベター
【健康運】体力増進のチャンス。運動量を増やして
【幸運を呼ぶ食べ物】サヤエンドウ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】気後れして活躍の機会を逃してしまわないように。失敗は成功の母。最初は駄目でも修正しつつ進めれば成功へ
【健康運】つまずいたりぶつけたりしないよう慎重に
【幸運を呼ぶ食べ物】カラシナ

9

26

献出来るよう日々努力して参りま
す。

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

L
L
E
Y

クロスワードパズル
タテのカギ
②千客万来を願って飾る、動物の
置物

点は

が豊富に

⑤野球のチームをプレー人数から
こういうこともあります
⑦大豆にはタンパク
含まれます
⑧まつげに塗る化粧品
⑩坂本龍馬の出身藩
⑫エチルアルコールの

⑱競馬場ではラチともいいます

式、

⑳ラグビーが盛んなポリネシアの
王国
㉑母校から巣立ちます。
アルバム
ヨコのカギ
①桃の節句に行う行事
になることが多いです

②東京のソメイヨシノは３月末ご
ろ

③唱歌『春の小川』でスミレやレ
を張った

ンゲが咲いている場所
④イチゴ畑に防鳥
⑥腰を掛ける家具

度です
⑭地球表面のおよそ３割

⑨アラジンがこすると精霊が出て
きました

〈応募方法〉

名）
の中

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
３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、「エバ
ラなべしゃぶ柑橘醤油つゆ２人分
×２袋入」です。多数のご応募お
待ちしています。

名
（応募総数

〈２月の正解〉

ギ

⑯誇りや自尊心を意味する片仮名
語

ラ
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

なお、期日までにお引取りにな
らなければ無効とさせて頂きます
ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
（敬称略）
茂古沼 明 美
佐 藤
快
森
一 子
村 川 雄 二
西 村 知 華
中 尾 嘉 月
山 木 守 正
上 嶋
輝
中 村 つぐみ
西 嶋
幸
城 石 留 衣
松 村 弘 子
久 保 富 治
斉 藤 洋 子
吉 田 真奈美
小 川 てる子
池ノ谷
恵
浦 田 ヒデ子
大 上 公 子
伊 藤 稔 莉
元町４丁目
仲町４丁目
幌
内
泉町３丁目
仲町２丁目
仲町３丁目
緑町１丁目
中 鹿 追
元町１丁目
東町２丁目
下 鹿 追
元町４丁目
西町２丁目
東町２丁目
泉町２丁目
泉町２丁目
中 瓜 幕
泉町２丁目
緑町２丁目
笹
川

笹川北８線 濱口 諒ちゃん（６歳）

⑪木枯し紋次郎がかぶっています

サ
正解者

キ
から抽選により次の方々が当選さ

162

⑬甘い物よりお酒が好きです
⑮湯畑が有名な群馬県の温泉地
⑰忍者が指を組んで結ぶもの
⑲金づちで打ちます

Ｄ

スカウンターでお受取り下さい。

〈今月の抽選者は私です〉

10

Ｃ

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】やることが山積みになりそう。大切なことや重要なことを意識して。無理なことはすぐにお断りを。下旬は運気回復
【健康運】耳寄りな情報が。新しい健康法を試してみて
【幸運を呼ぶ食べ物】ハマグリ
魚座 2/19～3/20
【全体運】太陽の祝福を受ける好調運。新しいことに取り組むのが大吉。難しい状況も強気でいけば前進へ。勇気を出して
【健康運】心配し過ぎは駄目。軽い運動でリラックス
【幸運を呼ぶ食べ物】ワカサギ

11

あきら
はまぐち

170

20

Ｂ

でした。
Ａ

13

〔447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？

