ＪＡ鹿追町

No.548

まちなか
まちなか

探訪

【お店紹介】
平成16年に開業し、お陰様で創業18年を迎えます。
創業以来、変わらない味を守り続け、天ぷらや豚丼等
で皆様にご愛顧頂いております。３年前には店舗を移
転し、現在に至っております。
【こだわり】

No.

鹿追町酪農振興会が町内の年間生乳出荷量
12 万トン突破を記念した記念品を作成

安全・安心な料理をお客様に食べて頂ける様、旬の

548

味覚、地場産の食材をふんだんに使い、一品一品真心
込めて調理しています。
【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。また、一昨年にはコロナ禍の中、多大
なるご支援を頂き心より感謝しております。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して
おります。
【読者へのメッセージ】
創業18年を迎えられたのも、偏に町民の皆様にご愛

心喜一天
代表 大塚

顧頂いているお陰です。これからも町民の皆様に喜ん
よしてる

で頂ける様、努力を重ねて参ります。これからも宜し

佳輝 さん

鹿追町栄町２丁目２ ☎66-1710

くお願い致します。
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材
（発行所） 鹿追町農業協同組合
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（発行日） 令和４年４月 日

無塩バター……60ｇ
卵……………1/2個
薄力粉………100ｇ

27

中鹿追

上村

和美 さん

※準備
・バターは室温に戻す。 ・卵は室温に戻し、溶いておく。
・薄力粉はふるう。
・板チョコレートは小さく砕く。
・天板にオーブンシートを敷く。
①ボウルにバターを入れてゴムべらで練る。クリーム状にな
ったら砂糖を入れ、均一に混ぜる。
②卵を少しずつ加え、混ぜ合わせる。薄力粉を加えてゴムべ
らで切るように混ぜる。半分ほど混ざったらチョコレート
を加え、均一に混ぜる。
③生地をひとまとめにして、ラップに包んで冷蔵庫で１時間
以上ねかす。
④大さじ１弱くらいずつ取りながら手のひらで丸め、天板に
２～３㎝の間隔をあけて並べて軽く押しつぶす。
⑤160℃に予熱したオーブンで約15分焼く。

番地

5月

－

木幡JA組合長(右)へ記念品を贈呈する
鹿追町酪農振興会役員の皆さん

板チョコレート（ブラック）…60ｇ
砂糖………………………………50ｇ

作り方

－

2022

料 （直径５㎝約30枚分）
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和４年度は生乳の生産

続いている事から、令

製品在庫の積み増しが

回復の兆しが見えず乳

により、生乳の需要は

イルス感染拡大の影響

また、新型コロナウ

給に努めてきました。

年間生乳出荷乳量 万トン突破



北鹿追

㈱中野牧場

３月 日、札幌の京王プラザホテ
ル札幌で開催された、第 回酪農経

代表取締役

中野

大樹 さん

頂き、大変嬉しく思います。
私は人の成長なくして牧場
の成長や会社の成長はない
と考えています。これから
も自分を含めた社員教育や
地域貢献に努め、厳しい農
業情勢ですが、少しでも酪
農業界を盛り上げていきた
いです」と話して下さいま
した。
今度は７月に開催される
第 回全国酪農青年女性酪
農発表大会に北海道代表と
して出場します。

て、北鹿追の中野大樹さん（㈱中野

議主催）の「酪農経営部門」におい

表し、酪農経営の合理化、近代化

秀な酪農家の酪農経営の成果を発

酪農青年女性会議が推薦する優

【酪農経営発表大会】

牧場代表取締役）が「人を生かす酪

を推進し、生産性の高い安定的経

営発表大会（北海道酪農青年女性会

農経営・中野牧場が目指す地域貢献」

営を確立する事で、国際競争力を
を目的としています。

強め国民経済の発展に資すること

をテーマに発表を行い、見事最優秀
賞を受賞しました。
中野さんに喜びの感想を伺いました。

３月

日、鹿追町役場において、
「鹿追町出会いの

行って参ります。

年間生乳出荷量

河原崎

して参ります。
」

全・安心』な生乳を生産

振興会が一丸となって『安

の信頼に応えるべく酪農

しい状況ですが、消費者

いる状況は依然として厳

騰等、酪農家のおかれて

低迷、燃料や飼料等の高

響で牛乳や乳製品の需要

「現在、コロナ禍の影

会長

鹿追町酪農振興会

鹿追町の年間生乳出荷
量が 万トンを突破した
事を記念し、鹿追町酪農
振興会会長の河原崎孝一
さんに感想をお聞きしま

突破は、ＪＡをはじめと
した各関係機関の皆様の
ご尽力により成し遂げる
事が出来たと思います。」

孝一 さん

万トン突破

未婚の農業後継者等に対するパートナーづくり支援を

する結婚相談所「おびしんキューピット」を推進し、

今後は４者で連携を図りながら帯広信用金庫が運営

の活性化を推進する事を目的としています。

を提供し、結婚後の鹿追町への定住を図ると共に地域

して、出会いの場の少ない独身男女に対し出会いの場

この事業は、鹿追町の後継者対策及び少子化対策と

を締結しました。

用金庫と鹿追町、鹿追町商工会、当ＪＡの４者が協定

場創出事業」の連携に関する協定式が行われ、帯広信

31

「生乳出荷量 万トン

した。

12

抑制が始まる等、先行
きが不透明な状況とな
っています。
今後も、
「土づくり」
、

り」を基本に高品質な生乳生産を

「草づくり」
、
「牛づく

当ＪＡでは令和３年の年間（１
図って参りますので、乳製品消費
拡大のご協力をお願い致します。

月～ 月）出荷乳量が 万トンを
突破しました。本来であれば鹿追
町酪農振興会主催による記念事業
を実施する予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の観点

万トンを突破して

から中止し、記念品の配布のみ行
われました。
平成 年に

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

回酪農経営発表大会

帯広信用金庫、鹿追町、町商工会、ＪＡ鹿追町の４者が
「鹿追町出会いの場創出事業」の連携に関する協定書を締結
～鹿追町の後継者対策及び少子化対策として～

12

鹿追町酪農振興会三役
武者
（康）
副会長、
河原崎会長、
武者
（秀）副会長
（左から）

「酪農経営部門」において最優秀賞を受賞

第第

安全・安心な鹿追産生乳の安定供

防疫資材の配布等を行い高品質で

細胞数の低減に向けた取り組みや

追町で乳質向上のため細菌数・体

以降も、
鹿追町酪農振興会とＪＡ鹿

10

「今回このような素晴らしい賞を

12

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】喜びごとが増える月です。来る者は拒まず受け入れていきましょう。買い物を楽しめます。贈り物をするのも吉
【健康運】散策を楽しんで。フットケアは丁寧に
【幸運を呼ぶ食べ物】新ゴボウ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】新しいことに幸運が宿ります。ちょっとした思い付きも試してみると思わぬ成果がありそう。友人と連絡を取って
【健康運】友人とたわいないおしゃべりを。元気が復活
【幸運を呼ぶ食べ物】ジャガイモ

3

50

中野大樹さん
代表取締役
㈱中野牧場

12

12万トン突破を記念して酪農家全戸
に記念品が配られました

12

48
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協定を結んだＪＡ木幡組合長、喜井町長、八木帯広信金常務理事、
石田商工会会長（左から）
鹿追町酪農振興会
会長 河原崎 孝一さん

48

12

22

TOPICS

まちなか会議
産業厚生常任委員とＪＡ鹿追町理事との懇談
模拡大を背景にした農業従事者の
参入、育成牧場等のアウトソーシ

４月 日に町議会主催で行われ
ている「まちなか会議」として町
ングの拡充やスマート技術の普及、
鳥獣害対策について議論され、農

議会産業厚生常任委員と当ＪＡ理
台蔵産業厚生常任副委員長の進
業振興にとって有意義な懇談会と

大型機械化等省力化の課題や防疫・

行で進められ、初めに当ＪＡ櫻井
なりました。

事との懇談会が行われました。

常務理事より本町の農業生産と課
題を説明したのち懇談に入りまし
た。懇談では農家戸数の減少や規

第 回

通常総会 の
ご案内

多くのご注文があり、鹿追牛を堪
能頂けたと思います。
今回のフェアでは、ご家族・お
友達とのバーベキューにはうって
つけのトマホークステーキ・Ｔボ
ーンステーキ・Ｌボーンステーキ
といった珍しい骨付きステーキも
販売し、完売しました。
今回用意した「とかち鹿追牛」
は鹿追町で生まれたホルスタイン
種の雄子牛を鹿追町の肉牛農場で
肥育した鹿追生まれ鹿追育ちの生
粋の鹿追牛です。安全・安心はも
ちろん、赤身肉のとてもおいしい
お肉として評価を受け、主な販売
先である関西方面では「とかち鹿
きわみ
追牛 極」の名で定着しています。
これから夏に向かってアウトド
アでの焼肉シーズンです。
鹿追町の肉牛生産者が丹精込め
て育てた「とかち鹿追牛」を是非
ご家庭でも味わってみて下さい。

とかち鹿追牛フェア

４月 日に鹿追町肉牛生産研究
会の協力を頂き「とかち鹿追牛フ
ェア」をＡコープ鹿追店前と店内
で実施しました。
新型コロナウイルス感染症の影
響もあり大きなイベントが中止さ
れている中、多くの皆様に「とか
ち鹿追牛」をご賞味頂くため企画
しましたが、当日はあいにくの肌
寒い天候にもかかわらず、開始直
後から多くのお客様の来店があり、
冷蔵ケースに並べた鹿追牛が次々
と売れ、人気部位は早々に完売す
る盛況ぶりとなりました。また、
ロースステーキは注文を受け焼い
て販売もしましたが、お昼時には

券をプレゼントしました。
お食事コーナーでは、好評の心喜一天
の豚丼・うどん、小柳食品の美味しいた
い焼・たこ焼を買い求めるお客様で賑わ
いました。
今回も焼却設備の構造基準を満たした
焼却炉を特別価格により取りまとめを行
い、多数の注文を頂きました。
本年も整備工場フェアに多くのご来場
を賜り、ご利用頂きました事に厚くお礼
申し上げます。今後ともより一層のご利
用をお願い致します。

※お忙しい事とは存じますが、時間厳守でご出席下さい

い
ま
う
15

子ども連れの家族の姿も多く見られました。

ＪＡ大会議室で開催します

春のＪＡ整備工場フェア開催
～来場者へ花の苗プレゼント～
時より、花火を

「第 回春のＪＡ整備工場フェア」
を４月 日（土）
合図に開催しました。当日は天候に
も恵まれ、開店時間前よりチラシに
掲載されたＡコープ特価商品を求め
るお客様で溢れ、多くの方々にお買
い上げを頂きました。また、恒例の

新車や中古車が数多く並びました。

来場者への花の苗プレゼントも好評
でした。
会場内では、新車や中古車、新型

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

トラクター・タイヤショベルの展示、
春作業向けの小農具・各種工具類を
展示販売致しました。
タイヤコーナーでは、夏タイヤを
特別価格で販売し、ご成約頂いた方
には成約記念品として、オイル交換

５月27日㈮ 午前９時30分より

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】前半は頭の痛い問題が多いものの下旬には解決の兆し。焦らずできるだけ余裕を持って動けるよう計画を立てて
【健康運】カルシウムたっぷりのメニューがお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】ワラビ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】ちょっとした触れ合いで心が温かくなります。友人や家族との連絡を密に。ただ焼きもちの焼き過ぎには注意
【健康運】彩りの良い食事が健康をバックアップ
【幸運を呼ぶ食べ物】オカヒジキ

5

10

「とかち鹿追牛」を買い求めるお客様

13

16 19

多くのお客様に来場頂きました。

第74回通常総会は

19

３月 日、鹿追町熟年会

では、多くのお客様から楽

新型コロナウイルス感染

会議室で開催されました。
睦を目的としたパークゴル

発送、研修視察や健康と親

るさと農園じゃがいも」の

しみにして頂いている「ふ

症の影響により３年ぶりと
フ例会等、会員が一丸とな

会（８名（うち２名ＷＥＢ）

ト「デイワーク」利用説明
として最低限守らなければ

指して」と題して、雇用者

ラブルの無い労働環境を目

４月
した。

日、農業者年金新

制度改正説明会を開催しま

18

く、また、受給開始時期を
ご自身で選択する事により、
生活設計に応じた年金受給

（新制度）の制度改正につ

ら始まった農業者年金制度
気軽にお問い合わせ下さい。

については、経営課までお

農業者年金の詳しい概要

が出来る様になりました。

いて、ＪＡ北海道中央会Ｊ

今回は、平成 年１月か
14

の第 回定期総会がＪＡ大

なる通常開催となりました。
って取り組む事が確認され
ました。

開催に先立ち國島会長か

ら通常開催が出来た事に対

する喜びの言葉が述べられ、

続いてＪＡ

那賀島専務、

鹿追町農業

振興課檜山

課長より祝

辞を頂き議

事に入りま

した。
議長には、

指名で角川

一晴氏を選

任し、令和

３年度事業

報告・収支

決算、令和

４年度の事

業計画・収

支予算案が
原案通り承
認決定され
ました。
事業計画

した。
雇用者研修会では、帯広

日、畑 作・酪 農 従

業員雇用者研修会（８名（う
公共職業安定所、澤口雇用

３月
ち３名ＷＥＢ）参加）を、
指導官とＷＥＢで繋ぎ、
「ト

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

３月 日には１日農業バイ

３年ぶりの通常開催で挨拶する國島会長

参加）をそれぞれ開催しま

ならないルールや心構え等

心構え等について講演をし

方法の他、経営者としての

ダストリーズの原代表取締

用説明会では、㈱鎌倉イン

ま た、「 デ イ ワ ー ク 」利

い時間でしたが、とても有

い」という意見を頂き、短

らは「次回も開催して欲し

いずれの講演も参加者か

て頂きました。

役社長から、デイワークア

意義な時間となりました。

した。

について講演をして頂きま

加入しやす

って、より

度改正によ

今回の制

した。

明がありま

て詳しく説

げ等につい

齢の引き上

加入可能年

改正となる

た５月から

の拡大、ま

期の選択肢

受給開始時

引き下げや

る保険料の

正されてい

は、既に改

説明会で

した。

講演頂きま

当の廣長隆利氏をお招きし、

Ａ総合支援部農業者年金担

～より加入しやすく・生活設計に応じた年金受給を～
プリの基本操作や求人募集

7

会員が一丸となって事業に取り組む事を決定 !

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】周囲からの期待が大きく気が重くなりますが、引き受ければ大きな成果につながります。称賛の声も
【健康運】不調は放っておかず早めの病院を受診して
【幸運を呼ぶ食べ物】アスパラガス
乙女座 8/23～9/22
【全体運】なかなか前に進めずいら立ちもありそうですが運勢は良好。ポジティブシンキングが問題解決の鍵。諦めないで
【健康運】ついうっかりする傾向が。ブレーキを点検
【幸運を呼ぶ食べ物】チンゲンサイ

28
31

制度改正について、皆さん真剣に聞かれていました。
一日農業バイト「デイワーク」利用説明会

農業者年金新制度改正説明会を開催
畑作・酪農従業員雇用者研修会

35

28

～労働環境の改善と労働力確保に向けて～

鹿追町熟年会第35回定期総会を開催

畑作・酪農従業員雇用者研修 ／
１日農業バイト「デイワーク」利用説明会を開催

農作業事故防止に向けた安全意識の向上と
作物の栽培管理方法について学ぶ


４月 日に畑作生産者総勢 名の参
加により、第１回青空教室を開催しま

中のペーパーポットの水分管理の重
要性及び、苗の生育状況に応じた定
を勘案し酸度矯正する事や適

植の啓発を行い、直播栽培では、土
壌の
正な株間・播種深度の再確認を行い
ました。
参加者からは小麦の追肥時期や現

した。
今年も種子馬鈴しょ貯蔵施設にて、
在の地温等、数多くの質問や意見を
頂き有意義な青空教室となりました。

農事組合を４グループに分けて実施し
ました。
次回は５月中旬頃を予定しており、
作物毎の病害虫防除や雑草対策、豆

始めに昨年の労働災害事故を踏まえ
て農作業事故防止対策を紹介後、作物
類の播種作業等を中心に計画しおり
ますので是非ご参加下さい。

毎の春耕期に向けた肥培管理について
懇談しました。
小麦では越冬後の茎の数が町内の大
半で基準値を大幅に上回り繁茂してい
る圃場が多い事から、余分な茎を減ら
し、製品収量・品質向上の為に追肥時
期を遅らせる技術対策の他、除草剤散
布時の注意点として、強風が吹きやす
い時間帯や散布時期・時間帯の重要性
を再確認しました。
馬鈴しょでは、今春も暖かい日が多
い事から、ビニールハウス内で種馬鈴
しょを保管した際の温度管理に注意す
る事や地温が上昇してから植付作業を
行う事の重要性を説明しました。また、
令和２年から取り組んでいるヒートシ
ョック処理（種馬鈴しょに加温する技
術）した種馬鈴しょを生産者に確認頂
き、懇談を行いました。

健康の秘訣は〝適度な運動と
 良く食べてよく寝る事〟です

土壌病害虫蔓延防止対策について
かすり状の縞模様を示し黄化
します。播種後の秋の気温が
高いほど発生し易くなり、近
年は発生が多くなっています。
症状は気温が上昇し始める
４月中旬頃より出現し、徐々
に肉眼で確認出来る様になり
ます。罹病すると、収穫時期
まで生育が停滞し減収の要因
となります。
本町の農業生産の安定化に
向けて、土壌より感染する病
害虫対策の為にも町民の皆様
には次の点に、ご協力下さい
ますようお願い申し上げます。
①町外から土壌を持込まな
い！
②町内・町外問わず他人の
畑には無断で入らない！
③家庭菜園では隔年で植え
る作物の場所を変える！
以上の対応で病害虫の侵入
が防止され、鹿追町の農産物
の持続的な生産が可能となり
ますので、皆様のご協力をお
願いします。
不明な点がありましたら、
２３２６）ま
農産課（☎
でお問い合わせ下さい。

を動かしながら続けていきたいと思います。

ゲートボールや花づくり、手芸等、なるべく体

○今後の目標は何ですか？

好きな花を植えて気分をリフレッシュする事です。

適度な運動とよく食べてよく寝る事です。また、

○健康の秘訣は何ですか？

チワークで鞄や敷物、カバー等を作っています。

かばん

馬鈴しょ栽培に
馬鈴しょ
おいて最もリスクの大きな害
虫の一つが『ジャガイモシス
トセンチュウ』です。
シストセンチュウは、土中
に 年以上生息しナス科植物
に寄生します。発生するとそ
の畑から根絶する事は困難な
害虫で、馬鈴しょの生育を阻
害し、減収につながります。
町内での発生は確認されて
おりませんが、発生地域は拡
大しています。
平成 年に網走市で国内初
の発生が確認された『ジャガ
イモシロシストセンチュウ』
についても、発生地域が拡大
しており対策の重要性が求め
られています。
発生が確認されると薬剤に
よる燻蒸作業や作物に付着す
る土の分散防止措置が必要で
あり、多額の費用が掛かりま
す。その事から輪作や抵抗性
品種の作付を踏まえた耕種的
防除や土の移動を制限する等
の対策が必要です。
小麦では縞萎縮病が
小麦
町内で確認されており、葉に

いてお話をお聞きしました。
○普段はどの様な事をされていま
すか？
笹川老人会に入って週２回ゲー
トボールをしています。 人位で
やっているので会話も弾んでとて
も楽しいです。家にいる時は、夏

66
－

58

てん菜の移植栽培においては、育苗

（ 歳）にお話を伺い、趣味や健

いる笹川地区の田中みよ子さん

芸サークル」の会長を務められて

組み、農村女性趣味の会では「手

譲し、現在は老人会活動等に取り

今回は平成７年に農家経営を移

10

は家庭菜園や花づくり、冬はパッ

仲間とゲートボールを楽しむみよ子さん

北鹿追・幌内・上幌内地区の懇談

康の秘訣、今後の過ごし方等につ

85

27

パッチワークで作った鞄や敷物等

12

々
悠
LIFE

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】上昇運。最初はスローペースで徐々にスピードアップしていくのが良い動き方。予定は詰め込まず余裕を持たせて
【健康運】神経質になり過ぎないように。ゆっくり深呼吸
【幸運を呼ぶ食べ物】春キャベツ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】味方の多いときです。１人で抱え込まずに相談を。良い知恵を貸してもらえます。特に年下の人の話はよく聞いて
【健康運】運動量を増やして。筋力アップに最適
【幸運を呼ぶ食べ物】ビワ

9

田中 みよ子さん

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12

pH

このコーナーでは、経営移譲後 ( 又は離農後 ) の農
業者にスポットを当て、今どの様な趣味や活動に取り
組み、どの様な人生を過ごされているかを紹介するコ
ーナーです。

笹川

1回

青空教室を実施
第

L
L
E
Y

☆
部
り
ら
性
き
女

～このコーナーでは学習会や懇談会、研修旅行や作品づくり等、女性部の活きいきとした活動を紹介致します～
ＪＡ女性部では資源の有効利用の取り組みとして、Ａコープ鹿追店・瓜幕店・東瓜幕店に『紙パック回収ＢＯＸ』
を設置し、回収を呼び掛けています。回収した紙パックはＪＡ十勝地区女性協議会が取りまとめ、回収で得た益
金でトイレットロールを購入、十勝管内の特別養護老人ホーム等へ毎年寄贈していましたが、近年紙パックの回
収率が下がっており、令和４年度からは２年に１回の寄贈となりました。
年々減少している回収率を少しでも上げるため、紙パック回収にご協力をお願いします！

将来は獣医さんになって

病気の牛を助けたい

紙パックは、
「洗って」・
「開いて」・
「乾かして」
！
紙パックリサイクルには、回収に出すためのルールがあります。
スムーズなリサイクルの為にご協力をお願いします。

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。

このマークが目印！

①洗う
飲み終わった紙パックは、注ぎ口から水を入れて軽くゆすいで下さい。

②開く

下鹿追

洗ったら、水気を切り、ハサミ等で開いて平らにして下さい。

壮くん

んな人ですか？

今回は下鹿追地区で畑作・

か？

お父さんは優しくて働き

10

畜産経営をされている㈲太

田農場の太田広光さん・美

㈲太田農場の獣医さんに

者です。寝る前には布団の

そう

絵さんの次男の壮君（ 歳）

なって病気の牛を助けたい

上で戦いごっこをして遊ん

にお話を伺い、今頑張って

です。また、僕は注射が大

でくれます。

いる事や思い出、将来の夢

嫌いなので、痛くない注射

やお父さんとお母さんへの

お父さんの広光さん

○心に残る思い出は何

10

ですか？

歳の誕生日に、は

んぺんやチーズ入りち

くわ等、色々な食べ物

をカツにして食べた事

です。また、４年生最

後のお楽しみ会でプチ

カステラを作り、はち

みつやメープルシロッ

プ等を付けて食べた事

です。

○将来の夢や目標は何です

と病気に負けない体を作る

紙パック回収BOX設置場所

メッセージ等をお聞きしま

薬を作りたいです。

よつ葉特選牛乳１Ｌについては、キャップ・内ふたを
取り外し、注ぎ口はそのままつけた状態でＯＫです。

した。

○今頑張っている事や好き

な事は何ですか？

鹿追ジュニアアンサンブ

ル（少年団）でトロンボー

ンを担当しています。今は

新型コロナウイルスの影響

まとめた紙パックは、Ａコープ鹿追店・瓜幕店・東瓜幕店にある回収ＢＯＸへお願いします。

太田
で練習が出来ていないので、

⑤回収 BOX へ

家でお母さん達の手伝いや

回収 BOX に出す時は、紐等でまとめて下さい。
（１枚からでも出せます。）
※200ml・500ml 等の小型の紙パックも出す事が出来ます。 その際は、サイズ毎にまとめて下さい。

お風呂洗いを頑張っていま

④まとめる

す。好きな事は、手作りの

風通しの良い場所で乾かして下さい。湿気が残っていると、カビやニオイの原因になることがあります。

ボーガンで遊ぶ事です。

③乾かす

そう

お母さんの美絵さん

○お父さんとお母さんはど

お母さんはすごく優しく

て美人さんです。お母さん

の作ってくれるから揚げが

大好きです。

○お父さんとお母さんに応

援メッセージをお願いし

ます。

お父さん、トラクターの

運転大変だと思うけど頑張

11

山羊座 12/22～1/19
【全体運】大きな成果が期待できる好調運です。かなり忙しくなりそうですから効率良く動くよう心掛けて。音楽鑑賞にツキ
【健康運】グループで集まってする運動がお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】フキ

ってね。

中身がアルミでコーティングされている物は回収できませんので、ご注意下さい！

お母さん、
お仕事で疲れて

東瓜幕店
事務所窓口の向かい

いるのに毎日美味しいご飯

瓜幕店
正面入り口のトレー回収箱の隣

を作ってくれてありがとう。

Ａコープ鹿追店
正面入り口東側

トロンボーンを吹く壮くん

射手座 11/23～12/21
【全体運】状況が変化しやすくなっています。うそをつくつもりはなくても結果としてできないこともあるので注意。慎重に
【健康運】食事は抜かないように。生活リズムが大事
【幸運を呼ぶ食べ物】メロン

10

JA期待の

新戦力

そ
こ
今

部
年
青

～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～

新入部員の紹介（ＪＡ鹿追町青年部）
ＪＡ鹿追町青年部では、新たに４名の部員が入部しましたのでご紹介致します。
やまもと

山本

ひろのり

かわ い

拡則

河井

【生年月日】 昭和61年９月20日
【出 身 地】 神奈川県
【出 身 校】 横浜市立大学
【抱
負】 今まで２社の飼料
メーカーを経験して今回ＪＡ鹿
追町に入職致しました。１日で
も早く組合員の皆様の力になれ
るように努めて参ります。

なぎさ

うえ の

渚

植野

【生年月日】 平成15年12月９日
【出 身 地】 清水町
【出 身 校】 帯広南商業高等学校
【抱
負】 １日でも早く仕事
に慣れ、組合員の方々や地域の
方々のお役に立てるよう精一杯
頑張っていきますので、どうぞ
宜しくお願い致します。

あ

み

地 区 名 笹川支部

亜美

【生年月日】 平成16年３月９日
【出 身 地】 清水町
【出 身 校】 帯広南商業高等学校
【抱
負】 新社会人になり右
も左もわからないような状況で
すが感謝の気持ちを忘れず組合
員の方々の為に精一杯頑張りま
すので、
宜しくお願い致します。

戸

草

かつ

生年月日

平成10年９月11日

経営形態

酪農専業

趣

味

ゲーム

抱

負

体調管理に気をつけながら頑張りたいです。
宜しくお願いします。

とし

克 駿

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

地 区 名 北鹿追支部

人事異動

令和４年４月１日

総務部 管理課主幹（経理業務） 

豊



勝

樹

瓜幕事業所長

慶

介



亮

志

東瓜幕事業所長

森

谷

悟

一

営農部 畜産課主任（酪農指導業務） 

李

村

隆

彩

平成12年２月４日

経営形態

畑作専業

趣

味

スポーツ（野球・スキー・バレーボール等）

抱

負

楽しく農業をしていきたいです。これから宜
しくお願いします。

藤

凌

地 区 名 幌内支部

田

原

拓

弥

生年月日

平成３年４月24日

経営形態

酪農専業

趣

味

家族３人でドライブ。子供と遊ぶこと。

抱

負

子供が安心して飲める生乳生産、子供が自慢
できる酪農経営を目指します。

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

餌

小

三

取

池

枝

健

和

雅

司

之

美

山

地 区 名
生年月日
経営形態
趣
味
抱

13

佐

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



辺

茉

営農部 畜産課主任（酪農指導業務）

営農部 コントラ課主任（農作業受委託業務）  中

営農部 畜産課主任（酪農生産業務） 

渡

中

購買部 Ａコープ課主任（生活店舗業務） 

田



之

瓜幕事業所

村

敏

渚

美

進

田

俣

営農部 コントラ課（農作業受委託業務） 

猪

博



貴

東瓜幕事業所長を解く

上

則

〈内部異動者〉

三

拡

営農部 畜産課主幹（酪農生産業務） 

本

〈見習い〉

山

井

購買部 資材課（資材業務） 

河

信用部 貯金共済課（貯金業務） 

野
亜

植

信用部 貯金共済課（共済業務） 

生年月日

魚座 2/19～3/20
【全体運】友人とのおしゃべりが楽しい良好運。ただだまされやすい要素もあるので詐欺電話には気を付けて。疑うことも大事
【健康運】頭痛や発熱に備えて薬の準備を。歯科検診へ
【幸運を呼ぶ食べ物】サントウサイ

負

瓜幕支部
平成12年８月26日
酪農専業
バドミントン、映画＆アニメ鑑賞、筋トレ、
ゲーム
誰が見ても立派だと思われるような酪農家に
が む しゃ ら
なれるよう我武者羅に頑張ります。

河原崎

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】やるべきことが山積みに。無理なことは引き受けず、お断りするのも大事。優先順位を見極めて。下旬からは上昇運
【健康運】腹八分目を心掛けバランス良く食べて
【幸運を呼ぶ食べ物】シャコ

たい

き

大 輝
12

家 庭 菜 園

JAの事業紹介

健康な土づくり
作物がよく育ち、病害虫にも強く、品質の良い野菜類を栽培するに
は、健康な土を作る事が大切です。
≪ポイント≫
１．水分と養分を吸収し易くする為、作物の根がしっかり伸ばせる土
健康な土づくりと苗の選び方
の固さ（抵抗なく指がささる程度）にする。
２．スコップの深さ（約20cm）
まで耕し、ある程度土の塊があり、排水と通気が良く、水もち（保水）
の良い土にする。
３．耕すときは完熟した堆肥類（有機物）を入れる。堆肥が微生物のエサになり土壌を分解し、作物が生育しや
すい土になります。（堆肥は市販の完熟堆肥を利用すると便利）

種 ま き ・苗 の 植 付 前 に す る 畑 の 準 備
１．石灰の散布 融雪後散布（一般的に１㎡あたり50～100ｇ位）
苦土石灰又は有機石灰を散布し、スコップの深さ（約20cm）に土を反転します。
２．土を砕きやわらかい土にする
約10日後に土の塊を砕く事で、野菜類の根をよく伸ばす事が出来、生長を良くするフカフカなやわらかい土
に出来ます。
３．化成肥料と堆肥を入れて、土の中によくすき込む
必要な養分はチッソ、リン酸、カリ（肥料の三要素）ですが、この他にもカルシウムやマグネシウム等があ
ります。堆肥等の有機質肥料もこの時に入れてすき込みます。
４．種まき、苗の植付け
種は育ちやすい気温（夜間気温15℃位）でないと発芽しにくい為、適期に種をまきましょう。
苗は５月上旬から中旬にかけて遅霜や低温で被害が出る事が多い為、植付の時期に注意しましょう。

総務部

経営課（農政企画・融資審査業務）

経営課ってどのような仕事をしているの？
経営課では組合員・家族の生活の向上を図り、健康で豊かな農村生活を実現する為、多岐に亘り
業務を行っています。今回はその中でも代表的な業務を紹介致します。		

農政企画業務
次代を担う農業後継者や女性農業者向
けに農業経営の基礎的知識の向上と協
同組合に対する理解を深める事を目的に『入門者ゼミ』を
実施しています。また、ＪＡ事業に対して幅広く女性の意
見を伺い、事業に反映させる取り組みとして年２回『女性
の会』を開催しています。

研修活動

農業を営む組合員や家族はもち
ろんの事、農家従業員にとって
も健康管理はとても重要です。毎年、帯広厚生病院
と町立病院の人間ドック、帯広厚生病院の健診バス
を利用した巡回ドックを行っています。

健康推進活動

苗の選び方
※良い苗を選ぶには次の点に注意して下さい。
ナス、キュウリ、スイカ等の苗（特にナス）は、少し高価ですが、病気に強い接ぎ木苗を選ぶと良いでしょう。
（接ぎ木苗は下の葉（双葉）の所に接ぎ木のつぎ目があります）
１．茎が太く、全体ががっちりしているもの。（軟弱に成長していないもの）
２．節間が短いもの。
３．根の張りが良く、鉢ができるだけ大きいもの。
４．病害虫に侵されていないもの。特に葉の裏側にアブラ虫がいないか注意しましょう。
５．古い苗（老化苗）でないもの。特に下の葉が黄色くなっているものは避けましょう。
６．葉が元気で等間隔についており、子葉がついているもの。
７．茎や葉がしおれていないもの。

令和３年巡回ドック

例年８月には秋の収穫時期を迎え
る組合員や家族の英気を養っても
らう事、地域間の交流を目的として 『農民大運動会』
を開催しています。また、２月には『組合長杯ミニバ
レー大会』を冬の運動不足の解消と地域間のコミュニ
ケーションを深める目的で実施しています。

地域の活性化

１〜２個の花が開花
節間が短く
葉が等間隔についているもの。
健康的な双葉が
ついていること。

茎が太くて（えんぴつ大の太さ）
丈夫そうに見えること。

大きめの鉢
草丈：30〜35cm 位のもの
根がしっかりとして
白い根が見えること。
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ＪＡグループ北海道ＨＰ「チャレンジ家庭菜園」より引用

令和元年農民大運動会

ＪＡ通信を毎月発行し、町内全戸に
配布しています。広報を通じて、農
業やＪＡ事業、協同組合に対する理解を深めてもらい、
地域住民から農業やＪＡに対する関心やニーズをくみ上
げ、双方向性のある紙面づくりを心掛けています。

広報活動

よい苗を選ぶコツ（トマトの例）
葉がしおれていないこと。
病害虫がついていないこと。
緑色が濃いもの。

令和３年女性の会

労働力支援、外国人技能実習受入支援の他、農業者年金や労働保険等の手続き、
農作業安全啓蒙、廃プラスチック・雑品回収、町民農園の貸出、学校農園助成、
未婚の農業者に対するパートナーづくり支援、青年部・女性部・熟年会の事務局等、幅広い事業を
実施し、組合員・家族の生活向上へのサポートを行っています。

そ

の

他

融資審査業務
適切な債権保全と農業機械や施設等の融資案
件が適正かどうかを審査しています。

総務部 経営課
ＴＥＬ66-3923 ＦＡＸ66-3194
お気軽にご相談下さい。
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⑰ジェラシー、焼きもちともいい

〈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
５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、
「Ｐ
＆Ｇ除菌ジョイコンパクト逆さボ
トル３００㎖」です。多数のご応
募お待ちしています。

タテのカギ

⑲プリンセス・ミチコという品種
⑳カキツバタに似た花が咲きます

がある花

をつけるのが難しい

㉑燃料ガスや酸素などを詰めます

の前の小事
①５月４日は

ヨコのカギ

⑤米国の通貨単位
⑥
の余地もないほど混み合っ
す

⑦
た会場

。国民の祝日で

③擬鉤（ぎじばり）の一種です

①ハナショウブとカキツバタは

ます

②３拍子の曲に合わせて踊ります

クロスワードパズル

⑨商品を並べて売る場所
す

④調理中の料理から一口分を取っ

名）
の中

〈４月の正解〉

定期

て……

名
（応募総数

③野球のグラウンドに四つありま

⑬あごや鼻の下に生えます
⑮高校の最寄り駅までの
券を買った

⑥食事制限などで体重を減らすこ
と

正解者

173

⑪料理長をフランス語でいうと

10

ヤ エ ザ ク ラ
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

れましたので、お手数ですが５月

から抽選により次の方々が当選さ

158

⑧ちらしやにぎりがあります

を切った

⑩柱・傷・５月５日・ちまきから
連想される童謡
⑫届いた手紙の

⑭バスやタクシーから降りること
⑯屋外で写生するときに机代わり
にする道具
⑱マニキュアを塗るところ

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）
木 俣 君 子
市 原 勝 久
山 本 蕾 実
那賀島 小夜子
高 野 みどり
宮 川 久美湖
加 藤 三 恵
中 谷 澄 子
江 渕 恵美子
佐々木 たまる
林
芳 子
川 端 康 子
木 原 芽 泉
大 村 美 鈴
森 住 陽 子
志 賀 理 穂
髙 塚 佳代子
木 下 優 子
鈴 木
孝
五十嵐 喜美子
泉町２丁目
緑町１丁目
北 鹿 追
栄町２丁目
栄町１丁目
仲町１丁目
泉町１丁目
笹
川
西町２丁目
北町２丁目
笹
川
栄町２丁目
泉町４丁目
新町３丁目
新町３丁目
泉町２丁目
東 瓜 幕
仲町４丁目
緑町１丁目
下 鹿 追

〈今月の抽選者は私です〉
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でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

16
17

う い
つじもと なぎ

西町２丁目
（写真左から）

〔449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？

本 凪ちゃん（４歳）、侑衣ちゃん（３歳）

