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3月

い施設として現在まで活躍

してきました。

今後も基幹作物であるて

ん菜の高収量・高糖分を支

います。

東中瓜幕甜菜
育苗センター操業

操業 周年を迎えた東中
瓜幕甜菜育苗センターの武
藤組合長に今後の抱負を伺
いました。
「 年という節目を迎えら
れ、これまで携わって頂い
た組合員や関係者への感謝
の気持ちを忘れず、未来へ
向け一致団結して取組んで
いきたいです」と話して下
さいました。

組合長 武藤 敦則 さん

周年

産者から期待が寄せられて

紹介され、現在に至るまで

によるポットの積み込み作

40

ました。
その後六代組合長の石澤
さんと七代組合長の今野さ
んに、永きに渡り育苗セン
ターを支えて頂いた事に対
し感謝状が渡されました。

育苗センターの沿革が報告

40

来賓としてＪＡ佐藤組合

年には反転突起板の

新を行っています。その間
昭和

導入、平成 年にはポット
ホテル風水にて東中瓜幕甜

合長より、てん菜と共に歩

無病優良苗作りに欠かせな

菜ポット作りを共同で行う、

業を開始しています。てん

記念式典が開催されました。

んだ育苗センターの歴史が

40

長より祝辞を頂き、ホクレ
ン西部原料所竹本所長代理
の乾杯の発声により祝宴と
なりました。

設立され、平成 年には補

同センターは昭和 年に

える育苗センターとして生

式典前に行われた定期総会の様子

の感謝と喜びの言葉があり

50

助事業を活用し機械等の更

26

積み部分を改造し、リフト

13
されました。続いて武藤組

まず式典開催に当り、神

40

2

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】穏やかな心境で過ごせる期間。自分から積極的にサービス精神を発揮して、周囲との和を大切にすると幸運あり
【健康運】次第に回復。スポーツを楽しむとグッド
【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ

周年記念式典開催される

関係者皆で記念撮影

谷副組合長より 年に渡る
40

菜育苗センター操業 周年

石澤さんに感謝状が授与さ
れました
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東中瓜幕甜菜育苗センター

操業
40

１月 日、然別湖畔温泉
27

VS

一般の部 決勝トーナメント
笹川Ｃ 通明Ａ

選手宣誓をする大野青年部長

２月 日、鹿追町総合ス
ポーツセンターにおいて第
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） チー

24

うな声が響き、冬の間の運

どのコートからも楽しそ

が繰り広げられました。

トでは今年も白熱した戦い

選手宣誓で始まり、各コー

われ、大野浩史青年部長の

ムの参加により盛大に行な

7

動不足解消にもなる１日と

シニアの部 決勝戦
瓜
通 明
幕

通 明チーム
瓜 幕チーム
北鹿追チーム

優 勝
準優勝
第３位

16

40

なりました。

笹川Ａチーム
笹川Ｃチーム
通明Ｂチーム
優 勝
準優勝
第３位

11

順位は以下の通りです。

VS

応援も盛り上がりました

おとめ ごころ

い な ぁ と 思 い ま す。（ ３ 人 の

地域内の交流が出来るのも良

て良いですね。世代を超えて

バレーの試合や応援をしてい

会場で皆、楽しそうにミニ

声をお届けするコーナーです。

加した女性（おとめさん）の

このコーナーは各行事に参

ミニバレー大会

一 般 の 部 優 勝 笹川Ａチーム（左）
シニアの部優勝 通 明チーム（右）

フレッシュなおとめさん）

牡牛座 4/20～5/20
【全体運】好奇心が旺盛になっています。新しい趣味を始めたり、体験教室に参加したりすると良い刺激に。小旅行も幸運
【健康運】適度に体を動かせば元気に過ごせそう
【幸運を呼ぶ食べ物】ウド

3

第11回組合長杯ミニバレー大会

【一般の部】

【シニアの部】

間に合わず介護の現場にしわ寄せ

る側になる」という事を忘れず、

元気で気さくな福嶋さんを囲んで記念撮影

彩あふれる料理で昼食を楽しみました

ＪＡ鹿追町女性部
監事 髙 野

恵

女性 の集 い 及び自家生産物利用料理交歓会
１月 日、女性部々員・各サー
が来て、中にはストレスから事件
に発展するケースもあります。

開会後、ＪＡ佐藤組合長・鹿追
今から心構えをしておく事が大切

介護は「自分もいずれ介護され

田町長・普及センター十勝西
です。そしてどんな繋がりでもい
モヤモヤを聞いてくれる人、又は

いので自分が行き詰った時に心の

今年は、北海道厚生連高齢者福

福嶋美奈子さん

そんな時に声をかけてくれる人を

つらつ人生のススメ」
～ひとりで悩まないた
めのヒント～と題して
介護とストレスの解消
について講演を頂きま
した。
今や小さな町でも核
家族化が進み、地域の
繋がりも薄れる一方で、
携帯電話の普及により
離れている知人と連絡
を取り合う事も気軽に
出来る時代です。その
ような中、日本はかな
りの速さで高齢化社会
を迎えようとしていま
講演頂いた北海道厚生連

祉部長 福嶋美奈子さんを招き「は

ました。

部支所黒丸支所長にご挨拶を頂き

町

利用料理交歓会』を開催しました。

より『女性の集い及び自家生産物

クルの協力の下、約 名の参加に
60

すが、システム作りが

見つけておくのが良いそうです。
人は一人では生きていけません
し、介護も一人で担うには辛す
ぎます。仲間を作って互いに助
け合い、いたわり合い、辛苦を
分ち合える豊かな関係を築いて
おく。その為には自分が元気で
時間に余裕があるうちに仲間作
りの一環として、まずは外へ出
て誰かとおしゃべりをするのが
脳にも良い事を学びました。
お昼からは、恒例の料理交歓
会があり、今年も多くの方のご
協力で様々な料理を出品して頂
きました。又、サークル紹介や
それぞれの会で手掛けた作品を
会場に展示し、場外では茶道サ
ークルによる抹茶も振舞われ、
和やかな一日を過ごしました。
関係者各位に協力して頂きま
してありがとうございました。

5
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双子座 5/21～6/21
【全体運】思うようにならないことが増えるかも。でも、イライラせず、笑顔を心掛ければ好転の兆し。お花見も開運に
【健康運】疲れをため込みやすいよう。休息が必須
【幸運を呼ぶ食べ物】カブ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】前向きな気持ちになれるはず。未体験ジャンルにも果敢に挑戦を。知りたいことについて情報収集するのにも最適
【健康運】オーバーワークに注意。体調管理が大切
【幸運を呼ぶ食べ物】セリ

@

展示した女性部日帰り研修のミニトレイ（左）
美味しいお抹茶とお菓子を頂きました（右）

青年部畑作・畜産専門委員

市 ）、酪 農・

管外視察研修
２月２日から３日の日程
農業機械の専
門商社㈱コー

で青年部畑作・畜産専門委
員管外視察研修を参加者
ー（恵庭市）

ンズ・エージ

管外研修は毎年実施して
を視察しまし

名の下実施しました。
おり、今年は初日にＪＡ北
初日のＪＡ

た。

作・畜産合同で視察し、二
北海道中央会

畑作専門委員長

石
下

坂
山

尚
祐

希
毅

ている機械の見学とトラク

畜産専門委員長

ループの将来ビジョンにつ

ーの試乗、搾乳ロボットを

士で意見交換を行いました。

て熱く語り合い、参加者同

で聞いた内容や農業につい

深める事が出来ました。又、

をたくさん質問し、理解を

察先で疑問に思っている事

今回の管外研修では各視

「農作業安全」
「食の安全・安心」

各部門の最優秀作品が決定！
栄町

昨年のＪＡ

で募集し、応募頂いた全

作品の中から、青年部役員

による厳正な審査の結果、

月号で

募集したＪＡ

次の通り各部門の最優秀賞

通信

鹿追町青年部

が選考されました。





泉町

福原 国枝 様

地元食

明日も食べたい

美味しいね

【最優秀賞】

「食の安全・安心」の部

ございました。

多数のご応募ありがとう

放送して参ります。

防止啓蒙のため防災無線で

いくつか選び、農作業事故

今後は応募頂いた標語を

標語の入賞作

品が決定致し

ました。

今回は「農

作業安全」
「食

の安全・安心」

の２つの部門

伊藤 信子 様

何よりも
慣れと油断が
事故のもと

【最優秀賞】

「農作業安全」の部

JA鹿追町青年部標語


8

天秤座 9/23～10/23
【全体運】やたらと口うるさくなりがち。周囲の嫌な面ではなく、長所を見るように意識して。気分転換には読書がベスト
【健康運】軽く運動することで体調を整えられます
【幸運を呼ぶ食べ物】デコポン

15

「食の安全・安心」の部で最優秀賞に選ばれた
福原国枝さん（中央）に青年部より記念品が贈呈
されました

海道中央会（札幌市）を畑
日目は二班に分かれ、農薬
では、ＴＰＰ

いて説明を受け、貴重な話

始めとした酪農・農業機械

二日目のホクサン㈱では

参加者間で交流を深められ、

の説明を受けました。

工場見学、農薬の基礎につ

充実した研修となりました。
ンズ・エージーでは展示し

いての説明を受け、㈱コー

その日の夕食時は、視察

を聞く事が出来ました。

基づくＪＡグ

やＪＡ改革に

した協定内容

関連を中心と

る重要５品目

大筋合意によ

会社のホクサン㈱（北広島

今後の農政と将来ビジョンを確
認しました（ＪＡ北海道中央会）

展示しているトラクターの前で記念撮影
（㈱コーンズ・エージー）

12

「農作業安全」の部で最優秀賞に選ばれた伊藤
信子さん（中央）に青年部より記念品が贈呈され
ました（左：大野部長、右：大村農政営農部長）
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20kg!! 担げる
深松 奈津美さん

深松奈津美さん（帯広市
出身）は平成 年４月から
笹川北斗農場の従業員と

今後の目標については

「教えて貰った事や勉強し

休日の過ごし方は

「カラオケが好きなのです

た事を実際に活かせる様に

て頂きました。

とキュートな笑顔で語っ

が、友達と休みが合わない

家事を済ませてから、帯広

なりたいです」

深松さんは高校卒業後、

へ行き、買い物と一人カラ

事もあるので、そんな時は

動物が好きで養鶏場で働い

オケを楽しんでいます」

ルクの袋を担ぐ事も出来ま
せんでしたが、今は体力も
付き、一人で担げる様にな
りました。それでも治療の
時には大きくなった仔牛の
力が強く、押さえるのに苦
労します。
仕事で気を付けている事
は、仔牛は体調の変化が多
いので牛をよく見る様にし

10

射手座 11/23～12/21
【全体運】注意力散漫気味。慣れた作業でミスを連発するなど、問題を起こしやすいので、冷静に。深呼吸で気合を入れて
【健康運】無理は禁物。休憩と気分転換を徹底して
【幸運を呼ぶ食べ物】フキのとう

して活躍されています。

ていましたが、いつかは牛
の仕事をしてみたいと思い、
笹川北斗農場で働く事に

事です。最初は ㎏の粉ミ

仕事で大変な事は、力仕

ら触れ合う事です。

せた後に仔牛を観察しなが

好きな事はミルクを飲ま

治療を担当しています。

仔牛にミルクを飲ませたり、

「仕事は導入後１ヵ月程の

想を伺いました。

深松さんに働いてみた感

なったそうです。

（農）

ています」

優しくお世話をしてくれる深松さんに沢山の牛が擦り寄ってきました

（農）
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ようになりました
(農)笹川北斗農場従業員
笹川

今回は、当時農畜産物研究会（以

しました。

お話を聞くコーナーに趣向を変更

去のＪＡ通信を振返り、今と昔の

今月号からたいむかぷせるは過

者に直接届けたいと「地産地消」

てを鹿追産農畜産物の商品で消費

で言う「６次化」ですが素材すべ

価値を付けようと思い立ち、今

論や視察を行い、農畜産物に付加

発足しました。農畜研の会員で議

事業委員会を立ち上げ、農畜研を

ればならないか」と青年部で特別

達で何か出来ないか、何をしなけ

等、厳しい農業情勢の中で「自分

気が後退し始め、生乳の生産調整

れる程、なかなか美

ソーセージ」と言わ

には「犬も食べない

当時の青年部事務局

ージ作りをしました。

Ａの調理室でソーセ

センターもなく、Ｊ

た。まだワーキング

る日々が始まりまし

とソーセージを作

たのでこれでいこう

員には養豚農家もい

りを教えて貰い、会

後、農畜研）の会長を務めていた
の走りとして活動を始めました。

あれは 年代後半、世の中の景

瘧師さんとその時の会員だった三
味しいソーセージが

㎏の肉は
10

ません。それでも改良を重

でソーセージを作りに帰らなけれ

どころか売切れそうになって追加

現在もＬＡＰで活躍する左から三部さん（鹿追）、
下山さん、髙橋さん（美蔓）、瘧師さん（中鹿追）

ねた結果、藤丸の十勝物産

した。当時の物産展は加工品が少

ばならない程の人気商品になりま

るまでになりました。それ

展でソーセージを販売出来

くはずがあり

から上手く乾

ライヤーです

販のハンドド

させるのは市

セージを乾燥

した物、ソー

パネで手作り

燻煙機はコン

全部手ごね、

と

なぜかと言う

まずは共働学舎やランチョ・エ

‘89年５月号掲載「手作りソーセージにチャレンジ（農
畜産物研究会）
」

部さん、下山さんにお話を伺いま

80

出来ませんでした。

###############################################################

ルパソの知り合いにソーセージ作

した。

なく、豆や芋をそのまま販売する
店が多かったため加工品のソーセ
ージはとても良く売れました。美
味しいソーセージが作れる様にな
ったきっかけはワーキングセンタ
ーが出来た事もありました。衛生
環境も整い、ここで作れば加工品
として販売が出来たからです。
その後も数年間、物産展には出
店していましたが、農畜研のメン
バーも経営の中心世代となり販売
に出向く事も大変になった事や青
年部を卒業し青年部ＯＢが増えた
事もあったので出店を辞め、青年
部から独立する事にしました。名
前 も 農 畜 研 か ら「 Ｌ Ａ Ｐ 」（ ラ イ
ブストック アグリカルチャー
プロセッシング、農畜研の英語の
頭文字）に変更し、今でも年に１

歳。「 そ

回、産業まつりで手作りソーセー
名、平 均 年 齢

ジを販売しています。
部員

う少し続けるつもりです。

待っている子ども達も多いのでも

ますが産業まつりでソーセージを

ろそろ辞めるか？」なんて話も出

57
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水瓶座 1/20～2/18
【全体運】気分的にゆったりできそう。好きなことを満喫してプライベートタイムを充実させましょう。片付けもラッキー
【健康運】上昇傾向です。マッサージで血行促進を
【幸運を呼ぶ食べ物】ヒジキ
魚座 2/19～3/20
【全体運】自分に自信が持てる月。温めていたプランは、ぜひ実行してみて。協力に恵まれ順調に発展していく予感
【健康運】リラックスすることで調子が上向くはず
【幸運を呼ぶ食べ物】ワラビ

13
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ＪＡ鹿追町
No.

き

い輝
い姫
き

474

✿お仕事の内容
商工業務で主にチョウザメの飼育を担当していま
す。その他、ウチダザリガニの駆除作業やそばまつ
り・遊漁等イベントの運営企画も担当しています。

✿きっかけ
地学が好きで、鹿追町がジオパーク認定に向けて
動いているのに魅力を感じ、興味あることをやって
いるところで働きたいと思ったのがきっかけです。

✿趣味
剣武が趣味です。日本刀と扇を使って舞う姿に魅
かれて始めました。柔と剛のような動きを表現する
ことの奥深さが好きです。

✿マイブーム
最近、パッチワークに凝っていて、端切れや着な
くなった服を使って色々な模様を作って楽しんでい
ます♪毎日仕事が終わってからコツコツとやってい
ます。

✿いきいきエピソード
鹿追町役場 商工観光課
（チョウザメ担当）

鈴木

綾さん

チョウザメを多くの方に食べてもらえるよう安定
した出荷を目指して頑張ります！仕事も楽しんでや
っていきたいです。

ホ パオダン

荷包蛋（卵の合わせ焼き甘酢煮）

材

料 （４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

卵……………………４個
サラダ油……………適量
キャベツ……………300g

28

Ａ

酒……………………大１
砂糖……………大1と1/3
醤油……………大1と1/2
トマトケチャップ…小２
酢………………大1と1/2
ごま油………………小１

作り方

25

①鍋を熱し、サラダ油を加え、卵１個を入れ、卵白が
固まったら卵黄を少しくずして半分に折り焼く。こ
れを４個焼く

農村女性料理サークル

②Ａを合わせる
③中華鍋にＡを入れ、煮立ったら①とからめる
④器に千切りキャベツを盛り、③を添える

番地

51

16

