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✿仕事の内容
ドーナツ揚げやパンの仕上げ、陳列、接客、事務
をしています。

✿仕事をはじめたきっかけ
主人がパン屋を開店したいと言った事がはじまり
です。

500

✿仕事をしていて楽しい事
お客様がおいしいと言ってくれたり、ワクワクし

JA通信しかおい発刊500号

ながらパンを選んでいる姿を見るのがとても楽しい
です。

✿休日の過ごし方
パソコン教室に通ったり、掃除をしています。

✿今後の目標
花ねこパン屋

奥 田

恵さん

花ねこパンを食べているお客様の笑顔を直接見た
いのでカフェを開きたいです。

ラーヤンパイツァイ

辣 洋白 菜

（キャベツの辛味漬け）

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） 平成 年４月 日

キャベツ………450ｇ
かいわれ大根…1/2Ｐ
ゴマ油……大さじ３
Ａ
赤唐辛子…１～２本
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ＪＡ鹿追町女性部の皆さん

Ｂ

料理サークル

①キャベツは芯をそぎ、塩湯で茹でザルにとる。
②Ａを小鍋に入れ、ゆっくりと赤唐辛子が黒くなるまで
熱し、赤唐辛子は取り出す。
③Ｂをボールに合わせ、②を加えて漬け汁を作る。この
中に①を漬け込んで、重しをし２時間位置く。
④キャベツは重ねて６㎝位に切り、端より1.5～２㎝幅
に切る。
⑤キャベツは切った形のまま、崩さないように器に盛り、
上にかいわれ大根を散らす。

番地

5月

女性部・常勤役員との懇談会

うす口醤油…大さじ６
酢……………大さじ３
砂糖…………大さじ１

作り方

30

2018

料 （約６人分）

51

24

日までの３日間に

【お知らせ】
整備工場では、車検の
更新が低価格となってい
ます。また、
耕運機や刈り
払い機等も取り揃えてお
りますのでご利用を職員
一同お待ちしております。

扱いになったと報告がありました。

扱頭数が６８７頭と過去最高の取

肉牛産直先 を表敬訪問
４月 日～
渡 り、
〝 と か ち 鹿 追 牛 〟の 産 直 先

ん（群馬県）を中心に、日頃の取

活 協 同 組 合（ 神 奈 川 県 ）、と り せ

雑種の取引先であるユーコープ生

コープデリ連合会（埼玉県）と交

先であるエーコープ近畿（大阪府）、

今回は、ホルスタイン種の取引

産に向け、生産者・ＪＡ等が一体

の期待に応えられる良質牛肉の生

表敬訪問を終えて、改めてお客様

さを評価して頂いており、今回の

町内一貫生産の取組みと肉質の良

トでもある鹿追生まれ鹿追育ちの

鹿追牛〟の最大のセールスポイン

今回訪問した産直先は、〝とかち

引のお礼と今後更なる〝とかち鹿

となって取り組んでいく所存です。

を表敬訪問しました。

追牛〟の販売拡大に向けた意見交
換を中心に行いました。
この中で、昨年９月から取引の
始まったとりせんは、北関東を中
心に 店舗で事業を展開しており、
取引開始当初は、５店舗で〝とか
ち鹿追牛〟の交雑種を販売してい
ましたが、鹿追産の牛肉の色味も
良く、お客様の評判も良いという
事で、この半年で 店舗に取扱い
が拡大し、年内には 店舗以上に
なるのではないかという高い評価
を頂きました。
また、ホルスタイン種の取引先
であるエーコープ近畿からは、平

「第 回春のＪＡ整備工場フェ
時より、

部一同でＪＡ通信５００号を祝うべ

開会前には懇談会に参加する女性

会を開催しました。

加により女性部・常勤役員との懇談

常勤役員・職員 名、総勢 名の参

４月 日、女性部部員 名、ＪＡ

特価商品の販売では多くのお客様で
賑わいました

にはふわふわ風船と色々な味のポ
ップコーンをプレゼントし、ご来
場のお客様に喜ばれました。
お食事コーナーでは、大好評の
心喜一天の豚丼、しかめんの温か
いそば・うどん、小柳食品の美味
しいたい焼・たこ焼を会場内でお
召し上がり頂きました。
今回のフェアでは、焼き肉台と
モーモー君を特別価格で販売し、
焼き肉台は完売となりました。
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。

間いっぱいまで懇談を楽しみました。

い声が途切れる事なく、会の終了時

性部と役職員の交流を図った後は笑

っている参加者全員の自己紹介で女

場はとても賑やかでした。恒例にな

例年にも増して参加者が増え、会

笑い溢れる自己紹介は毎年盛り上ります

トラクター、タイヤショベルは迫力が
あり、子ども達にとても人気でした

とりどりのパンジーの苗とお子様

のご協力とゲーム参加により、色

楽しみコーナーでは、アンケート

交換券をプレゼントしました。お

た方には成約記念品としてオイル

を特別価格で販売し、ご成約頂い

タイヤコーナーでは、夏タイヤ

各種工具類を展示販売致しました。

ベルの他、春作業向けの小農具・

車、新型トラクター・タイヤショ

会場内では、新車や人気の中古

した。

多くの方々にお買い上げを頂きま

価商品を求めるお客様で列を成し、

ラシに掲載の食料品・雑貨品の特

は晴天に恵まれ開店時間前よりチ

花火を合図に開催しました。当日

ア」を４月 日（土）

15

く、表紙の記念撮影を行いました。

2
3

年から取引が始まって以来、
年度の
〝とかち鹿追牛〟
の取

ユーコープ生活協同組合への表敬訪問にて

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】ゆったり過ごせる期間です。好きなことに意識を向け、のんびり自分の時間を満喫しましょう。散歩もお勧め
【健康運】栄養バランスに配慮すると、さらに好転
【幸運を呼ぶ食べ物】トリガイ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】積極性が高まる兆し。未経験の分野でも前向きにトライすれば、手応えがありそう。体を動かすことにもつき
【健康運】体力アップを図る好機。より健康体に
【幸運を呼ぶ食べ物】ゼンマイ
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～JA 通信500号記念表紙に華を添える～
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女性部・常勤役員との懇談会
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お買い得商品、焼き肉台が大好評
60
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春のJA整備工場フェア
15 回
第

内

次回は５月中旬頃に、各作物の
害虫・雑草防除、追肥、小麦の赤

ーフリースペースでは無料肌診
断・化粧品販売、本部事務所会
議室では紳士服・ビジネスシュ
ーズ等の販売を行いました。
この企画を待ち望む方が多く、
事前のチラシにより買うものを
決めて来店し希望商品を購入し
ていました。
多くの方にご来場頂き、沢山
のお買上、誠に有難うございま
した。今後もまた、企画し、ご
案内致しますので宜しくお願い
申し上げます。
会計精算待ちの列

中国人実習生が３年間の研修を終え帰国
～研修修了式・送別会が行われる～

平成 年４月から北鹿追の
㈱中野牧場、㈱成清牧場、南
瓜幕の増田昌司さん、中鹿追
の鈴木健太さんの各牧場で酪
農の技能実習を行っていた中
国人実習生５名がこのほど３
年間の研修を終え４月 日に
帰国しました。
入国当初は、日本語や文化・
習慣を学び、その後は近代的
な酪農技術習得に努め、３年
間の研修を満了しました。
４月 日に修了式・送別会
を開催し、技能実習生へ修了
証書が手渡され、木幡組合長、
増田外国人研修生受入農家連
絡会々長から技能実習の労い
と帰国後の激励の挨拶があり
ました。また、受入農家から
はこの３年間の思い出と、帰
国後の活躍への期待と別れの
挨拶がされました。
実習生からは日本のお父さ
ん・お母さん・家族へのお礼
と楽しかった研修期間の思い
出が述べられ、昼食をはさみ
参加者全員で記念撮影を行い
終了しました。
27

青空教室 を実施

４月５・６・ 日の日程で、町
地区におきまして生産者総勢
いての内容を中心に開催を計画し

かび病防除、豆類の播種作業につ

室を実施しました。気温が低かっ
ていますので、今回参加出来なか

名の参加により、第１回青空教

た為、ハウス内や車庫、会館での
った方もぜひご参加下さい。

小麦については起生期の
茎数を充分に踏まえた上で
の適期適量追肥や他町村の
優良管理事例、馬鈴しょに
ついては種馬鈴しょの品種
毎の温度管理方法、てん菜
については育苗管理、定植・
播種作業を中心に懇談しま
した。
参加者からは、今後の小
麦の追肥のタイミングや管
理方法、積算温度計の使い
方、てん菜の薬剤について
等多くの意見や質問を頂き
有意義な時間となりました。
今年は融雪が早かった事
から越冬後の小麦の生育状
態も良く、春作業も早く始
まり良い春を迎えられ、作
物の順調な生育が期待され
ます。

㈱藤丸が４月３日、Ａコープ

鹿追店で４回目となるミニショ

ップを開催しました。

昨年から始めた藤丸との共同

企画はほぼ定着し、午前 時半

の開始と同時に大勢の買い物客

が集まり盛況となりました。

当日、イベントスペースでは

かま栄の揚げかまぼこセット、

餅団子工房まるの手作りあん餅、

ドンクのミニワンセットの数量

限定販売、カーペットや春物衣

上然別地区での懇談の様子

懇談となりました。

豊富な商品の中から希望商品を買い求めます

今年 も入門者ゼミ を開講
今年度の入門者ゼ
ミでは、融資課が中
心になり、営農計画
書の作成や農業経営
の基本的知識向上を
目的に行い、農産課・
畜産課とも連携し経
営者としての意識を
更に高めて参ります。
今回は第１回目と
して、
「組勘とは」
・
「組勘収支報告書の
見方」をテーマに融
資課職員が説明を行
いました。参加者一
人ひとりが真剣な表
情で聞き入っていま
した。
説明終了後は昼食
を取りながら懇談し、
入門者ゼミを終了し
ました。
３月に一年間の参
加者の取りまとめを行いましたが、
興味のある方は総務部経営課まで

３月 日、次代を担う農業後継
者や女性農業者の経営参画に向け

３９２３）

お気軽にお問合せ下さい。
（℡

て、 名の参加のもと、入門者ゼ
ミを開講しました。

4
5

真剣な表情で取組む参加者の皆さん

双子座 5/21～6/21
【全体運】面倒見の良さを発揮することで、対人面に好影響が。持ち前の社交性を生かして。気分転換には音楽鑑賞が最適
【健康運】軽いスポーツを楽しむと体調に好変化が
【幸運を呼ぶ食べ物】キャベツ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】知的好奇心を刺激されやすい時期。やってみたいことがあれば、じっくり情報収集を。ネット関連の事柄も幸運
【健康運】スキンケアを丁寧に。調子が上向きそう
【幸運を呼ぶ食べ物】カツオ

14

10

料販売を行い、コインランドリ

66

－
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10

30

15

況

鹿追町に藤丸がやってきた大盛
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第
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第四
開催 弾を
し

総会では規約の設定・
平成 年度の活動計画
が提案され全会一致で
承認されました。
役員の選任について
は、会長を下鹿追地区
の奥田俊幸氏、副会長
に笹川地区の北真一氏
が選ばれ、事務局をＪ
Ａ鹿追町企画振興課が
担うことになりました。
また、総会終了後に
は参加して頂いた関連
会社のスペースアグリ
㈱、㈱ズコーシャより
低コスト可変施肥技術
について説明を頂き、
会場からは最新技術の
進歩に感心と驚きの声が聴かれま

催されました。当日は関係機関を

鹿追町ＩＣＴ研究会設立総会が開
術の普及に向け操作説明会や各種

操舵技術、可変施肥等のＩＣＴ技

今後は研究会が中心となり自動

土壌病害虫蔓延防止対策について
てん菜・ブロッコリー・キャベツ
アブラナ科であるブロッコリーや

ジャガイモ栽培において

いも

『ジャガイモシストセンチュウ』です。

キャベツ等に害を及ぼす『テンサ

本町の基幹作物であるてん菜や

特徴としては、土中に 年以上

最もリスクの大きな害虫の一つが

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
畑から根絶するのは困難な害虫で

寄生する為、一度発生するとその

生息しナス科のジャガイモのみに
ました。北海道への侵入の確認は

年初めて長野県で発生が確認され

イシストセンチュウ』が国内で昨

食すには問題ありませんがシス
る事から土壌の取扱いに注意が必

ンチュウ同様に土壌を介して拡が

無いものの、ジャガイモシストセ

トセンチュウは根部に寄生する為、
要です。

す。

ジャガイモの成長を阻害し不作に
害虫が存在する事から町民の皆様

各作物毎に土壌より感染する病

また近年では網走管内で国内初
には次の点にご協力下さいます様

つながります。

の『ジャガイモシロシストセンチ
お願い申し上げます。

で入らない

②町内や町外の他人の畑には無断

① 町外から土壌の持込みをしない

ュウ』の発生が確認され、大きな

問題となっています。
シストセンチュウは、抵抗性品

種の作付等、耕種的防除での対策

あり、まだ明確な対策方法が無い

ュウは現在薬剤散布等の試験中で
防止され、鹿追町の基幹作物であ

①～③の対応で病害虫の拡散が

の場所を換える

振興に寄与

本町農業の

年にわたり

きにわたり、本町農業の発展に

ＪＡ監事に就任以来、 年の永

吹上義雄氏は、平成５年に当

農業の振興に寄与されました。

監事として健全な農協経営の推
進に取り組まれ、本町農業の振
興に寄与されました。
お二人に産業功労賞受賞の感
想を伺いました。
佐藤雅仁氏

展にご尽力

町農業の発

わたり、本

展をご祈念致します。

産業振興により、輝く郷土の発

からも「共存同栄」に根差した

心よりお礼申し上げます。これ

この度、身に余る賞を拝受し、

されました。

成 年から

務理事、平

きにわたり監事という役職に取

家族の協力のおかげにより、永

地域・組合員・役員・職員・

吹上義雄氏
年から専

③家庭菜園では隔年で植える作物

事からジャガイモの植付けが出来

るジャガイモ・小麦・てん菜の持

がありますが、シロシストセンチ

なくなる等の問題があります。

続的な生産が可能になりますので、

町内では小麦縞萎縮病が

小麦

皆様のご協力をお願いします。

された功績

ご尽力されました。また、平成
年から退任されるまで、代表

24

り組み、この度、産業功労賞を
たな事業に取り組まれ、平成

鹿追町の益々の発展をご祈念申

は代表理事組合長として、その

年記念式典の産業功労賞表彰に

年には、町内初の鹿追町ＴＭＲ

し上げます。

りお礼申し上げます。

おいて、前組合長の佐藤雅仁氏

センターを完成させる等、本町

26

２３２６）までお問い

合わせ下さい。

課（☎

不明な点がありましたら、農産

確認されており、 症状としては、

かすり状の縞を示し黄化します。

そのため春先の生育が停滞し減収

の要因となります。

を讃えられ
表彰されま
した。
佐藤雅仁
氏は、平成
５年に当Ｊ
Ａ理事に就
任以来、

14

また、平成

年の永きに

24

受賞する事が出来ました。心よ

14

10

鹿追町ＩＣＴ研究会
設立総会 を開催

３月 日、ＪＡ鹿追町大会議室

はじめＩＣＴ関係会社三菱農機㈱、
研修会を実施し積極的に活動しま

した。

㈱岩崎、スペースアグリ㈱、㈱ズ
でお問い合わせ下さい。

すので、興味のある方は事務局ま

た。

コーシャの方々にも参加頂きまし

を会場に組合員 名の参加により、

30

佐藤雅仁氏、吹上義雄氏が永年の功績を
讃えられ産業功労賞に受賞される

去る、４月１日、鹿追町民ホ

11

と前代表監事の吹上義雄氏が永

田町長から賞状を授与される佐藤雅仁氏、吹上義雄氏（左から）

（右から）会長の奥田俊幸氏、副会長の北真一氏

高い識見と卓越した指導力で新

産業功労賞を受賞された佐藤雅仁氏、吹上義雄氏（左から）

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】意地を張りやすい傾向大。人の意見やアドバイスには素直に耳を傾けた方が好結果に。開運には土いじりが有効
【健康運】無理をしがち。疲れたら、十分な休憩を
【幸運を呼ぶ食べ物】ワカメ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】フットワークが軽くなる月。興味を引かれることに即チャレンジするなど、スピーディーな行動を。スポーツも◎
【健康運】快適に過ごせます。大いに体を動かして
【幸運を呼ぶ食べ物】ニンニク

7

98

66

－

23

27

ールで開催された鹿追町開町

TOPICS

す

かも

農 を醸
『農を醸す』では鹿追町農業の発展に向けて組織
されている組合や取組み内容を紹介する中で、農
業人の皆さんの心意気を発信しています。

監事（上幌内）

●鹿追町ミルキークラブはどの様
な活動をしている団体ですか
現在 名の会員で活動しており、

会長の中野大樹さん、会計の正保

について会長の鈴木健志さん、副
た仲間意識を大人になっても大切

ラブの様々な活動によって得られ

ています。

好きになってくれればと思っ

会員の子ども達が酪農の事を

く分からない事もありますが、

入会してまだ１年余りでよ

監事・台蔵 誠さん

けて欲しいです。

い出し、いつまでも交流を続

い頃は色々な事をしたなと思

追町に帰って来た時に、小さ

子ども達が大人になって鹿

監事・髙橋智彦さん

ます。

より一層深めて欲しいと思い

して、子ども達同士の交流を

会員の加入を積極的に推進

会計・正保拓也さん

てくれる事を願っています。

り、酪農に関する仕事に就い

じ将来子ども達が鹿追町に戻

ミルキークラブの活動を通

副会長・中野大樹さん

いです。

軽に集まって活動に参加して欲し

動ですが、全員参加を目標に、気

子どもの人数が少ない中での活

会長・鈴木健志さん

聞かせ下さい

●今後の活動目標と意気込みをお

ます。

がら一年間の活動計画を立ててい

換会」を開催し、情報交換をしな

昨年度からは「お母さんの意見交

さん方の意見はとても重要です。

活動を一番良く理解しているお母

程を合わせる為には、子ども達の

２校にそれぞれ通う子ども達の日

です。町内の小学校５校・中学校

一番大変な事は活動の日程調整

●苦労話はありますか

に搭乗体験をさせてもらいました。

トラクターを見せてもらい、実際

を視察したり、コントラ課の大型

し、搾乳ロボットを導入した牛舎

「酪農に関する体験教室」を開催

ラフティング体験や焼肉交流会、

具体的には、子ども達とカヌー・

にして欲しいとの思いで活動して

９年に発足しました。ミルキーク

同士の交流を深める目的で、平成

産農家の家庭を対象に、子ども達

小中学生の子どもがいる酪農・畜

23

拓也さん、監事の髙橋智彦さん・

監事（北瓜幕）

います。

髙橋

智彦さん

台蔵誠さんにお話を伺いました。

今回は『鹿追町ミルキークラブ』

鹿追町ミルキークラブ

めて

誠さん
台蔵

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】あれこれ考え過ぎてしまいそう。肩の力を抜き、気楽に構えましょう。リフレッシュには森林浴やハイキングへ
【健康運】小さなけがに注意。慎重に行動すること
【幸運を呼ぶ食べ物】モズク
蠍座 10/24～11/22
【全体運】勢いがあるときはいいけれど、小さなことでつまずきやすい暗示。失敗を引きずらず、サッと気持ちを切り替えて
【健康運】ストレス解消には軽い体操が効果的です
【幸運を呼ぶ食べ物】コゴミ

9

健志さん
鈴木

大樹さん
中野

拓也さん
正保

いつまでも

副会長（北鹿追）

会計（南瓜幕）

未来 の子ども達 へ
交流 を深

会長（笹川）

究
っと長い時間滞在してもら

始めましたが、観光客にも

平成２年にはいちご狩りを

ムイン研究会」を設立し、

そ の 後、
「鹿追町ファー

た事がきっかけです。

ァームレストランを開業し

な家」が当時では珍しいフ

レストラン「大草原の小さ

昭和 年に鹿追町にある

かけは何ですか？

なと思います。

仕事をやっていて良かった

ってもらえたら本当にこの

遊んでリフレッシュして帰

食べ物をたくさん食べて、

期間中に鹿追町のおいしい

る常連さんもいます。滞在

しみに毎年家族で来てくれ

鹿追町の景色や食べ物を楽

また、今では全国からも

事が何よりも嬉しいです。

たよ」と声をかけてくれる

感 も あ り ま す が、
「また来

でも多くの観光客が鹿追町

○今後の目標は何ですか？

が大切だと感じています。

追町全体をＰＲしていく事

行政の三者が手を繋ぎ、鹿

これからも組合員・ＪＡ・

感じています。その為には、

人にＰＲする事が大切だと

な農畜産物を町外の多くの

いしいと感じてもらえる様

を大切にし、町民の方にお

為に、今後も「地産地消」

物の良さを最大限に活かす

組合員・ＪＡ・行政の三者が
手を繋ぎ、鹿追町全体を
ＰＲしていく事が大切

○レストランを開いたきっ

別農業大学校の特別講師と
い、十勝・鹿追町の良さを
○グリーンツーリズムネッ
に来てくれる事が目標です

『 究（ き わ む ）』で は 個 人 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。

今回は北海道グリーンツ
して活躍されている笹川地
もっと知ってもらいたいと
トワーク活動を通して大

む
わ
き

ーリズムネットワーク会長
区の山岸宏さんにお話を伺
いう思いから、平成６年に
レストラン「カントリーパ
ですか？

切だと感じている事は何
トでのＰＲもありますが、

だけでなく、インターネッ

ね。今は観光パンフレット

何ですか？

○営業していて感じる事は

思います。

えばとても勉強になったと

とても苦労しました。今思

なく、関係法令も難しく、

申請等の各種手続きだけで

に大変でしたね。営業許可

開業するまでの準備が特

ーは増えています。

いますが、着実にリピータ

キ」をメニューで提供して

私の店でも「鹿追牛ステー

生産体系を確立しています。

鹿追育ち」の町内完結型の

も、鹿追牛は「鹿追生まれ・

ランド」もあります。中で

こだわった特産品「鹿追ブ

また、品質・おいしさに

本当に最高のＰＲだと私は

ピーターになっていく事が

として口コミで広がり、リ

して、その積み重ねが結果

おもてなしが出来ます。そ

客さんに心を込めた最高の

になり、来店してくれるお

また頑張ろうという気持ち

してくれる仲間がいるから

支えてくれる家族や応援

父元幸さん・母二美子さん

幌内の加藤さんご夫妻は
行っています」

には必ずメンテナンス等を

ロスする為、農作業開始前

も多く、気を抜けない緊張

うかをしっかりと見極めた

合った必要な機械なのかど

切にし、現状の経営規模に

るので、父の様に機械を大

この様な鹿追町の農畜産

ふれる家庭を築いて行きた

絵理さん「家族皆で笑顔あ

きたいです」

ィズニーランドに連れて行

の畑に馬鈴
絵理さん「怪我をしない様

いです」と楽しく仲良く話

と共に、約
しょ、てん菜、小豆、小麦、

上で導入したいです」

広高等看護学院を卒業後、

町出身で帯広三条高校、帯

奥様の絵理さんは、幕別

管理作業や収穫が遅

品質が低下したり、

が遅れ、結果として

上続き、作物の生長

の経営面積を維持し

剛慎さん「いつか家族をデ

でした。

してくれた加藤さんご夫妻

に日々安全第一で作業をし

帯広厚生病院で勤務されて

れたりする事です。

がいについて

て行ける様に、必要

○家族の目標

加工キャベツ、スイートコ
を作付しています。
「農業は天気に左

剛慎さんは、鹿追高校、
士幌高校農業特別専攻科を

右される事が多く、

いました。友人の

また、夏の暑い日の

雨や低温が一週間以

紹介で剛慎さんと

草取り作業が特に大

婚されました。

剛慎さん「日々の

な機械を今後導入し

「将来、両親が農

作業が順調に進む

て行きたいと考えて

○農業を行う上で

様に事前準備をし

いますが、自分が小

業を引退した後も今

っかりと行ってい

ている機械を今も父

学生の時から使用し
中に機械が故障す

が大切に使用してい

ます。特に農作業

の心掛けややり

○今後の目標

知り合い、縁あっ

ました。

卒業し、平成 年に就農し

○大変だと感じている事

ています」

思います。

地元のリピーターがとて

ですか？

○開業した時の思い出は何

を開業しました。

年にコテージ
十勝・鹿追町は農村景観
やっぱり最後は「人」なん

パ」
、平 成
が整備されていて、強い農
だなと強く思います。

63

業基盤が確立しています。

10



で、農村景観のあり方や人
いました。

父のように機械を大切に使用したい

永遠の目標ですが、一人

的交流に積極的に目を向け、

宏さん
山岸
笹川

ーン、飼料用とうもろこし

レストラン＆コテージ「カントリーパパ」経営

変です」

あお と

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】珍しく神経質になりがち。やたらと後ろ向きな発想をしやすいので、意識してプラス方向に捉えるのが賢明
【健康運】運動不足で太りやすい。クヨクヨもＮＧ
【幸運を呼ぶ食べ物】ジャガイモ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】楽しいことに縁あり。飲み会や旅行などに誘われたら、気軽に参加してみるとラッキー。芸術鑑賞も良い刺激に
【健康運】適度な気晴らしが健康キープのポイント
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴボウ

11

26

ると大きく時間を

てん菜の水やり作業中の剛慎さん

60
ha
20

て平成 年にご結

幌内

加藤 剛慎さん・絵理さん・碧人くん
たけのり

深川の北海道拓殖大学と本

マイ ドリーム

①中鹿追
②平成３年 月 日
③酪農・畑作
④バスケットボール
※鹿追で水・土曜日活動中。メン
バー募集しています。

①笹川
②平成７年 月 日
③酪農
④ドライブ
⑤楽しくやっていけたらいいな
と思っているのでよろしくお
願いします。

①地区名（支部）④趣味
②生年月日
⑤抱負
③経営形態

プロフィール紹介

⑤ 全力前進まずは一からしっかり学
んで即戦力になれる様、
頑張ります。
皆さんよろしくお願いします。

青年部

新入部員紹介
の部員が新たに入部しました。

身）は平成 年４月から樽

尾崎 緑さん（福島県出
娩した時ですね。本当に幸

牛が無事に親牛になって分
募集しています使」

たので、只今ゴルフ友達を

されています。

見牧場の従業員として活躍
とても楽しいです」

関係の友人が増えて毎日が

せを感じます。また、酪農
く長く続ける為に身体に気

番、これからも酪農を楽し

今後の目標は「健康が一

た時、ピュアモルトの産業

牧場を残したいと考えてい

ており、将来、後を継いで

です。最近はゴルフも始め

な動物を撮影したりする事

に行ったり、カメラで好き

休日の過ごし方は「温泉
して下さいました。

いです」と明るく楽しく話

をつけた生活をしていきた

祖父母が酪農業を経営し

研修制度を知り、参加した
のがきっかけで樽見牧場で
働く事になりました。
尾崎さんに働いてみた感
想を伺いました。
「酪農は生き物を飼育し
ているので休みが無いだけ

【生年月日】 平成７年６月 日
【出 身 地】 大阪府
【出 身 校】 酪農学園大学
【抱
負】 一日でも早く顔と
名前を覚えて頂けるよう精進致
しますのでよろしくお願い致し
ます。

日

【生年月日】 平成 年４月 日
【出 身 地】 帯広市
【出 身 校】 帯広南商業高等学校
【抱
負】 いち早く戦力とな
れるように頑張ります。そして、
組合員の皆様と良い関係を築き、
ＪＡ鹿追町になくてはならない
存在になれるよう努めていきます。

【生年月日】 昭和 年 月 日
【出 身 地】 鹿追町
【出 身 校】 北海道総合電子専門学校
【抱
負】 鹿追町の農業と地
域社会のより一層の活性化に貢
献出来るよう、精一杯頑張って
まいりますので、よろしくお願
い致します。

【生年月日】 平成 年５月２日
【出 身 地】 清水町
【出 身 校】 帯広南商業高等学校
【抱
負】 多くの方々から信
頼される職員になれるよう、積
極的な行動と笑顔を心掛けます。
そして、一人前の社会人を目指
していきたいです。よろしくお
願いします。

すくすく大きく成長してね使

でなく、朝も早く重労働と
いうイメージしかありませ
んでした。でも、実際に酪
農に携わると牧場によって
牛のつくり方や飼育方法が
違い、その違いが牧場ごと
の特色を生む奥深い仕事だ
と感じています。また、毎
日樽見さんご夫婦と仕事を
して、大好きな牛に癒され
ながら生活をしていたら、
私自身性格が以前と比べて
とても穏やかになった様な
気がします（笑）
」
仕事でやりがいを感じる

【生年月日】 平成８年２月 日
【出 身 地】 芽室町
【出 身 校】 北見工業大学
【抱
負】 一日も早く仕事を
覚え、農協職員として組合員の
方々から、信頼される存在にな
れるよう頑張ります。よろしく
お願いします。

【生年月日】 平成７年８月８日
【出 身 地】 音更町
【出 身 校】 日本体育大学
【抱
負】 この度信用部融資
課相談業務に配属となりました。
一日でも早く仕事を覚え、組合
員の皆様が農作業に集中出来る
環境を提供したいと思います。

【生年月日】 平成７年５月
【出 身 地】 江別市
【出 身 校】 北海学園大学

負】 「すべては組合員
のために」という気持ちを忘れ

【抱

ずに、頑張っていきたいです。

み

な

え

事は「勤務し始めた頃の仔

たく み

【生年月日】 平成 年２月 日
【出 身 地】 帯広市
【出 身 校】 帯広南商業高等学校
【抱
負】 一日でも早く仕事
を覚えて皆様のお役にたてるよ
う頑張ります。融資の窓口にお
りますので本所にお越しの際は
声をお掛け下さい

【生年月日】 昭和 年４月 日
【出 身 地】 広島県広島市
【出 身 校】 モンタナ大学
負】 ３年前にあこがれ
【抱
の北海道へやってきました。地
域を盛り立てる仕事の一助とな
れるよう頑張っていきたいと思
います。よろしくお願い致します。

12
13

たく み

緑さん
尾崎
JA期待 の新戦力

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】親しい人に対して、つい口うるさくなってしまう気配。見守る姿勢を大切に。リラックスするには足湯がベスト
【健康運】開運には不規則な生活習慣の改善が必須
【幸運を呼ぶ食べ物】メロン
魚座 2/19～3/20
【全体運】コミュニケーション運が活性化。初対面の人とも楽しく話が弾みそう。人脈を広げた分、チャンスも広がります
【健康運】姿勢を正せば健康面にうれしいご褒美あり
【幸運を呼ぶ食べ物】アジ

林田絵菜美
お

ま

すぎ うら

あや

たに がみ

10

はやし だ

杉浦 真央
18

綾
谷上
27

拓海
たけ しま

やま おか

たつ ま

25
14

山岡 樹真
ゆう や

すが わら

裕也
菅原

10

①上幌内
②昭和 年８月１日
③酪農
④映画鑑賞、スーパーで買い物、
料理
⑤なるべく多くの行事に出れる
様に頑張ります。

11

12

28

武島
11

50

11

12

48

卓己

さか ぐち
こう き

れい
た なか
ゆう すけ

坂口

14

４名

①上幌内
②平成８年１月 日
③酪農
④ドライブ、映画鑑賞
⑤青年部の活動を通して 、 様 々
な事を学べたらと思っ て い ま
す。

60

た むら

26

30

田村 康紀

とても楽しいです

樽見牧場従業員
上然別
伶

田中

悠輔
い とう

けん ご

か さい

ゆう すけ
とも や
た はら

朋弥

田原

建伍
G西
26

濱田 祐輔

はま だ

酪農 は
奥が 深く
伊藤

10

写真で語る「ＪＡ通信しかおい」

写真で語る「ＪＡ通信しかおい」

ご愛読ありがとう
発刊

500号記念特集

写真で語る「ＪＡ通信しかおい」
町民の多くの方々に親しまれ、昭和24年より発刊を続けて
参りました当ＪＡの広報誌「ＪＡ通信しかおい」の500号の
発行を迎えました。
これからも、組合員・町民の皆様に一層親しまれる誌面づく
りに取り組んで参りますので、ご愛読の程お願い申し上げます。

15
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写真で語る「ＪＡ通信しかおい」

2014

12月

2014

年金友の会温泉旅行

11月

2015
てん菜生産者
北鹿追 植田明義農場

2015

2015

7月

笹川

髙田

よしかず

貴一 さん

5月

和弘 さん

上村 政浩 さん

ひろみ さん

太陽のマルシェ

緑 さん

11月

4月

ショッピングパーク
ららぽーと和泉店前

3月

「鹿童」の皆さん

ご夫婦で還暦を迎えられた
三坂 敏弘さん、恵子さん

野菜育苗施設

2015

フィナーレを飾る餅まき

鹿追小ソーランチーム

2015

6月

2016

2016

ＪＡ整備工場駐車場

1月

2015

かみむら

上然別

8月

2015

Ａコープ鹿追店

2015

12月

2016

アスパラ生産者

菊池

2014

9月

2月

2015

ご夫妻で還暦を迎えられる
髙橋 博さん、美智子さん

2016

17

美蔓 髙田泰輔さんご家族と
関係者の皆さん

2015

8月

2016

中鹿追

2014

10月

3月

2015

優勝した通明チームの皆さん

1月

6月

2014

第33回ふるさと産業まつり

2015

4月

9月

写真で語る「ＪＡ通信しかおい」

10月

5月

2014

参加者を代表して記念品を
受取られたお二人
笹 川 中野
廣 さん（右）
上然別 真柄たかゑ さん（左）

2016

2月

南瓜幕

2月

2014

幌内地区

7月

瘧師

る

と

そう ま

颯馬くん（２歳）、さゆりさん
たかひろ

たけし

（前列左から）貴大さん、猛さん

農協賞を受賞された
中鹿追

あ

（後列左から）亜琉斗くん（３ヵ月）、綾香さん、

和男 さん
千里 さん

2014

6月

2014

1月

還暦・年男・年女を迎えられた
（左から）高橋

アスパラ生産者
中鹿追

吹上

勝彦 さん

めぐみ

愛さん、幸雄さん、智彦さん

2014

5月

2014

鹿追町熟年会の皆さん

4月

2014

青年部

ひろふみ

（後列左から）大野浩史さん、上嶋浩二さん
（前列左から）高橋宏輔さん

女性部
田中さゆりさん、髙橋孝子さん
蓑口美香さん、植田葉子さん

3月

シニアの部優勝 笹川Ａチーム
（後列左から）
加藤 恵美さん、戸草 勢一さん
（前列）
戸草由佳子さん

一般の部優勝 通明Ｂチーム
（後列右から）
（前列右から）
井馬 功太さん
大久保慎也さん
山西 康弘さん
佐藤
成さん
加藤 友彦さん
熊谷めぐみさん
熊谷
拓さん

16

写真で語る「ＪＡ通信しかおい」

通常総会 の
ご案内

第70回通常総会は

５月25日㈮ 午前９時30分より
ＪＡ大会議室で開催します

2016

11月

2016

2016

10月

にんじん・じゃがいも詰め放題

オープンセレモニー

2016

9月

下鹿追地区 大上農場

2016

8月

ウィスコンシン州
Snudden Farms にて

7月

笹川

石村

正昭 さん

笹川

藤野

裕子 さん

義広 さん
敏枝 さん

※お忙しい事とは存じますが、時間厳守でご出席下さい

車上狙い多発 

2017

3月

一般の部優勝 瓜幕Ａチーム

シニアの部優勝 通明チーム

（後列左から）
浅野 永順さん、山中 康司さん、田中 貴大さん
（前列左から）
江崎 里香さん、田中 綾香さん、土屋 寛子さん

熊谷 拓さん、熊谷 浩司さん、金須 秀昭さん
熊谷 めぐみさん、佐藤 純也さん

2017

2月

2017

1月

あかん湖鶴雅ウイングス

2016

12月

ご夫妻で還暦を迎えられる
れい こ

小林 淳一 さん・鈴子 さん

功労者表彰

農村地区・公共駐車場 が狙われています
財布、鞄等を車内に置いたままにしないで
鹿追町・鹿追町防犯協会・新得警察署
2017

8月

テープカット

7月



年３月
日

田 浩 典
上 愛 理
野 由 依

2017

12月

参加者を代表して記念品
を受取られたお二人
東瓜幕

髙橋
髙橋

孝夫さん（左から）
フサエさん

2018

4月
19

（左から）

農協賞
上村賞
農協賞

伊藤 和広さん・和 子さん
中野 松雄さん・恵美子さん
井馬 啓至さん・典 子さん

2017

6月

2017

親子三代でアスパラづくり！
（左から）
ゆう た
中鹿追 吹上英輝さん、吹上侑大さん、吹上義雄さん

2017

5月

オープンと同時に大行列
A コープ鹿追店

4月

昨年の町内てん菜糖収量トップ
東瓜幕 山西 吾郎 さ ん

人事異動

平成

31

藤
井
松

年４月１日

30

購買部整備工場主幹（整備業務）
藤 井 宏 義

購買部整備工場主任（整備業務）
山 根 哲 仁

購買部整備工場主任（鉄工業務）
高 橋 隆 宏

購買部整備工場主任（資材店業
務） 
河 野 泰 和

〈見習い〉
総務部管理課（管理業務）
坂 口 卓 己

総務部経営課（農政企画業務）
菅 原 裕 也

信用部融資課（相談業務）
田 村 康 紀

営農部農産課（農産指導業務）
葛 西 建 伍

営農部畜産課（畜産販売業務）
武 島 拓 海

購買部資材課（資材業務）
山 岡 樹 真

総務部管理課（管理業務）

浅 野 倫 秀

林 田 絵菜美

信用部融資課（融資業務）

日

杉 浦 真 央

信用部貯金共済課（貯金業務）
谷 上
綾



年４月



15

〈内部異動〉
信用部融資課主任（融資業務）
濱 澤 一 平

信用部融資課（相談業務）
川 上 真 依

営農部農産課主任（野菜施設業
務） 
道 見 正 夫
営農部農産課主幹（穀類集荷施
設業務） 
宮 本 省 吾
営農部畜産課主任（酪農指導業
務） 
三 上 貴 博
営農部畜産課主任（酪農生産業
務） 
長 岡 好 晴

平成

依願退職

30

依願退職




平成

総務部管理課長兼務
森
学

総務部管理課考査役（ＴＭＲセ
ンター担当） 百 武
江
総務部経営課長
高 橋 純 代

信用部貯金共済課長
清 野
収

購買部資材課長兼務
加 藤 真 哉

営農部農産課調査役（野菜施設
業務） 
佐 藤 留理子
東瓜幕事業所長
大 村 大 祐

営農部農産課主任（農産販売業
務） 
馬 場 蓮 也
総合職員
購買部資材課主任（機械燃料業
務） 
飯 田 恵 千
購買部整備工場勤務
（鉄工業務）
菊 地 基 樹

信用部貯金共済課勤務（共済業
務） 
國 島 綾 里
信用部融資課主幹（相談業務）
匂 坂 素 子

営農部農産課主任（農産指導業
務） 
高 田 裕 司
営農部畜産課主任（酪農生産業
務） 
増 地
哲
営農部畜産課主任（畜産販売業
務） 
高 橋 征 子
営農部コントラ課主幹（農作業
受委託業務） 田 守 春 彦
営農部コントラ課主任（農作業
受委託業務） 石 村 明 泰
営農部コントラ課主任（農作業
受委託業務） 井 端 健 人

30

2017

オープニングセレモニー

2017

2017

11月

ビートポット作業
北鹿追

河辺

昇 さん（中央）
美恵 さん（左）
雅俊 さん（右）

千の公園

2018

3月

10月

一般の部優勝 瓜幕Ｃチーム
田中貴大さん、城 千裕さん、城 知大さん
正保奈美江さん、藤田磨美さん

左から

上村優太さん、上村慎吾さん、上村政浩さん

シニアの部優勝 通明チーム
金須秀昭さん、土屋克敏さん、熊谷浩司さん
熊谷めぐみさん、佐藤純也さん

9月

上然別

（後列左から）
（前列左から）

2017

良質な豚肉生産が高く評価される

2018

2月

笹川

田

中

清
陽

優勝した通明チームの皆さん

文 さん（左から）
子 さん
伶

さん

2018

1月

中鹿追

還暦・年男 瘧師
年女

和男 さん（中央）
千里 さん（左）
房子 さん（右）
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正組合員の事業利用の2分の1を越えてはならない』との意見を示したことで、准組合員に

ポイント

【第３回】規制改革推進会議とは

土作り
石灰200g/㎡、ようりん400g/㎡、肥料としてＪＡ肥料工場で設計・作
成している NY000（農配野菜用）150g/㎡を混ぜ込む。
さらに、ネギバエの防除用にダントツ粒剤も６g/㎡も混ぜ込んでおく。

畑作り

〈タマネギ〉
30㎝のうね幅、株間は10㎝。
うねは立てず、平にしておく。
80cm

15cm

30cm
10cm

8cm

ベントレート水和剤を50倍に希釈します。
防除の為、苗の定植前に５分間、苗を浸漬
させます。
〈定植後５日〉
ネギバエ・タネバエの防除の為、エルサン
乳剤を1,000倍にし、散布する。

生徒

『規制改革推進会議』は総理大臣のアドバイザー的な機関で、議論した内容
を総理大臣に意見する組織だよ。農業ワーキンググループは、
「農業の成長
産業化」を目的に農業関係の規制をテーマに話し合いをしているね。
背景には、信用・共済シェアを奪いたい「グローバル企業」と、
「在日米
国商工会議所」の思惑があると言われているよ。

生徒

先生

クミカン廃止の議論の時もそうだけど、北海道の各地域の実態を
無視して東京で議論しているよね。准組合員の利用規制が地域の農
業や経済に悪影響を与えるとしか思えないけど、規制されちゃった
らどうなるの？

ポイント（ハウス内の場合）
乾燥には強いが、湿害には弱い
ので水のやり過ぎには注意する。
根張りが浅いので水をやる時は
たっぷりと与えます。

貯金額やＡコープ・ガソリンスタンドでの准組合員の利用量が、正組合員
の利用量の半分を占めているＪＡで考えてみようか。
新たに町に住む人が、給与振込や家賃引落し用に貯金口座を作ろうとして
も准組合員になれないから、口座開設ができないし、Ａコープやガソリンス
タンドも利用できないから、食べ物やガソリンが買えないかもしれない。

種

〈長ネギ〉 ☆土寄せをして軟白部分を楽しむ根深ネ
ギと土寄せをしない葉ネギ！
根深ネギ（白ネギ）
・東日本で出回っているネギで太くて、白い部分が
多くあるのが特徴。土寄せをして軟白部分を作る
必要がある。
・加熱すると甘みが出る。
・下仁田ねぎ、千住ねぎ等。
葉ネギ（青ネギ）
・西日本で出回っているネギ。細くて緑色の部分が
多いのが特徴。
・葉先から白い部分まで食べられます。
・万能ネギ、九条ネギ等。
リーキ（ポロネギ）
・見た目はずんぐりした西洋のネギ。
・白い部分を食し、グラタンや煮込み料理に使用す
る。緑色の部分は硬いので出汁に使うと良い。
21

「農協改革」を旗印に、准組合員の利用を規制しなさいと言ってく
る『規制改革推進会議』ってどんな組織で、ねらいは何なんだろう？

15cm

植付け

品

ついて議論が進められています。今回はこの意見の背景を考えてみましょう。

ネギ類はアルカリ性の土壌と
リン酸を好むので土作りの際
には事前に石灰やようりん等
を施肥しておきましょう！

※葉ネギ類以外は種から育てる事は難しい
ので植付けには苗を用意しましょう

〈長ネギ〉
80㎝のうね幅、株間は８㎝。
播きつける場所は15㎝程掘り下げておく。

平成26年５月、
「規制改革会議 _ 農業ワーキンググループ」が『准組合員の事業利用は、

長ネギ・タマネギ
畑作りから定植まで

ＪＡニュース

家 庭 菜 園

今期は長ネギ・タマネギを中心に、
ホウレンソウやミズナ等の葉物野菜も交えながら
栽培方法をお伝えしていきます。

准組合員について学ぶ（全4回シリーズ）

〈タマネギ〉 ☆早生種と中生・晩生種を組み合わせる
ととても長い間、収穫を楽しむ事ができます！
早生種
・早くから玉が太るのでとう立ちが少なく、早く収穫
できるメリットがある。
・水分が多く甘みがあり、新タマネギとしてサラダ等
に向くが、貯蔵には向かない。
中生・晩生種
・中生と晩生を組み合わせて長い期間収穫を楽しむ事
ができる。
・収穫時期までは長いが、収穫量が多い。
・貯蔵性が良い。
赤タマネギ
・普通のタマネギに比べ水分が多く、辛味が少ないの
が特徴。
・赤色で食欲も増進され、サラダにも適している。

生徒

先生

えぇ！地域の皆さんが、自分の意思でＪＡを選んで利用するのが、
ダメになっちゃうんだ。道内にはＪＡしか金融店舗やＡコープがな
い地域もあって地域インフラを支えているのに…。何かできること
はないかなぁ。

ＪＡグループは、地域を守るためにも規制に反対の姿勢を取っているよ。
でも、それだけでは足りないんだ。ＪＡを利用する組合員一人ひとりが、
ＪＡが利用できなくなるとどうなるか、ちゃんと自分事として考えて、ＪＡ
が地域に必要なんだと声を上げないと、このまま規制されるかもしれないよ。

先生

そうなんだ。僕も自分事としてＪＡが利用できないとどうなるの
か、地域のためにＪＡが果たしている役割を考えてみるね。
生徒

平成29年８月

ＪＡ北海道中央会作成
20

の日。国民の祝

・力点・作用点が

クロスワードパズル
タテのカギ
①てこには
あります
③５月５日は
日です
⑤父や母の兄弟です
⑥川の流れの急な所
⑦別名は虞美人草、ポピー
⑨日本庭園だとコイが泳いでいる
ことも
⑪刃物で紙に描きます
⑬生物や化学を学ぶ教科
⑮無地ではない衣服

⑰バイオリンや笛のこと
⑲鳥よけに張ることもあります
⑳唱歌『春の小川』の歌詞に出て
くる花
㉑レイシとも呼ばれる果物
ヨコのカギ
①潮の引いた浜で貝を探します
②マジシャンが披露するもの
』

③ストー夫人の著書『アンクル・
トムの

を飛

④輪のある惑星として知られてい
ます
⑥急いで記した文字のこと
⑧野球部の監督が選手に
ばした
⑩動物がよく通る所にできます

〈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、「さら
さらキャノーラ油」です。多数の

名）
の中

ご応募お待ちしています。

〈４月の正解〉

名
（応募総数

177

⑫魚やイカの呼吸器官

春だ！
花見だ！
焼肉だ！

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

177

⑭化粧をするときにのぞきます

コ

Ａコープにおまかせ♪

⑯イースター島の巨大な石像

ノ

焼肉の注文なら
⑱同伴者のこと

ケ
正解者

タ

〈当選者〉 
（敬称略）
髙 塚 佳代子
宇 井 節 子
中 村 友 美
佐 藤 洋 子
下 川 瑞 稀
箱 崎 友有子
吉 田 真奈美
山 本 菜 摘
木 幡 夏 希
橋 爪 喜美子
三 部 千恵子
茂古沼 明 美
飯 沼 豊 子
山 木 和 恵
中 谷 和 瑚
西 嶋 勝 江
清 野 義 男
五十嵐 喜美子
遠 藤 恵美子
山 本 葵 葉

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

ご注文は鹿追店サービスカウンター、各事業所まで。
東 瓜 幕
緑町２丁目
仲町２丁目
西町１丁目
上 幌 内
泉町２丁目
仲町３丁目
泉町２丁目
中 瓜 幕
東町２丁目
柏 ヶ 丘
元町４丁目
鹿追北５線
緑町１丁目
笹
川
下 鹿 追
仲町１丁目
南 １ 線
泉町２丁目
北 鹿 追

22
23

10

Ｄ

スカウンターでお受取り下さい。

総務部 管理課 坂口 卓己

20

Ｃ

でした。
Ｂ

Ａコープ鹿追店・瓜幕店・東瓜幕店
66-2250 67-2131 67-2331
〈今月の抽選者は私です〉

鹿追町産の美味しい牛肉・豚肉をご賞味下さい。
人数・ご予算にあわせてお見積り致します。
Ａ

花

到
ン
ズ
来
ー
で
シ
す !!
見
〔401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？

