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たかはし

笹
パパ

髙橋

川

将太郎さん

旺佑くん
ママ

樹理さん

年１月 日

28

︻生年月日︼

平成

︻年齢︼

２歳４ヵ月

︻名前の由来︼

周囲の人と支え合いなが

ら元気にたくましく育ちま

すように

︻初めて話した言葉︼

じじ（じいちゃん）

︻好きな遊び︼

車のおもちゃであそぶ

︻好きな食べ物︼

いちご

鉄棒

くしゃくしゃの笑顔

姉ちゃんと兄ちゃんの変顔

泣いている姉兄をよしよ

ししてなぐさめていた時

︻特技︼

︻チャームポイント︼

︻笑いのツボ︼

︻成長を感じた瞬間︼

︻パパママから一言︼

すくすく、元気いっぱい

に育って下さいね使

（左から）旺佑くん、壮平くん（４歳）

おうすけ
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さつまいもの和風ポタージュ

材

料 （２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５月 日

さつまいも・薄切り
 ………1/2本
（140ｇ）
玉ねぎ・薄切り…1/4個分
バター………大さじ１
本だし………小さじ１

30

作り方

28

2018

農畜産加工サークル

①フライパンに油を熱し、飾り用の玉ねぎを素揚げし、
油を切っておく。
②鍋にバターを熱し、玉ねぎ、さつまいもの順に焦がさ
ない様に炒める。
③本だし、Ａを加え、さつまいもが柔らかくなるまで煮
て、粗熱を取る。
④ミキサーに③を入れてかけ、なめらかになったら鍋に
戻し入れ、Ｂで味を調える。
⑤器に④のスープを注ぎ、①の飾り用の玉ねぎを飾る。

番地

6月

水………………１カップ
Ａ
牛乳……………１カップ
しょう油……小さじ1/2
Ｂ
塩……………………少々
玉ねぎ・薄切り飾り用…20ｇ
サラダ油……………適量

51

美 蔓

加

藤

義

雄 さん
14

春先の高温により露地栽
培の出荷は平年より早まり、
４月 日から鹿追産グリー
ンアスパラガスの収穫が始

まりました。
今年のアスパラ部会の耕

作者は 戸・収穫面積
12
ha

０㎏、取扱数量は ．５㌧

で、反当たり生産目標３７

21

を計画しており、収穫・選

果作業は６月下旬まで続き

ます。
鹿追産グリーンアスパラ

ガスは、有機質をふんだん
しかりべつ高原の澄んだ空気と太陽光に育まれ
甘く柔らかく仕上がった「グリーンアスパラガス」を
皆様の食卓にお届けします。

融雪が早かった事から、
例年よりも早い４月 日か
らの植付スタートとなりま

《ビート直播・移植》
４月 日より直播栽培の

播種作業・ペーパーポット

の移植作業が開始されまし

た。
播種後も大風や霜害が無

く、順調な初期生育となっ

ています。
移植も植付開始が早く、

《キャベツ定植》
４月 日～８月上旬まで

７月中旬～ 月末頃

ツが出荷されます。

全国各地に鹿追町のキャベ

月から収穫作業が始まり、

定植作業が行われます。７

000000000000000000000000000000000000000000
収穫

10

した。
５月３日以降は降雨の日
が多く作業が停滞しました
が、 日頃より徐々に圃場
条件が良くなり、５月中旬

適度に水分もある事から生

21

《馬鈴しょ植付》

000000000000000000000000000000000000000000

順調な生育が期待されます。

定で進めています。今後の

を５月下旬には終了する予

１千ヘクタールの播種作業

作業を七班体制で行い、約

は耕起・整地・播種の一連の

格的に始まりました。作業

うもろこしの播種作業が本

コントラ課では飼料用と

《飼料用とうもろこし播種》

豊穣 の秋 を願 って
春 の植付作業完了

のでご利用下さい。

ー窓口で取扱っております

店・各事業所・野菜センタ

申し込みは、Ａコープ鹿追

「全国発送ギフト」のお

ご賞味下さい。

の で、「 旬 の 野 菜 」を 是 非

の取扱いも行っております

しており、「全国発送ギフト」

Ａコープ鹿追店で取扱いを

お土産用・自宅用として、

ます。

地で高い評価を頂いており

感が特徴的であり、全国各

ても甘味が強く柔らかい食

に利用している事から、と

「全国発送ギフト」の
〜お申し込み先〜

育は良好となっています。
月頃

：

18

10

までに植付が完了しました。

000000000000000000000000000000000000000000
収穫
：

今後は適期の培土・防除
等により、良品質の馬鈴し
ょ確保に向けた肥培管理が
進められます。

ポテトプランターでの植付作業

ビート移植機での移植作業

キャベツの移植機での定植作業

鹿追町産

加藤 義雄 さん

アスパラガス収穫最盛期！
美蔓

今が旬の「鹿追町産
アスパラガス」を生産
している美蔓地区の加
藤義雄さんに消費者に
向けて一言メッセージ
を頂きました。
鹿追町産のアスパラ
ガスは色や香りが良く、
甘みが強く柔らかい食
感が特徴です今年は
天候にも恵まれ、とて
も順調に生育していま
す。
とても美味しいので、
皆さんたくさん食べて
下さいね。

2
3

44

☎66-2250
☎67-2117
☎67-2332
☎66-1870
○Ａコープ鹿追店
○Ａコープ瓜幕店
○Ａコープ東瓜幕店
○野 菜 セ ン タ ー

30

17

10

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】知識欲が旺盛になっている月なので、引かれることがあったら、情報収集を。耳寄りな話題をゲットできるかも
【健康運】おおむね安定。運動で軽く汗を流しましょう
【幸運を呼ぶ食べ物】エダマメ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】プライベートの充実に意識を向けるとグッド。やるべき作業を早めに片付けて、好きなことや趣味に打ち込んで
【健康運】小まめなストレス解消を。笑顔に効果大
【幸運を呼ぶ食べ物】スズキ

今年も収穫が始まりました

収穫 ８月下旬～ 月中頃

コーンプランターでの播種作業

鹿追町産アスパラガス
10

：

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

第 回十勝ブラック

アンドホワイトショウ

が十勝農協連家畜共進

会場（音更町）で５月
日に開催されました。

２歳シニアクラス １位入賞
ベストアダー獲得

第 回南十勝ブラッ

クアンドホワイトショ
ウが大樹町家畜共進会
場（大樹町）で４月
日に開催され、天候に
も恵まれ、大勢の来場
者で賑わいました。
今年は十勝管内から
頭の出品となり、そ
のうち本町からは４頭
が出品しました。
審査は、中川将氏（中
標津町酪農家）によっ
て行われ、十勝管内の
優秀な牛が出揃う中、
本町出品牛は３頭が入
賞する活躍となりまし
た。
本町出品牛の各部上
位入賞牛の結果は下記
の通りとなりました。

本町出場牛上位入賞者

肌寒い天候でしたが、

第５回ブラック＆ホワ

イトフェスティバルも

同時開催された事から、

大勢の来場者で賑わい

ました。
今年は十勝管内から

１３８頭の出品があり、

本町からは５頭が出品

しました。
審査は、角倉充彦氏

（大樹町酪農家）によ

って行われ、十勝管内

の優秀な牛が出揃う中、

本町出品牛では笹川地

区石村雄輝氏（繁殖者

石村正昭氏）出品のプ
アテ

リンセスデール ノリ

ツタ ポツター

イツク号が、２歳シニ

アクラス（第９部）の

１位とベストアダー（そ

のクラスで最も優れた

乳器）を獲得する結果

となりました。

よる放牧草の利用効率向上を図る

乳牛育成牧場では、集約放牧に

ました。今年は融雪が順調に進み、
と共に、事故防止の徹底と、飼養

年度の夏期入牧を実施し

適度な降水量と４月後半の気温が
管理技術の向上を図り、生産性が

平成

比較的高かった事もあり、牧草の
高く健康な乳牛の育成に努めて参
ります。

生育が順調な状況です。
この為、昨年同様の５月８日か
ら夏期入牧の受入を開始し、延べ

５回の受け入れで２、４００頭余

りが入牧しました。
放牧地に放たれた牛達は、美味

しそうに青草を食べ、放牧地の傾

斜地を歩く事で足腰の強い乳牛に

なる様、広い牧草地でゆったりと

した生活を送ります。
その後、約５カ月間の放牧期間
を終えた 月中旬頃に委託された
酪農家の元へ戻る予定となってい
ます。
今年も北町２丁目（ＪＡ穀類集

輝

荷施設北側）でＪＡ鹿追町町民農

雄

園を開園しました。

村

全 区画の畑（１区画幅約５．

石

５ｍ×長さ約８ｍ）に対し、 名

輝
輝
伶

の方から全区画分の申込みを頂き、
皆様に無料で貸し出しています。
今後とも地域の皆様のお役に立
てる、地域に密着した事業に取組

２位
雄
雄

順位
出場部

１位
第９部
プリンセスデール ノリツタ ポツター アテイツク
輝
雄
村
石

：

号
名
出品者

49

んで参りますので宜しくお願い致

第13部

（自家産生産牛群）

村
村
中

※本町からの出場牛５頭のうち入賞牛のみ掲載
47

本町出場牛上位入賞者

第47回南十勝ブラックアンドホワイトショウ

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】行動意欲が増して、さまざまな分野に挑戦したくなりそう。試せるものから、前向きに取り組んでみるのが正解
【健康運】体を動かせば、ますます元気になれます
【幸運を呼ぶ食べ物】オクラ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】サービス精神を発揮すれば、自然と人気運がアップする予感。縁の下の力持ち的な役割でも快く引き受けてみて
【健康運】運動不足にご用心。身軽さをモットーに
【幸運を呼ぶ食べ物】アンズ

5

順位
１位
２位
４位
石
石
田

27

１位入賞

10

35

ベストアダー

第８部で

30

します。

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

13

が今年も開園しました！

出場部
第８部
第11部
第９部

名
号
プリンセスデール ノリツタ ポツター アテイツク
プリンセスデール チヤンピオン マスカレード
リ グレース アテイツク アナ
プリンセスデール ノリツタ ポツター アテイツク
プリンセスデール チヤンピオン マスカレード
者
品
出

25

〜乳牛育成牧場〜

町民農園

81

第49回十勝ブラックアンドホワイトショウ
夏期放牧始まる
JA鹿追町

※本町からの出場牛４頭のうち入賞牛のみ掲載

ロングラン

哲郎
さん

平成５年から２期６年に亘

豚の部で最優秀賞を受賞し、

品した北海道枝肉共励会肉

平成 年に息子の政浩さん

上然別の上村哲郎さんは

ていきたいです」

健康寿命を延ばす活動をし

を増やして、町内高齢者の

今後はゲートボール愛好者

私は会計を担当しています。

ートボール協会を立ち上げ、

章一さんを中心に鹿追町ゲ

た事もあり、北鹿追の佐藤

楽しみです」

に頑張っているのでとても

１，０００頭の出荷を目標

たのだと思います。今年は

ているので良質な豚が出せ

底し、衛生管理に気を遣っ

が、水洗い・石灰塗装を徹

賞しました。古い豚舎です

に経営移譲をされ、今年で
歳になります。
哲郎さんは昭和 年に出

り農協理事、平成 年から
たいですか？

○今後はどう過ごしていき

１期２年に亘り熟年
会会長を務められ、

か？

事をされています

○趣味はどのような

きしました。

ごし方についてお聞

思い出話、今後の過

哲郎さんに趣味や

苦労しました。妻には三人

２度の火災に遭う等、大変

を育てるのに暖房を使う為、

数を増やしましたが、仔豚

繁殖を目指して少しずつ頭

れました。また、豚の自家

い、特に土づくりに力を入

が出るという父の教えに従

しても秋の収穫に大きな差

えた畑では同じ管理作業を

家しました。痩せた畑と肥

話して下さいました。

たいです」と優しい笑顔で

り夫婦仲良く生活して行き

妻の光子さんも「今まで通

行きたいです」と哲郎さん。

ルも、元気なうちは続けて

みです。趣味のゲートボー

に野菜を出品する事が楽し

の温泉巡りと、もぎたて市

足が弱ってきたので、近く

は殆ど巡りました。最近は

「旅行が大好きで、国内

「今年、鹿追町屋
の子供を育てて貰い、今ま

畑５ と豚２頭を貰って分

内ゲートボール場（交
で一緒に頑張ってくれた事

した。

流センターみないる）
が、今までお世話に
にお礼をしたいとい
「昨年の十勝豚枝肉共励

ですか？

○楽しみにしている事は何

う思いと、元々ゲー
会では、孫が最優秀賞を受

なった鹿追町の皆様

トボールが好きだっ

てなかなか上手

の圃場では怖く

いますが、斜め

いたり、ひまわりの会に所

した。資格を使って冬に働

介護福祉士の資格を取りま

あと昨年、興味のあった

って体で覚えて

く運転が出来ま

属し、町内の高齢者への給

旦那が農業をしたいという

家だと話しました。すると

事を知り、自分の実家が農

からアドバイスを貰ったり、

性部のお姉様方、ＪＡ職員

や同じ生産農家の先輩、女

様に努力中です。地域の人

んで早く覚える

は懸命に取り組

ます。また、

をしていけたらと思ってい

意見を聞いて、楽しく農家

らけですが、色々な人から

まだまだ分からない事だ

◦今後の目標は何ですか？

います。

食ボランティア活動もして

話になり、急遽両親へ挨拶

お話しをしたりするのが面

月には念願
に行き、その４ヵ月後には

また、農作業

せん。

深いです。

に感謝しています」

本町農業の振興に大

「私は昭和 年に結婚し、

○苦労した事は何ですか？

62

27

きく貢献されてきま

34

11

がオープンしました

ha

名古屋から一緒に来た猫２匹

84
昭和62年北海道枝肉共励会肉豚の部、最優秀賞
のトロフィーと一緒に
（写真左から：哲郎さん、妻の光子さん）

楽 しいゲートボール で
 健康寿命 を延 ばす活動 をしたい

上村

マンションのベランダで果

上然別

翌年の平成 年にご結婚さ
れ、畑作に従事されていま
す。農業の魅力や今後の目
標等についてお話しをお聞
きしました。
◦鹿追町へ戻ってきたきっ
かけは何ですか？
高校生まで鹿追町で暮ら
し、その後は名古屋で吉本
興業㈱の社員として約 年

美蔓地区の笠間光枝（旧
にＵターンで鹿追町に戻り、

敷地の前に立っている看板は、名古屋から帰ってくる
際にぐっさん（山口智充さん）に書いて頂きました

生き物を育てる事が好きな

物栽培や養蜂までしていて

た今の旦那でした。旦那が

けは、実は名古屋で出会っ

ました。農家になるきっか

組プロデューサーをしてい

間、マネージメント業や番

20

笠間 光枝さん
美蔓

◦農業の魅力は何ですか？

鹿追町に来ました。

情報交換が出来てとてもあ

白くて好きですし、何より

す。

定なのでこれから楽しみで

のマイホームも完成する予

不思議と作業中に音楽を聞

り作業等をしていましたが、

頃は音楽を聞きながら草取

だらけです。ただ、最初の

だ未知過ぎて分からない事

さっそく手に入れたエスプ

スプレッソコーヒーです。

ーロッパ旅行ではまったエ

好きなのと、今年の冬にヨ

ですが、あえて言うなら猫

これといった趣味はない

ボロー

りがたいと思っています。

かなくなりました。虫や風

レッソマシンと本場から取

◦趣味等は何ですか？

の 音 を 聞 い て、
「天気が変

寄せたコーヒーの粉でエス

なので正直、農業はまだま

わるのかな」と感じたりす

プレッソコーヒーを淹れ、
す。コーヒー一つ淹れるに

る方が落着きます。
事はありますか？

もやり方ひとつで味が変わ

朝のひと時を楽しんでいま
難しいと思う事はトラク

ってしまうのでなかなか奥

◦仕事で大変な事や楽しい

ターの運転で、なるべく乗

旅行中、イタリア
ニャにて

まだ農作業をして丸三年

12

28

姓・馬野）さんは平成 年

～色々な人から色々な話を聞きたい～
27

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】対人運が華やぐ時期です。飲み会や旅行など、レジャーに誘われたら気軽に参加すると楽しく、うれしい結果に
【健康運】ちょっとしたけがが心配。慌てず行動を
【幸運を呼ぶ食べ物】トマト
乙女座 8/23～9/22
【全体運】できる人と比べて落ち込みやすい暗示。「人は人、自分は自分」と捉えるのがベスト。気晴らしには散歩が吉
【健康運】食べ過ぎる傾向があるかも。節制が必要
【幸運を呼ぶ食べ物】スルメイカ

7

De ar W O MAN

鈴しょ、てん菜、小豆、小

の畑に馬

父・明義さん、母・葉子さ

北鹿追の植田憲明さんは

ビートの移植はオートパイ

クターにＧＰＳを導入し、

また、一昨年からはトラ

故の無い様心がけています。

必ず事前に点検を行い、事

者の期待に応えられるクリ

る限り肥料を減らし、消費

していますが、将来は出来

として畑の一部を施肥設計
れた憲明さんでした。

いです」と明るく話してく

ーン農業を目指していきた

んと共に、約
麦、加工・生食キャベツ、
ロット（自動運転）で行い、

率の良い作業を心がけてい

はトラクターの操

「就農した当初

について

い時があります。そんな時

思ったほど収量が上がらな

に農作業が出来た年でも、

が良く、自分の中でも満足

いたリアガラスを

の操作中、開けて

バーシブルプラウ

も継続して行ける様に、法

上げてきた農業をいつまで

なり、祖父母・両親が築き

「将来、自分が経営者に

お気に入りのランボルギーニトラクター（２５０馬力）で
これからも頑張ります！

【作業事故による NTT 設備事故の内訳
（帯広）
】

アスパラ、トレビスを作付
ラクターのフロントに施肥

施肥も同時に出来る様、ト

憲明さんは、帯広三条高
プランターを取り付け、効

しています。
校を卒業し、平成 年に就
農しました。憲明さんに農
ます」
○ 農業について感じている事

業を行う上での心がけや、
今後の目標等をお聞きしま
した。
「農業は天候によって収

作が不慣れでＰＴ
は本当に農業は奥が深いと

量が左右されますが、天候

Ｏを回したまま油
感じます」

○農業を行う上での心がけ

圧リンクを上げて
ＰＴＯのジョイン

割ったりと失敗も
人化も視野に入れて今から

○今後の目標

色々しましたが、
色々と勉強していきたいで

トを壊したり、リ

今は運転操作にも
す。

サービスセンタ

慣れ、トラクター

・一般電話からは「局番なしの113番」へ
・携帯電話からは「0120-444-113」へ

また、ＳＲＵ鹿追の一員

単独・交通事故 27件

で作業を行う時は、

収納状態等を確実に確認していただき事故を起こさないようご協力をお願い致します。

植田憲明さんと愛犬のリクくん

敬具


Ａコープ野菜・花の苗即売会
「安全・安心」な苗を提供！
ゴールデンウィーク明け、５月
第二・第三週の金・土曜日に恒例
となりました「野菜・花の苗即売
会」と野菜づくり相談会を実施し
ました。
１回目の即売会は風があったも
のの晴れ時々曇りとなり、２回目
にはぐずついた空模様で肌寒い日
となりましたが多くのお客様にご

帯広市東3条南12丁目2番地 NTT東ビル3F
〒080-0803

設備部
NTT 東日本 - 北海道 北海道東支店

Tel 0155-23-7964


来場頂きました。

その他 10件

今年は、苗の生育状態が例年に
比べて良く、概ね数量が確保出来

安心」で健康な苗を供給する為、
土壌診断を行って安全が確認され
た野菜の苗を揃え、提供しており
ます。
また、共催してもぎたて市の苗
販売が実施され、合わせて伊東正
男氏による野菜づくり相談会を行

＜本件の問い合わせ先＞
造園・造林
12件

もし事故を起こしてしまったら…

農作業
64件
事故届け無し
（警察にて調査中）
19件

建設業
45件
運送業
22件
建築業 12件

いました。

万が一、事故を発生させた場合多額の復旧費用を負担して頂くこととなりますので、運搬車両の荷台の

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】何事もプラス思考をすることで、思わぬひらめきや発見があるはず。思い切って新しい世界に飛び込むのも◎
【健康運】良好。特に問題なく、快適に過ごせそう
【幸運を呼ぶ食べ物】サザエ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】いつまでもささいなことを引きずりやすい期間。暗い顔でさらなる運気ダウンを招かないように。鏡を磨くと開運に
【健康運】疲労をためずに、十分な休息を心掛けて
【幸運を呼ぶ食べ物】サクランボ

9

時下皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
拝啓

美味しい野菜や綺麗な花を期待

による弊社設備の事故（特に、畑への出入りの際に電柱折損・ケーブル切断が多発）が増加しております。

22

する多くのお客様にご来場、ご利

さて、農作業時期を迎え、皆様の作業がお忙しくなるこの時期に、例年、農業機械や農作物運搬車両等

90
ha

用を頂きました事に心から感謝申

ＮＴＴより設備事故防止のお願い

北鹿追

植田 憲明さん
し上げます。

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

～消費者の期待に応えられる
クリーン農業を目指したい～

ました。鹿追町の皆様に「安全・

伊東氏による野菜づくり相談

順番待ちの列

マイ ドリーム

日頃より、弊社の電気通信事業に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

除

長ネギ・タマネギの防除
ホウレンソウの植付

ネギハモグリバエ
ハエの仲間で食害をします。幼虫は４㎜の黄
色ウジ虫、成虫は黒く、所々淡黄色の斑がある
２㎜程の小さなハエです。
幼虫が葉の内部から食べると幅１～３㎜の白
い筋になります。成虫が卵を産むと直径１㎜の
丸い白い点で、一列に並びます。

成虫の摂食痕や産卵痕

ネギアザミウマ（スリップス）
成虫・幼虫はネギ類の葉に寄生し、葉の表面
をなめたり、吸汁して葉を傷つけます。被害の
あった部位は黄白色になります。成虫は1.5㎜
の細長く、淡黄色～淡褐色、羽がある棒状。幼
虫は１㎜程で成虫と似た形を
しているが、
羽がありません。
食害よりも、ウイルスの媒介
をするのが厄介な害虫です。
紫外線カットフィルムでの
防除も有効です。

背中が黒く、翅が透明

ネギハモグリバエの防除
定植後、１週間毎に『エルサン乳剤』1,000倍を噴霧

ネギアザミウマ（スリップス）の防除
雨の少ない時に『ペイオフＭＥ液剤』1,000倍を噴霧

その他の病気予防
10日に１回、『ダコニール』
1,000倍を噴霧

盛土の中に５ｇ/株・回の
硫安を混ぜておく

3cm

15cm

ポイント（ホウレンソウの豆知識）
色の良いホウレンソウは見た目が良いので、
美味しそうに思いますが…実際はあまり体に良
い物ではありません。
窒素肥料を多く入れると葉の色が良くなりま
すが、これは硝酸態窒素が原因で多量に摂取す
ると血中のヘモグロビンと結びつき、酸素欠乏
症を引き起こす事もあります。
（肥料は適量を
入れましょう）

11

組合員利用規制」の議論に待ったをかけるべく、組合員の皆で声を上げていきましょう。

【最終回】ＪＡのサポーターとしての准組合員
ＪＡグループ北海道が、
「サポーター550万人づくり」を進めて
いるって聞いたけど、どんな取り組みなのかな？僕らもサポーター
になれるかな。
生徒

北海道で作られた農畜産物を食べることはもちろん、農業・農協・農村を
応援したいという想いを持って、ＪＡグループとともに行動する仲間を「サ
ポーター」と位置づけているよ。平成28年12月にアンケートをしてみたら、
北海道の農畜産物を優先的に食べて、農業を応援したいと考える人が、道内
には400万人もいる計算で、准組合員数の28万人よりずっと多いんだ。

１ℓ の水に1,000倍の場合
１ℓ ＝1,000㎖
1,000㎖ ÷1,000倍＝１g

先生

道民のほとんどは食べるサポーターなんだ！僕もサポーターとして
行動したいけど、ＪＡは、地域でどんな協同活動に取り組んでいるの？
ここが
生長点

〈培土〉
定植後1カ月を過ぎた頃から、
長ネギの生長点に被
らない様に培土をしていく。すると培土をした部分
が白くなり、軟白ネギが楽しめる
「根深ネギ」
になる。

ホウレンソウ

ＪＡグループ北海道は、
「道民と食と農でつながるサポーター550万人づくり」を通じて、
ＪＡグループに共感し、ともに行動して頂ける仲間づくりを進めています。国が進める「准

ポイント（農薬の希釈倍数）

長ネギの追肥と培土
長ネギには追肥と培土が必要です。
〈追肥〉
追肥１回、１株あたり５ｇの硫安
を施肥する。

准組合員について学ぶ（全4回シリーズ）

ＪＡニュース

防

家 庭 菜 園

※生長点を隠さない様に
様子をみて培土を続ける

〈ハウスの場合〉
整地する前にホウレンソウを播種する場所へだっ
ぷりと（水田の様に）水を撒く。
地面が乾いたら肥料としてNS262を100g/㎡混ぜ、
整地し、左記のうね幅で直播する。
〈露地栽培の場合〉
露地は地下からの水分があるので整地前の水撒き
は不要。上記の肥料を混ぜ、
整地、
直播後にたっぷり
と水を与える。この後は雨水に任せ、水撒きは不要。

生徒

ＪＡの広報誌やコミュニティ誌で、組合員の皆さんに紹介されている内容
を例に挙げると、特色のある色んな取り組みをしていることがわかるよ。
○地域協同活動（高齢者見守り、移住者支援、街並み美化 等）
○地域インフラ（移動購買車、高齢者支援 等）
○地域食農教育（農業体験、学校農園 等）
○地域連携事業（地域祭り等の催事、行政・商工会・企業・大学連携 等）
○情報発信（移住者・交流人口増加に向けた農と地域の魅力発信 等）

ＪＡは、地域に根差した色んな協同活動をしているんだね。僕も
一緒に参加したいなぁ。
生徒

ＪＡは、地域に住む組合員ニーズに応えるのが役割だからね。「これからもＪ
Ａは地域に必要だよね」と言ってもらえるよう頑張っていくよ。
先生

ポイント（ずらし撒き）
葉物野菜は一度に種を撒いてし
まうといっぺんに食べ時が来てし
まうので、播種時期をずらしなが
ら長く楽しみましょう。

山羊座 12/22～1/19
【全体運】心理的に不安定になり、あれこれ悩んでしまいそう。深刻になり過ぎないこと。根拠のないうわさ話にも気を付けて
【健康運】上手な気分転換が回復の鍵になります
【幸運を呼ぶ食べ物】ズッキーニ

先生

准組合員やＪＡの取り組みがよくわかったよ。僕もＪＡの協同活
動に参加しながら、准組合員の利用規制に反対の声を上げて行くね。
生徒
射手座 11/23～12/21
【全体運】気分のむらが激しくなりやすいよう。気まぐれな言動が過ぎるとトラブルを招いてしまうため、ほどほどにして
【健康運】健康系の話題に注目を。耳寄り情報あり
【幸運を呼ぶ食べ物】アナゴ

10

⑱カレシやカノジョのこと
⑳サトイモやヒョウタンは
栄の縁起物とされます
㉑意見がまとまらないまま

ヨコのカギ

車した

④バラや菊の生産量日本一の県

⑥６月の第３日曜日は
す
⑧小麦粉のこと

繁
発

の日で

に挟んだんだけど……Ａさ

は６月に多数開かれま

①株主
す
②
③ポジの反対語

ん、結婚するんだって？

⑬丸い頭に円筒形の体の木製人形

⑤Ｈとか とか

⑯砕けて石や砂になります

ねだるもの

⑮著名人に「書いてください」と

⑪贈り物に掛けて結びます

⑩くしやブラシでとかします

⑨笑い話の最後につけるもの

⑦砂浜に上陸して卵を産みます

こと

①相場や、商品の一番安い価格の

タテのカギ

クロスワードパズル

当ＪＡ整備工場より車輌を購入される方は、

⑰バイオリンやハープに張ります

〈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
６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、「濃い
だし本つゆ」です。多数のご応募
お待ちしています。

〈５月の正解〉

から抽選により次の方々が当選さ

名）
の中
⑰１年で一番夜が短い日

れましたので、お手数ですが６月

名
（応募総数
⑲国語辞典を引いて調べます

す

⑭ヒナはひよこ。とさかがありま

の洗いを酢みそで食べた

⑮呼吸で血液中に取り込みます

正解者

⑬

⑯眠っている人が出す騒音の一つ

⑫親指の別名です

平成30年5月1日～7月31日
受付
期間
末日までにＡコープ鹿追店サービ

らなければ無効とさせて頂きます

村
口
井
間
部
本
塚
村
保
下
藤
口
本
住
藤
本
村
本
上
藤

月 美
加 奈
美代子
一 了
明 子
真 子
ヨシエ
貴 志
富 治
裕 司
梢
美枝子
芽 生
陽 子
正 人
希 歩
典 行
睦 子
真里子
光 子

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
大
谷
福
福
渡
山
石
中
久
宮
佐
沼
山
森
佐
岡
川
宮
井
斉

担当：濱澤

℡ ６６-２１３１
℡ ６６-３４００
代
表
融資課直通

JA鹿追町

1.35％ 引き下げ
最大

なお、期日までにお引取りにな

4年目以降、適用金利から
仲町４丁目
元町３丁目
笹
川
仲町２丁目
北町３丁目
泉町４丁目
上 然 別
北 鹿 追
西町２丁目
瓜
幕
泉町２丁目
瓜
幕
北 鹿 追
新町３丁目
瓜
幕
泉町４丁目
西町２丁目
北町１丁目
泉町４丁目
東町２丁目

13

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ最引下金利

12
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】レジャー運が活性化。気の合う仲間たちとにぎやかに過ごせば、より刺激的なひとときに。創作活動にも幸運あり
【健康運】体調不良時は無理せず、しっかり休んで
【幸運を呼ぶ食べ物】シシトウ
魚座 2/19～3/20
【全体運】余計なひと言でもめ事を呼び込みがち。すぐに思ったことを口にするのは避けて。運気アップには掃除が有効
【健康運】生活リズムを整えれば、体にも好影響が
【幸運を呼ぶ食べ物】大葉

*お問い合わせ・ご相談は ・・・
総務部 管理課 林田絵菜美

＊適用金利 2.575％
当初3年間
166

さらに金利△0.1%

（適用金利2.00%）

1.400%
最引下金利
変動金利型

車両購入のご相談は是非
JA整備工場
(66-2635 担当：寺嶋） へ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

スカウンターでお受取り下さい。

〈今月の抽選者は私です〉

固定変動選択
3年型
166

OH −

10

ミ ド リ ノ ヒ

平成30年2月1日～10月31日
受付
期間

1.300％
＋

20

でした。

ＪＡは、皆様のカーライフを応援します ！！
〔402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？

