ＪＡ鹿追町

No.504

第42回農民大運動会
チームワークを発揮し、４年ぶりに優勝
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主に神田日勝記念美術館のコレクションによる常
設展や企画展の企画運営を行っています。作品の魅
力や面白さ、
また最新の調査研究から新たにわかった
事等を、
その時々のテーマに併せてお伝えしています。

✿仕事をはじめたきっかけ
子どもの頃から美術や音楽が好きで、大学で芸術
学（美学・美術史）を専攻した事がきっかけです。
学部生の時に学芸員という職業を知りました。

✿仕事をしていて楽しい事・大変な事
美術館では２〜３ヵ月で展示替えを行います。良
い展示空間が作れた時、初日に観に来たお客さんが、
驚いたり面白がったりして様々な反応を返してくれ
るのを見ていると楽しいです。
一方で大変なのは、現在館に学芸員が私一人しか
居ない事です。知識や経験年数の未熟さに関係なく、
現場では専門的な判断や処置を自分が適切に行わな
ければなりません。

✿休日の過ごし方
まとまった休みが取れた時には、東京や関西に展
覧会を観に行って美術館巡りをします。

✿今後の目標
神田日勝記念美術館 学芸員

川岸 真由子さん

2020年は鹿追町開町100周年になりますが、神田
日勝の没後50年でもあります。没後50年の記念事業
として、都内を含めた巡回展の計画が進んでますの
で、より広く多くの人に神田日勝と鹿追町を知って
もらえるよう頑張ります。

大 根 も ち

材
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優勝した笹川チームの皆さん

大根おろし……200ｇ
白玉粉…………150ｇ

干しエビ……大さじ２
塩…………小さじ1/3

青ネギ……………３本

白ごま……………適量
ゴマ油……………適量

作り方

①大根おろしを軽く絞り、白玉粉をまぜる
②青ネギ、干しエビ、塩をまぜ、食べやすい大きさ
にする
③白ごまをまぶしてゴマ油で焼く
④酢しょうゆを付けて食べる
※ベーコンやチーズを入れても良い

番地

9月

緑 さん

2018

北鹿追

－

村 瀬

（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８月 日
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風船を膨らませて
『デカパンでパン』

新競技『借り人競争』

８月 日、天候に恵ま
れ、さんさんと照らされ
た青空の下、第 回農民
大運動会を盛大に開催し
ました。
午前の競技では新競技
の『借り人競争』を含め
全６種目の競技で順位が
争われ、笹川チームが優
勝しました。
午後からは協同運輸の
車庫に会場を移して懇親
会を行いました。大久保
代表監事の乾杯で始まり、
余興では那賀島専務をモ
デルにした『復刻版イ
ケメンはどれ？』とビン
ゴ大会で盛り上がり、最
後は蓑口青年部副部長の
「万歳三唱」で閉会しま
した。終日天候も良く、
これからの秋の収穫期に
向けて英気を養うひとと
きとなりました。
各農事組合の皆さん、
また関係機関の方々のご
協力により盛会のうちに

１位 笹川180点、２位 通明150点、３位 瓜幕110点、４位 幌内65点、
５位 職員65点、６位 鹿追65点、７位 然美55点、８位 北鹿追40点

真一 さん
正昭 さん

北
副監督 石村

圭一 さん
回農民大運動会で優勝

年に優勝して

右から北監督、石村副
監督、妹尾主将

びの声を語って下さいました。

もまた優勝したいです」と喜

ーションを大切にして、来年

「今後も地域間のコミュニケ

たのではないかと思います。
」

さが発揮されて今回優勝出来

普段からのチームワークの良

回の優勝は本当に嬉しいです。

ムと同点優勝だったので、今

いますが、その時は通明チー

北監督「平成

真一さんに感想を伺いました。

を飾った笹川チームの監督北

第

主 将 妹尾

監 督

第 回農民大運動会優勝
笹川チーム

第42回農民大運動会結果

チームワークが勝敗の鍵『むかで選手権』
運動会といえば『玉入れ競争』

42

終了する事が出来ました

焼肉を食べながら地域間のコミュ
ニケーションをはかる事が出来ま
した

昨年 月に結婚式を挙げられた、
北瓜幕地区の城拓也さん・千裕さ
ん夫婦の選手宣誓

『あなたに幸運をビンゴゲ
ーム』１位とったよ♪

植田女性部長の開会の言葉でスタート
農作業の安全と豊穣の出来秋を祈
念し、蓑口青年副部長の万歳三唱
で閉会しました

26

11

『イケメンはどれ？』
モデルは那賀島専務

42

42

20

事をお礼申し上げます。

大久保代表監事の乾杯で懇親会
が始まりました
『目隠しリレー』
ＪＡ女性部・有志による『踊り』

笹川チーム４年ぶりに優勝
親睦が図られ「豊穣の秋」へ弾みをつける
幼児対象の『ここまでおいで』
お菓子を目指してゴールへダッシュ

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】物事を悪い方に考えそう。あまり深刻にならず、失敗しても笑い飛ばしてしまうぐらいが正解。ハーブティー吉
【健康運】ストレスを感じがち。適度な気晴らしを
【幸運を呼ぶ食べ物】サンマ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】レジャー運が活性化。気の合う仲間と遊びに出掛ければ、大いに楽しめます。クリエーティブな活動にもツキ
【健康運】運動に励むのに最適。体力アップが可能
【幸運を呼ぶ食べ物】サツマイモ

3

第42回 農民大運動会

会（乳用牛の部）が、８月
輝さん出品のプリンセスデ

され、審査の結果、石村雄

ち、本町からは４頭が出品

日に十勝農協連家畜共進

第 回十勝総合畜産共進

全道への切符を獲得した石村雄輝さんと出品牛

般社団法人 家畜改良事業

会場において開催され、一
アテイツク号が第 部の１

ール ノリツタ ポツター

福屋茂生氏の審査のもと各

団 改良部 乳牛調査課長・
日に開催される第 回北

等４席となり、９月 日～

部熱戦が繰り広げられまし
た。

海道総合畜産共進会への切
符を獲得しました。

また、馬鈴しょの前進栽
日より出荷し

培
（促進栽培）
の収穫が開始
され、７月
ています。加工用品種の『ワ
セシロ』『トヨシロ』『オホー

雨・日照不足等の影響によ

本年は、６月の低温・降
粉の原料になる様に調製作

選別を行い、高品質な小麦

今後は受け入れた小麦の
各品種ともに粒揃いも良く、

『男爵』も出荷しており、

一部生食用の『とうや』

収量となりました。

り開花、受粉がしづらい状
高品質のものが収穫されて

日から開始され、
27

高品質な馬鈴しょが収穫されています

として、スピードの出し過

「交通安全へのメッセージ」

の高瀬岳大くんが代表し、

本所では鹿追小学校４年生

呼び掛けに来所しました。

町交通少年団が交通安全の

備工場・コントラ課に鹿追

８月６日、ＪＡ本所・整

転に努めて参ります。

さぬ様、役職員一同安全運

せる悲惨な交通事故を起こ

に留め、多くの人を悲しま

ジ」の言葉を常日頃から心

「交通安全へのメッセー

いて呼び掛けがありました。

ぎ注意による事故防止につ

交通安全を呼び掛け

鹿追町交通少年団が来所

様お願い申し上げます。

ますので、ご理解賜ります

する大型車両が多く走行し

ましては、馬鈴しょを集荷

また、町民の方におかれ

作業を呼びかけています。

にあたる生産者の方に安全

より長期間に及ぶ為、作業

馬鈴しょの収穫は他作物

月上旬まで続きます。

８月

本格的な馬鈴しょ収穫は

さは小粒傾向です。

着粒数は平年並みで、大き

培管理により、１株当りの

したが、生産者の適切な肥

品質低下を懸念しておりま

の散布が出来ず、腐敗等の

間中に病害虫に対する薬剤

います。馬鈴しょは栽培期

業を進めて参ります。

８月 日、
『しかおい７，
０００人踊り』が鹿追中
央公園で開催され、ＪＡ
信用部職員を中心に 名

が仮装の部に、中国人研
修生受入農家連絡会から
名が浴衣の部に参加し
ました。
当日はあいにくの小雨
模様となりましたが、太
鼓とお囃子に誘われた見
物客で賑わう中、信用部
職員は手作りの衣装を身
にまとい、今年は農産物
のＰＲ「八百屋をイメー
ジし様々なやさい」に扮
して、団体仮装の部に参
加しました。今年は残念
ながら上位入賞とはなり
ませんでした。
中国人技能実習生は浴
衣に身を包み、周りの踊
りを真似て一生懸命に踊
り、３位となりました。
両チームとも、年に一
度の盆踊りを堪能しつつ
観客の皆さんにアピール

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

況であった為、うどん用の

チップスの原料となります。

ン中華麺用の『ゆめちから』

俵、パ

31

ツクチップ』が主でポテト

8.6

では 俵と平年より少ない

『きたほなみ』は

小麦収穫終了・馬鈴しょ収穫開始
平成 年産小麦は７月
日までの期間で刈取と受

日より収穫が始まり、８月
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入が終了しました。

8.1
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11

する事が出来ました。

10
交通安全を呼び掛けてくれた鹿追町交通少年団の皆さん
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総出品頭数１７４頭のう

中国人技能実習生が
・
部
用
参加！
も信
年
今

4
双子座 5/21～6/21
【全体運】珍しく感情的になりやすいかも。人の行動に口出しすると、トラブルを招くので、ご用心。笑顔を心掛けて
【健康運】運動不足気味。小まめに動けば好変化が
【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ
蟹座 6/22～7/22
【全体運】好奇心を刺激されることがあったら、とことん調べてみるとグッド。新しい趣味や習い事を始めるのも刺激大
【健康運】うっかりしやすい月。けがに気を付けて
【幸運を呼ぶ食べ物】昆布

5

０００人踊
,
７
い
お
か
り
し

様々なやさいに扮して農産物のＰＲをしたＪＡ信用部
浴衣で参加の中国人技能実習生

49

第49回十勝総合畜産共進会
18

８月１日、熟年会事業推進部主
催による研修会を会員 名の参加
により実施しました。
１面のゲートボール場があり、天

今回の研修は３月にオープンし
た鹿追町交流センター「みないる」
候に左右されず、地域の方々が誰

し、気温 度を超す炎天下の中で

は恒例のパークゴルフ大会を実施

焼肉に舌鼓を打った後、午後から

公園パークゴルフ場に会場を移し、

研修会終了後は、しかりべつ川

としても活用出来ます。

備えており、防災拠点施設の役割

万一の災害等の為の防災備蓄庫も

でも利用出来る施設です。この他、

を見学しながら施設概要等につい
て説明を受けました。
この施設は屋内に２面、屋外に

究

したが、会員相互の親睦を深める


嶋
昭

（敬称略）

事が出来ました。上位の成績は次
西

の通りです。
優 勝

７月 日、青年部部員
名、ＪＡ常勤役員・職員 名、

等、和やかな雰囲気の中、
意見交換が行われ、懇親を

緊張をほぐした後、ＪＡや

参加者全員の自己紹介で

を２年振りに開催しました。

年部と常勤役員との懇談会

な時間を過ごす事が出来ま

青年部活動に繋がる有意義

な意見交換が出来、今後の

のない常勤役員ともこの様

普段なかなか接する機会

深める事が出来ました。

農業について日頃思ってい
した。

総勢 名の参加により、青

る事や疑問に感じている事

行けず農業をしていました。

生きるのに必死で学校にも

と母と幼い兄弟がいたので

（ 知 恵 ）・お 金・技 術 』を

用を得て、自分と人の『頭

が必要と思っています。信

学び、知恵をつけていく事

春 夫

兵隊に行った父は戦死して

借金をするのは必要だと思

したらお聞かせ下さい。

●今までの苦労話がありま

職 員 等、
『 人 』が 農 業 を 支

械を直してくれた整備工場

に来てくれた出面さんや機

業を頑張りました。

苦労していない人はいな

えてくれました。自分一人

います。 年間ずっと仕事

いと思いますが、様々な困

だけでは到底農業は出来ま

●農業を始めたのはいつ頃

難は根性で乗り越えてきま

時にトラクターを共同で購
入しました。当時はトラク
ターは珍しく、経営が良く

●

歳の現在も農
業を続けられる
健康の秘訣はあ
りますか？

中、トラクターを活用し、

ましたね。霜が下りる寒い

の耳に入った時には叱られ

をして購入したので、ＪＡ

に一回の人間ドッ

る所を探す為、年

れる前に弱ってい

す。あとは体が壊

は気を付けていま

日々の食べ物に

委託耕起を夜通し行い、借

クの受診は 年以
思い出です。

金を返したのも今では良い

ない時にＪＡに内緒で借金

せんから。

ですか？
歳の頃に父が召

いる時代でしたが、 歳の

昔は馬でプラウを引いて

した。

中だった

集されました。家には祖父

19

使い、仕事をこなしていく。

準優勝 石 塚

11

しまったのでそれからずっ

忠

喜代志
良い意味で人を使ったり、

～様々な意見交換を行い、親睦を深める～

と七十過ぎの祖父と共に農

三田村

第三位

『 究（ き わ む ）』で は 個 人（ 農
業者に限らず）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。

青年部と常勤役員との懇談会

私は坂上家の長男で戦時

知恵・お金・技術 を
駆使 した農業
今回は現在 歳で『町内
最高齢農業者』である上然
別地区の坂上隆太郎さんに
取組みや考え方についてお
話を伺いました。

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

上欠かしていませ
ん。
ありますか？

ングや海釣りをし

間に趣味のボウリ

また、仕事の合
自信過剰にならず、常に

よ。

なってしまってはダメです

夢をなくし〝心貧乏〟に

欲しいです。

夢を大きく持って頑張って

けてしまう事がありますが、

経験は時にブレーキをか

言をお願いします

●農業者へ向けて激励の一

ます。

生きていけるか奮闘してい

てどうやって歳を取らずに

終始、和やかな雰囲気で親睦を深める事が出来ました

ゲートボールを体験する参加者

59 57 48

●農業を長く続けるコツは

30

む
わ
き

30

19

37

暑い天候にも負けずに２コースを回りました

大原
青年部組織対策部長

交流センター「みない
る」見学とパークゴル
フで親睦を深める
12

30

84

10

84

6
獅子座 7/23～8/22
【全体運】ゆったり過ごせる期間。趣味や好きなことに時間を費やせば、充実感を味わえそう。部屋の模様替えもお勧め
【健康運】食べ過ぎに注意。栄養バランスも大切に
【幸運を呼ぶ食べ物】ミョウガ
乙女座 8/23～9/22
【全体運】新しいことにチャレンジする好機。未体験の事柄でも思い切ってやってみる価値あり。新発売の商品にも注目を
【健康運】スポーツを楽しめば、体調が上向きそう
【幸運を呼ぶ食べ物】シイタケ

7

坂上 隆太郎さん
上然別

20

パークゴルフ大会

熟年会 研修会

年間生乳生産量は２，４１

２頭、未経産牛２０７頭）
、

４５９頭（うち経産牛２５

舎で、昨年の総飼養頭数は

を備えたフリーストール牛

ヘリングボーンパーラー

業を営んでいます。

母・るみ子さんと共に酪農

の知大さんは父・敦彦さん、

北瓜幕の城拓也さんと弟

の小さな体調の変化にもい

継続して観察する事で、牛

深く確認しています。毎日

している牛がいないか注意

様子のおかしい牛や怪我を

業中に牛を一頭一頭観察し、

知大さん「餌やりや清掃作

もやりがいを感じています。

受胎率が向上した事にとて

ミングで授精する事が出来、

も牛にとってベストのタイ

半が経ちますが、以前より

の為、牛の観察や授精等、

ーシング」しています。そ

とんどの作業を「アウトソ

ーに依頼し、搾乳以外のほ

理は鹿追町環境保全センタ

成は哺育センター、糞尿処

託事業を利用し、仔牛の育

業等は全てＪＡの作業受委

バンカーサイロでの踏圧作

とうもろこしの播種、収穫、

「我が家は牧草・飼料用

営んでいますか？

○どのような思いで酪農を

８ｔになります。
ち早く気づき、症状が悪化
とても重要な飼養管理に力

拓也さんは帯広農業高校、
酪農学園大学食品機能科学
する前に処置出来る様にな

拓也さんと愛犬のマイロくん

農に恵まれた環境と共に自

コースを卒業後、カナダに
分達と一緒に働いてくれる

を入れる事が出来、関係機
関にはいつも感謝していま

まで以上に色々な事にチャ

れからも現状に甘えず、今

従業員や家族に感謝し、こ

○今後の酪農の目標は何で

す」

りました」

知大さんは帯広農
業高校、酪農学園大
学酪農学コースを卒
業し、 歳で就農し

今後の目標等をお聞

う上でのやりがいや

お二人に酪農を行

や両親はもちろんの事、毎

が出来ているのは、祖父母

自分たちが今酪農を営む事

時代になるか分からないが、

拓也さん「今後どのような

ホームステイ先に連れて行

前お世話になったカナダの

拓也さん「いつか家族を以

レンジしていきたいです」

きしました。
日乳を出してくれる「牛」
きたいです」

すか？

○酪農を行う上での
のおかげなので、一頭一頭
た酪農経営をこれからも目

して、中国語を勉強したい

いるので、休みの日を利用

て、組合の家族同士で旅行

し、もらったお金を貯金し

家族や兄弟と一緒に旅行し

「旅行が大好きで、毎年

ていますか？

です」

に行くのが楽しみでした。

ています。また、農協関係

知大さん「鹿追町という酪

組合を設立してから５年目

の団体旅行にも参加してい

○最近はどの様な事をされ

に九州、 年目でハワイ旅

為、帯広の問屋に毎日出荷

指していきたいです」

標は？

○今後の家族 自
(分 の
)目

心掛け・やりがい

知大さん「中国人実習生が

ロングラン

り、やり始めて１年

授精を知人から教わ

拓也さん「牛の自家

大切にして 年先を見据え

ました。
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は何ですか？

牛舎で餌寄せをする知大さん

１年間留学し就農しました。

城 拓也さん・知大さん（写真左から）
北瓜幕 ㈱ファームシロ

健康第一にして、ゆくゆくは

行に行き、今でも楽しい思

ます。その他、農作業の手
の温度管理やビート苗の補

伝いとして、ビートハウス
ます」

植、トラクターで整地作業

い出として鮮明に覚えてい
○苦労話はありますか？
費やしても自然が相手なの

○今後どの様に過ごしてい

ています」

や妻と一緒に草取り等をし

中瓜幕の土屋和明さんは

で作物が秋まで順調に生育

「農業はどんなに労力を
平成 年に息子の克敏さん

から平成 年５月まで農協

和明さんは平成７年５月

当たって腐ったりと労力が

流れしたり、手亡豆が霜に

芽になったり、金時豆が色

前の長雨で小麦が全量穂発

したにもかかわらず、収穫

にある道の駅巡りをしたい

くは、夫婦二人で北海道内

したいです。また、ゆくゆ

も達に迷惑を掛けない様に

「健康第一にして、子ど

きたいですか？
に経営移譲をされ、今年で

理事を務められ、本町農業

報われなかった年は本当に

歳になります。

の振興に大きく貢献されて

です」
おります。

また、 ～ 歳代の頃は
冬期間、少しでも家計の足

和明さんに思い出や苦労
話、今後の過ごし方につい

しにしようと出稼ぎもしま
イトをしたり、帯広でタク

てお話をお聞きしました。
い出はありますか？

シーの運転手をしたり、十

した。東京で陸送のアルバ
「平成元年から 年間、

○農業をしていた当時の思

30
野菜を取扱っていなかった

はまだ農協もキャベツ等の

を生産していました。当時

生産組合でキャベツ・大根

三戸の農家で設立した三成

思い出です」

大変でしたが今思えば良い

迄働いていたので、とても

運転手もしました。夜遅く

勝管内でビートショベルの

平成10年ハワイオアフ島ハナウマベイ
透き通った海がとても綺麗でした

辛かったです。

23

～10年先を見据えた
酪農経営を目指したい～

夫婦で道の駅めぐりを

ハワイオアフ島での思い出の一枚
和明さんと妻のやす子さん

10

10

20

20

70

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】サービス精神を発揮すると、対人運が好転するはず。面倒見よく接してみて。気分転換にはマッサージが効果的
【健康運】気持ちにゆとりを持つことで、好影響大
【幸運を呼ぶ食べ物】ごま
蠍座 10/24～11/22
【全体運】コミュニケーション運上昇。初対面の人とも楽しく話せます。新しいタイプの友人をつくれば、世界が広がりそう
【健康運】口コミで有益情報をゲット。試してみて
【幸運を呼ぶ食べ物】イチジク

9

18

和明さん
土屋
中瓜幕

マイ ドリーム

【趣味・特技】
ドライブをしてその土
地の美味いものを食べる、
料理、森林散策、カメラ、
スノーボード。
【この１年の目標】
農業の楽しさや大変さ
を学び、食べる事の大切
さを人に伝えられる様に
なりたい。
【今後の夢】
人が、食べて笑顔にな
れる野菜や料理を提供出
来る仕事をする事。

み
な
ほ

負

負

大阪府
まだまだ未熟な所も

日

まだまだ分からない

大阪府

さと み

はやし

しくお願いします。

杯頑張りたいと思います。よろ

て信頼してもらえるように精一

事も多いですが早く仕事を覚え

抱

出 身 地

生年月日 平成９年 月

くお願いします。

来るよう頑張りますのでよろし

ありますが、手際よく仕事が出

抱

出 身 地

生年月日 平成９年９月２日

くらはら

【出身地】
北海道札幌市
【研修先】
北瓜幕
㈱フジタファーム
【ピュアモルトに
応募したきっかけ】

食べる事や料理をする
事が好きで「食」の始ま
りである農業に興味を持
った為。
【研修をしていて楽しい事】
牛たちが、いろいろな
仕草や表情を見せてくれ
る事。

蔵原 歩那弥

里美
林
15

【出身地】
山口県周南市

慎一 農場

のは気持ちよく、作物の
成長もみれる事です。
【趣味・特技】
旅行。

応募したきっかけ】

重な機会を楽しみつつ、

怪我をせずに、この貴

【この１年の目標】

北海道の大自然が魅力

きたいです。

色々な事に挑戦してい

【今後の夢】

農業の事を学びたいです。

自然の中で体を動かす

【研修をしていて楽しい事】

たからです。



愛さん
手嶋

的で、暮らしてみたかっ

【ピュアモルトに

勇

上然別

【研修先】

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

谷口 加奈さん

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】発想力が乏しくなり、良いアイデアが浮かびにくい時期です。周囲の意見に耳を傾けることで、意外なヒントが
【健康運】疲れをため込みやすい。しっかり休息を
【幸運を呼ぶ食べ物】トウガン
山羊座 12/22～1/19
【全体運】アクティブになれる月。積極的な行動がチャンスを育てるきっかけに。また、ふとしたひらめきにも幸運の予感
【健康運】心穏やかに過ごすことで、体調を整えて
【幸運を呼ぶ食べ物】シメジ

11

10

ピュアな女性
新人紹介

と
ひ

ーリィーサービスカンパニ
デ
町
追
ィ
㈲鹿

植付けから３か月程度経過したら収穫時期です
↓
長ネギを折らない様に掘り起こして、抜きます
↓
収穫後、ネギの根を切り、半日干します
↓
土を付けたまま新聞紙に包み、暗い所に保管する

長ネギ・タマネギの収穫／
みつばの伏せこみ

今こそＪＡ！～その意義と役割～

ＪＡの信用事業

ポイント（ネギ類の茎盤について）

タマネギの収穫
葉が倒伏してから20日程度したら収穫時期です
↓
抜いたら葉を縛り、風通しの良いところで表面が乾燥
するまで干します（20日間程度）
↓
乾燥させて20日程度経過したら葉と根を切り、再び風
通しの良い所で干します
↓
皮が茶色になり完全に乾燥したら、暗い所に保管する

底の固い部分を茎盤といい、茎にあたります。
私達が通常食べる部位は実は一枚一枚が茎から伸
びた葉の部分なのです。長ネギの実が詰まってい
るのは葉が多かったという事です。
この茎盤は葉から流れてきた微量の農薬が残り
易い部分でもあるので食べる時は多めに切る事を
おすすめします。

ＪＡ事業の核ともいわれる信用事業は、どのような理念で成り立っている
のでしょうか？大辞泉によると信用とは「確かなものと信じて受け入れるこ
と」とありますが、この信用という言葉は事業を進める上で大きな意味を持

ＪＡニュース

家 庭 菜 園

長ネギの収穫

っています。
ＪＡは貯金を集めたり貸出を行うなど、広義での金融事業を行っています
が、一般の銀行とは異なる概念で事業を展開しています。まず、組合員が資金を貯金
としてＪＡに預け、その貯金を原資としてＪＡが組合員に貸し出します。ＪＡは組合
員同士が必要な資金を相互利用することを仲介する形となり、このことを「相互金融」
と呼んでいます。

ミツバの伏せこみ
10月末になったらミツバを刈込み、根ごと掘り上げる
↓
土をほろい、水がはける様に穴を開けた発砲スチロールや
木箱にぎゅうぎゅうに詰め込む（芝生マットの様にする）
↓
温度20℃の水をかける（隙間が空いていたら木くず等を入れても良い）
↓
冬の間に２～３回収穫したら終了
※来春、播種を早めにすると根に養分が溜まります

また、北海道独自の仕組みとして「くみかん制度」があります。営農計画書に基づ
きながら生産資材や家計費の支出を行い、農産物を収穫した後、年度末に精算すると
いう仕組みは対人信用を基本としたものとなっています。
ＪＡの信用事業も一般の市中銀行と同様に政府の金融規制の枠組みにありますが、
刈り取ったミツバを箱に詰め込むと
芝生マットの様になります

ＪＡには他の金融機関にはない信用力を補完するためのセーフティネットの仕組みが
あります。これは、全ての金融機関が加入している貯金者保護のための保険制度（元
本1000万円とその利息を保護する公的な仕組み）の他に、中央会や信連がＪＡの信用
事業を日頃よりチェックし、さらに全
国のＪＡが資金を拠出してＪＡの信用

年７月

30

日

31

人事異動

平成

年８月１日

定年退職  猪
依願退職  中
依願退職  竹

平成

俣
谷
中

これで今年の家庭菜園
コーナーは終了です。
素敵な家庭菜園は出来ま
したか？

金を設けています。このようにＪＡの
信用事業には二重の安心が設けられて
いるのです。

ぜひまた来年、チャレ
ンジしてみて下さい！

敏 之
美沙樹
雅 彦

資材課調査役（再雇用）
猪 俣 敏 之

〈採用〉
専門職員 営農部畜産課
（乳牛育成牧場業務）
首 藤 直 紀

専門職員 営農部畜産課
（乳牛育成牧場業務）
青 砥 將 真
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30

事業の破綻を未然に防止するための基

魚座 2/19～3/20
【全体運】状況判断を間違えやすいよう。大事なことほど即決はせず、人のやり方を参考にして。リフレッシュには観劇へ
【健康運】ストレッチなどで軽く体を伸ばすと◎
【幸運を呼ぶ食べ物】梨

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】文句が多く、トラブルメーカーになりやすい暗示。悪いところではなく、長所に目を向けて。玄関掃除で開運を
【健康運】生活リズムが乱れがち。寝不足は避けて
【幸運を呼ぶ食べ物】チンゲンサイ

12

したりする仕事

⑪木を育てたり切り出したり加工

体操

⑨鉄棒や跳び箱を使って行う

⑦野山を耕して田畑にすること

⑥膝より下、くるぶしより上

④深谷、下仁田、九条といえば

置

①電流を流したり切ったりする装

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、

⑭体の ％以上が水分だという、
水にすむ生き物
⑯年下の女きょうだい

ちょ

⑲田楽にしてもおいしい紫色の実
野菜
⑳あ、おいしそう。ひと
うだい！
㉑カイコの繭から作ります
ヨコのカギ
①十五夜に飾る植物
②米の収穫作業の一つ
③エレベーターの表示では「Ｂ」
④よく飼われているペットなんだ
ニャ
の恋の物語」
足りて礼節を知る

ット曲「

⑤石原裕次郎と牧村旬子のデュエ
⑧

⑩和風の携帯薬入れ。黄門様のド
ラマでおなじみです
⑫恋愛運や金運などを見てもらい
ます
⑬カラオケ店で離さない人もいま
す
⑮招く人がホストなら、招かれる
人は
⑰月の模様はウサギがこれをつい
ているように見えるとか

９月 日ですので、以降は無効と

函して下さい。応募の締め切りは

設置してあります応募ＢＯＸに投

所、瓜幕事業所、東瓜幕事業所に

コープ鹿追店、ホクレン鹿追給油

ＪＡ鹿追町経営課、金融店舗、Ａ

別紙の解答用紙に答えを記入し、

〈応募方法〉

固定変動選択
3年型

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、「Ａコ

名）
の中

ープ純正ごま油」です。多数のご
応募お待ちしています。

名
（応募総数

〈８月の正解〉

正解者

から抽選により次の方々が当選さ
れましたので、お手数ですが９月
末日までにＡコープ鹿追店サービ
スカウンターでお受取り下さい。

4年目以降、適用金利から
らなければ無効とさせて頂きます

井
越
本
川
本
嶋
浦
谷
本
子
端
沢
木
川

萩
里
郷
田
村

洋
諒
康
隆
初
雄

正 江
弘 子
恵 子
玲 子
すみ子
良 子
恭 子
幸 夫
宏 仁
花 子
皓 太
幸
照 見
陸
子
太
子
志
枝
二

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

〈当選者〉 
矢
小
本
成
中
森
石
堀
岡
中
山
西
松
郡
杉
金
川
石
大
村
栄町１丁目
幌
内
緑町２丁目
泉町４丁目
仲町２丁目
泉町２丁目
瓜
幕
泉町２丁目
仲町４丁目
上 然 別
泉町４丁目
東町２丁目
美
蔓
緑町２丁目
新町３丁目
鹿追北５線
栄町２丁目
中 瓜 幕
緑町１丁目
泉町３丁目

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

*お問い合わせ・ご相談は ・・・
営農部 農産課 西 建伍

＊適用金利 2.575％
当初3年間
171

1.300％
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ最引下金利

14
15

170

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
⑱佐渡島に保護センターがある島

〈今月の抽選者は私です〉

平成30年8月1日～10月31日
受付
期間
10

ナ ツ マ ツ リ

平成30年2月1日～10月31日
受付
期間
90

20

でした。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ＪＡは、皆様のカーライフを応援します ！！
〔405回〕
二重枠に入った文字を、Ａ→Ｄの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

