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父の背中を見てつなぐ農業
米原４農事組合 鹿野 寿さん・剛さん

農協法公布記念日にあたって
役員研修行われる 5
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川・留萌・宗谷地区合わせて66店舗が参加し10店舗が
▲

の

父の背中を見てつなぐ農業
か

米原４農事組合 鹿野 寿さん・剛さん
今回は米原４農事組合の鹿野寿さ
んご家族をご紹介させていただきま
す。現在は寿さんの母、寿さん夫婦、
剛さん夫婦そして か月になる孫の
だい き
大樹くんと４世代家族。水稲を作付
されています。幼少時代は田んぼの
上を泥んこになって走り回るほど活
発で、その頃からいつも見ていた父
の後を継いだ寿さん。機械が好きで
自分に向いていると思い後を継ぐこ
とを決めた息子の剛さん。そんなお
二人にいろいろお伺いしました！
農業をやる上で感銘を受けた人
は誰ですか？

🆀

（剛さん）父です。会わない日はない
ですからね。ずっと父を見てきてい （ 剛 さ ん ） 自 分 の 作 っ た お 米 を 食 べ
ます。それと、ここの地域のおじさ てもらえること。この前イベントで
んたち。手作業でなんでもやってい 自 分 の 家 の お 米 を 炊 い て 出 し ま し
た昔の人は凄い！それに比べ自分を た。食べてくれる人とふれあえるこ
含め今の若者は機械でなんでもでき とが良かったです。収入を得るため
る時代になったので楽をしたがりま に 作 っ て い る の は 先 が 見 え ま せ ん 。
す。昔の人たちは苦にならないのか その人にとって〝秋〟を感じてくれ
な～？
るのは凄くやりがいに繋がります。
（寿さん）苦とかじゃなくて周りが
そうだからそれが当たり前。
鹿野家のこだわりは？
鹿野家といえば「軽トラがキレイ」
とよく言われます。多分有名だと思
います。（笑）
もともと（寿さん）車が大好きで仕
事が終わると必ずといっていいほど
車をキレイにします。新車と思われ
るほどキレイにしていたいんです。

ことを目的に行われており、当ＪＡの窓口もお客様の目

農業でのやりがいは？
（寿さん）やったらやった分だけ結
果がついてくること。手をかけなけ
ればいけない所、そうでない所、上
手くやれば結果になります。自分の
思ったように１年間できることで
す。

父から息子へ、
息子から父へ
寿さんから剛さんへひとこと
農業に関しては教えることはない
です。自分の父から受け継いでいる
農業。この先のことはわからないけ
ど・
・
・健康で怪我のないように願って
います。
剛さんから寿さんへひとこと
ひとことで感謝です。また、祖父や
この地域の先輩たちの代から守り経営
してきた土地をなんとかしていきたい
です。

向上により顧客サービス、各種商品セールスが充実する

寿( さ ん 父
) です。ずっと背中を見
て育ってきました。直接教わったこ
とはないけれど父を見て農業を覚え
たので。

子供時代のことを教えてください
（寿さん）勉強をしないで外で父に
ついていくことが好きでした。ま
た、小学生のときは本当にやんちゃ
でした。
（剛さん）昔から断れない性格で、
そのせいか周りから頼られがちで高
校時代は生徒会長をやっていまし
た。困っている人を助けるタイプな
のかな。断れる人間になりたいです。

もしも農業をやって
いなかったら？
（寿さん）運送屋の社長をや
ります。車が好きすぎて今で
もやってみたいです。
（剛さん）飛行機の整備士。
車の整備は趣味でできるけ
ど、飛行機は誰でもできるわ
けじゃないし…でもやっぱり
会社員ですね。雇われの身が
一番いいのかもしれないです。

コンクールが開催されました。これは、窓口の好感度
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2
3

をひくような飾り付けをしました。このコンクールは上

表彰された中で豊田支所・米飯支所が優秀賞を受賞す
豊田支所
窓口

指し努力してまいりますのでどうぞご利用ください。
米飯支所
窓口

最後にお二人から

本年、北海道信連旭川支所主催の窓口ディスプレイ

寿さん

剛さん

「家族みんなを農業だけで養える経
営をしたいです。ＴＰＰでこれから低
価格のお米が入ってきたらどうなるの
か不安もあります。しかしいつかは会
社組織として経営していきたいです。
米飯の人たちは良い人ばかりですし、
生まれ育った場所である米飯地区の地
域性を活かした特有のなにかをこれか
らも探していきます！」と活躍が期待
されるお言葉をいただきました。

豊田支所・米飯支所 優秀賞Ｗ 受賞！
！
窓口ディスプレイコンクール

🆀
🆀

もしもコーナー

🆀

▲

▲

これからも親しみがあり信頼される窓口サービスを目
▼

2

ることができました。

豊田支所についてはディスプレイが非常に大きく花飾

りがキレイでインパクトがあることや、米飯支所につい

てはちょきんぎょのディスプレイにすだれや金魚鉢を用

いることで季節感を演出している所が評価されました。

内容についても全容が不明瞭であ
り、交渉を担ってきた政府・与党
においては、国民との約束ともい
える国会決議と今回の合意内容と
の整合性や各分野の合意内容の全
貌について説明責任を果たす必要
があります。
我々ＪＡグループ北海道として
は、これらの状況を見極めつつ、
今後の取組みを再構築した中で、
農業経営をはじめ地域農業・地域
社会の持続的発展に支障がないよ
う、関係方面への働きかけなど最
大限の努力を傾注してまいる所存
です。
ＴＰＰ交渉だけに限ったことで
はありませんが、国民との信頼関
係がなければ国を形づくることは
不可能であります。
とりわけ地方創生が叫ばれてい
る中にあっては、各地域の声に十
分に耳を傾け、真に国民に寄り添
った対応が国には求められている
のではないでしょうか。
かかる状況のもと、先般、３年
に一度のＪＡ北海道大会が開催さ
れ 、【 北 海 道 ５ ５ ０ 万 人 と 共 に 創
る「力強い農業」と「豊かな魅力
あ る 農 村 」】 に 関 す る 決 議 が な さ
れたところであります。
農業は、関係者それぞれの自助
努力とともに、一般消費者・地域
住民の理解と協力のもとに成り立

つ産業であり、今回の決議事項に
はその思いが込められておりま
す。
組合員・ＪＡ・連合会・中央会
が各々の役割を再認識するととも
に、ＪＡグループ北海道がより一
体となり総合力を十分発揮した中
で、大会決議事項を着実に実践し
ていくことが大会開催の真の目的
であります。
前述のとおり、農業・ＪＡを取
り巻く環境は激動しており、生産
現場では将来に対する不安が渦巻
いております。
しかしながら、我々農業者・Ｊ
Ａグループは、農業という生命産
業に携わっているという責任感と
自負心のもと、この情勢変化の中
から今後に向けた取組みを見い出
していくとともに、農業・ＪＡに
対する幅広い理解と共感を得る不
断の努力を行いながら、長年にわ
たり先人が築き上げた本道農業並
びに農業協同組合の基盤をさらに
発展させ、後世にしっかり継承す
るよう共に頑張ろうではありませ
んか。
今後とも、本道農業並びにＪＡ
がますます発展することを心より
祈念し、農協法公布記念日にあた
ってのご挨拶といたします。

②ホクレン農業総合研究所

廃をはじめ、 ％の品目で関
税が撤廃され、これまで日本
が聖域としていた重要 品目
については、３割の品目で関
税が撤廃されるというもので
あり、かつてない農産物の市
場開放がなされるもので、農
業関係者にとって将来に対す
る大きな不安を抱くものであ
ります。今後の動向について
は不透明な部分が多く、ＴＰ
Ｐ参加国各国の対応も予測が
難しい状況でありますが、力
強い北海道農業を構築し次世
代に引き継ぐために、確実
に「再生産」が可能となる農
業政策を確立するようＪＡグ
ループとして国に対して強く
求めていく事が重要であると
いう説明を受けてまいりまし
た。以上、役員研修について
ご報告いたします。
5

り、その意義と役割について共通
認識を深めることが重要でありま
す。
このような中、過般、農協改革
法案の成立、ＴＰＰ交渉の大筋合
意という我が国の農業・ＪＡに係
る極めて大きな情勢変化があった
ところです。
農協改革については、法改正と
農業所得の向上の関係などに関し
て、いまだに納得のいく説明なり
理解が進まない一方で、准組合員
制度のあり方や監査の仕組みなど
の重要案件について今後の検討課
題となっており、改めて地域農業
の振興や農協運営への影響がない
よう、政府に対する働きかけを含
め、関連する取組みを進めていく
必要があります。
一方、ＴＰＰ交渉については、
交渉参加 か国の閣僚会合を経
て、去る 月５日による大筋合意
がなされた経過にあります。
交渉に関する情報開示が極めて
不十分であり、国民的議論もない
ままに大筋合意という結果に至っ
たことに対して強い憤りを覚える
とともに、生産現場においては、
今回の合意内容と国会決議との整
合性をはじめ、これまでの交渉の
取り進め方には到底納得がいかな
い状況にあります。
農業のみならず他の分野の合意

効果について確認し、さらに
地域の関係先と協力して魅力
ある農村を実現していくこと
を 決 議 し ま し た 。「 各 組 織 等
の取り組み」はそれぞれの役
割を再認識するとともに、Ｊ
Ａは組合員へのサポートを、
連合会、中央会はＪＡのサポ
ートをしていくことを確認し
ま し た 。 ま た 、「 Ｔ Ｐ Ｐ か ら
北海道農業・農村及び国民の
命と暮らしを守る」ための特
別決議を行い、合意内容の全
容と国会決議との整合性につ
いての説明責任を果たし、生
産者の不安を払拭するよう強
く求めました。
２日目
①ホクレン本所米穀部

道内に４ヵ所の施設を有し
ており、農畜産物の貯蔵 流･通
加･工の研究や、品質 安･全性
に関する検査、品種開発 生･産
技術 バ
･ イオテクノロジーの
研究などを行っています。視
察先では、施設の概要説明を
受けた後、残留農薬の分析や
食品の品質検査（栄養成分・
小麦・でんぷん・遺伝子・異
物）
・安全検査（微生物・残留
物質）が行われている状況を
視察してまいりました。
③ＪＡ北海道中央会
ＴＰＰ大筋合意による今後
の影響等、農業問題について
研修を受けてまいりました。
大筋合意の概要のうち農林水
産物は、野菜・果樹の関税全
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昭和 年 月 日に農業協同組
合法（農協法）が制定され、今年
で 年目を迎えました。
戦後の食料不足等の混乱期に、
農業者の協同組織の発達を通じ、
農業生産力の増進と農業者の経済
的・社会的地位の向上をはかり、
国民経済の発展に寄与することを
目的として、農協法が制定され農
協が設立しました。
農協は「農民による農民のため
の組織」として、協同組合原則に
掲げる
「自主・自立」「民主的運営」
の基本に立ち、相互扶助の精神の
もと、幾多の困難な状況を乗り越
え、組合員の経営と生活の安定並
びにより良い地域社会の実現をめ
ざし、各種事業を展開しながら今
日に至っています。
言うまでもなく、農協法は農協
の組織・事業を運営する基本法と
して極めて重要な役割を担ってお
りますが、農協法公布記念日を契
機に、改めて農協の原点に立ち返

月 日より２日間の日程
で役員 名、職員３名により
役員研修が開催されました。
１日目
回ＪＡ北海道大会

３ヵ年毎に開催されるＪＡ
北海道大会に青年部守屋部
長、女性部外山部長とともに
出席しました。
メインテーマ〝北海道５５
０万人と共に創る「力強い農
業」と「豊かな魅力ある農村」
の実現〟と題して、農業所得
％増大に向け、組合員の努
力が適切に反映される販売方
法の構築、コストの低減、担
い手の確保と育成、６次産業
化や農政運動を展開していく
事と、地域貢献活動の実態や

第
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北海道農業協同組合中央会 会長

4
5

28

10 12

平成 年産北海道米の情勢
と今後の北海道米について話
を伺いました。本年は上川地
区で作況指数１０３と発表さ
れましたが、今後の米の価格
等については厳しい状況が続
くと見込まれます。当地区の
米については高品質・良食味
米で他産地に負けないよう努
力するとともに、販売につい
て一層の促進を役員一同お願
いしてまいりました。
27
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農協法公布記念日にあたって～

ＪＡ東旭川
役員研修報告
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22
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日ま

日間、旭川・道

日から

北の恵み
「食べマルシェ」
に出店
９月
での
北の食材が集まる食の
イベント「食べマルシ
ェ」に「ふるさとの米
東旭川米」
「兵村味工
房」のＰＲのため出店しました。
当ＪＡは７条の緑道通りにテントを構え、ど
こよりも早く新米を販売しました。ゆめぴりか
のピンク色のパッケージが目立ち〝可愛い〟と
大好評。お試しサイズ３合（４５０ｇ）パック
の売行きが好調でした。
また、「兵村味工房」では、兵村味噌を使っ
た焼おにぎり・いももちを販売し、３日間とも
予定数量を完売しました。

「ふるさとの米 東旭川米」
新米セール実施
日・

日の

当Ａコープにおいて
去る９月
２日間、新米セールを
守屋部

実施しました。職員と
ともに青年部
長も店頭に立ち、平成
年産『ふるさとの米

東旭川米』を販売。昨
年より２週間遅いス
タートとなりました。
今後も「安全」
「安心」
な美味しい地元のお米
を消費者の皆様にお届
けいたします。

兵村味工房が
日

午後６時 分からのＮＨＫのニュ

ＮＨＫで紹介されました
月

ース番組「ほっとニュース北海道」で兵村味工
房の〝兵村味噌〟が紹介されました。みそ作り
の様子が放映され、翌日には問合せの電話で対
応に追われ、現在、生産が追いつかない状況で
す。今後も当ＪＡの６次産業化の取り組みをＰ
Ｒしてまいります。

ＪＡにしたま訪問！
東旭川米トップセールス！
東京都羽村市にある
ＪＡにしたまは約５年前
より屯田米をきっかけに
取引き頂いております。
昨年から東旭川米の取引
きも開始され、その取扱
畑山組合長、

量も年々増えてきております。更なる販売促進
を図るため、去る 月１日・２日
石井参事、加藤課長がＪＡにしたまを訪問しま
した。ＪＡにしたまが運営する農産物直売所等
を視察し、東旭川米が実際に販売されている売
り場を見学しました。担当者の話を伺うと、固
定客も増え、東旭川米の知名度も上がってきて
今後も東旭川米等を取引き頂けるよう、畑山

いるとの事です。
組合長よりＪＡにしたま 村野組合長に感謝の意
を表すとともにより一層のお引き立てのお願い
をしてきました。

ＪＡグループ
かみかわ秋の大収穫祭
２０１５に出店
月３日、旭川地場産振興センターにおいて、

▲直売所ではこのように販売され
ています。

今後もイベントに多数参加し、東旭川の美味
しい農産物をＰＲしてまいります。

月７日、「ふるさと

「新米おいしい！」
ふるさとの米 東旭川米
ゆめぴりか市内学校給食に
旭川市立旭川小学校で
の米 東旭川米 ゆめぴりか」の新米が学校給食
校に約２・２トン

に登場しました。地元農産物の理解を深めても
らおうと市内の小・中学校
を出荷しました。旭川米生産流通協議会生産者
部会 大橋会長が同小学校を訪問し「今年もお
いしいお米がたくさん収穫出来ました。家で味

!!

!!

の感想を伝えて下さい。
」と話し、児童らは「お

10

10

27

23

いしい」と笑顔で食べていました。

を目的とし、 ＪＡが

に幅広くＰＲすること

役割等について消費者

然が育んだ農産物の美味しさや安全性、ＪＡの

が開催されました。上川地区の豊かな大地と自

「ＪＡグループかみかわ秋の大収穫祭２０１５」

11

26

22
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3

出店しました。各地域
の農畜産物や加工品を
展示販売し多くの人で
賑わいました。

6
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市長と新米おにぎり
試食懇談会の実施
月 日、旭川市内の農業者で組織する旭川

米生産流通協議会生産者部会が西川市長のもと
を訪れ、今年の新米の出来栄えを報告し、新米
おにぎりを振る舞いました。４ＪＡが〝ななつ
ぼし〟の統一ブランドとしている「大雪山見
て育ったの」の新米を 大橋部会長が西川市長
東旭川米

ゆ

に贈呈し、その後、「ななつぼし」と「ふるさ
との米
めぴりか」でおにぎり
を作り関係者で試食し
ました。西川市長より
「このおいしさを全国

大豆の調製作業開始
本年度の大豆は、作付面積が昨年より
ほ

ど増え２２１ で、 月６日から汎用コンバイ
ン 台が運行し、 月４日で刈取りが終了しま
した。
刈取られた大豆は
穀類乾燥施設にて、
全量入等に向けて調

さや

製作業を行っていま
す。
今年の大豆は莢成
りは良好であるもの
の、粒形は中粒が多
くなっています。

平成 年度の春肥料の
自己引取が実施されました
月９日から 日までの３日間、資材収納セ

稲肥料を自己引取される場合、１袋あたり 円

自己引取が実施されました。ＪＡの指定する水

ンターにおいて、来年度使用される水稲肥料の

11

をお支払いしておりますので、資材コストの低
減を図るため多くの生産者の皆様が引取されま
した。

で活躍する人を紹介します。

青年部ではこんな活動をしています！

今後どうなるかわからないがとりあえ
ず現状維持

の人に伝えましょう」

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

青年部・女性部から東旭川

女性部ではこんな活動をしています！

レット積み

と心強い言葉をいただ
きました。

月 日に初出荷となり

本年は、平年よりやや遅
い
ました。

荒

山田登さ

出荷して頂いたのは、南
３の１農事組合
ん、南３の２農事組合
川清寿さん、桜岡７農事組
合 太田美恵子さんで、全
量１等米での出荷となりま
本年は収穫時期の天候が

した。
悪く、少しの晴れ間を見つ
けて稲刈りをされた方が多
かったと思われます。爆弾
低気圧などの影響で稲の倒
伏もあり、非常に苦慮され
た年となりましたが、東旭
川地区では 月 日に全て
の刈り取りが終了し、ＪＡ
への出荷は 月 日現在で

28

🆀	 これからの展望
A ＴＰＰも大筋で決まったようなので、

8
9

９３，５００俵となってい
ます。

JA

60

毎年８月に行われるＪＡ東旭川 農業ま
つりで出店しています。カレーライスは
前日から仕込み、隠し味に愛と言う名の
スパイスを入れた愛溢れる一品。又、今
年はパンケーキにも初挑戦し、なかなか
の好評！お揃いのポロシャツを着て楽し
く販売しました。
女性部では美化運動の一環として花壇
の花植えから草取り、片付け作業まで行
っています。
定期的に集まって花壇の草取りをし、
みんなで談笑しながら楽しく行いまし
た。その花壇の華やかさに通りすがる人
達の心を和ませました。

うち う ぞう

ha

11
い？
A 南の島へ行って朝に夕に水平線とお日
様を撮影したい

🆀	 どこでもドアがあったら何処に行きた

内生蔵 康博 さん

11

10

東旭川

11

22

18

登さん
南３の１農事組合 山田

10
9

10
ha

🆀	 趣味は何ですか？
A 海外テレビドラマを見ること
🆀	 農業で大変だった事は？
A 乾いてない田んぼを耕す事。紙袋のパ
🆀	 趣味・特技は何ですか？
A 趣味…インターネットで遊ぶ事
特技…３分で寝れる事

豊田２農事組合

大橋 美智子 さん

青年部
部員
上南部農事組合

女性部
副部長

初出荷!!
31

12

南３の２農事組合 荒川 清寿さん
桜岡７農事組合 太田 美恵子さん

平成27年産米
10

11
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次年度の野菜・花き生産に向けて
【土づくりの第一歩は土壌診断から】

野菜・花きの出荷については、葉菜類の一部を残すのみとなりました。

野菜・花き生育
販売状況

ハウスの片付けが終わった方は来年度に向けて土壌分析を実施しましょ
う！
10月末の販売実績は下記の通りです。

平成27年度
平成27年度

普及センターより

1

３年に１度は土壌診断を行い、施肥設計に
活かしましょう。

品

a

平成27年度 10月末実績 平成26年度 10月末実績

ｋｇ

千円

円

ｋｇ

販売金額
円

kg単価 販売数量
円

計画対比

前年対比

販売金額

kg単価

数量

金額

単価

数量

金額

単価

円

円

％

％

％

％

％

％

ｋｇ

ピーマン

180 180,000

54,000

300 134,874

56,448,016

419 148,586

44,785,962

301

74.9

104.5

139.7

90.8

126.0

139.2

ミニトマト

215 113,950

68,370

600 101,116

76,810,120

760 104,937

69,223,935

660

88.7

112.3

126.7

96.4

111.0

115.2

ト

290 275,500

71,630

260 176,213

56,876,648

323 210,073

56,548,252

269

64.0

79.4

124.2

83.9

100.6

120.1

260

93,600

32,760

350

89,472

36,467,458

408

95,186

34,672,826

364

95.6

111.3

116.6

94.0

105.2

112.1

軟白長ねぎ

30

22,500

9,450

420

16,416

8,315,549

507

21,774

10,589,961

486

73.0

88.0

120.7

75.4

78.5

104.3

ほうれん草

280

33,600

16,800

500

30,814

20,700,812

672

26,198

15,557,199

594

91.7

123.2

134.4

117.6

133.1

113.1

マ

ト

ししとう

混和した土壌から１サンプル５００g～１kg 程度採ります。
(2) 土壌採取の深さ
図１ 土壌の採取位置
ａ 土壌の採取は、表層部を薄く剥ぎます。
ｂ 耕起する深さまでＶ字型に掘り、その面に沿って一定の厚さで採土します（図２）。
(3) 土壌の採取位置
野菜畑などでうね立てをしている場合は、隣のうねにかけて採土するか、うねとうねの間を交互に採土
します（図３）。

画

目 作付面積 販売数量 販売金額 kg単価 販売数量

チンゲンサイ

(1) サンプル土壌の採取方法
ａ 土
 壌の性質は、一筆のほ場の中でもかなりのばらつきが
あります。
ｂ 対角線に５か所以上から、それぞれ１kg 程度採土しま
す（図１）。
ｃ 採土した土壌を混和して、一つの分析用の試料とします。

計

野菜・花き品目別販売実績（10月末）

55

22,000

22,000

1,000

16,993

23,809,514

1,401

20,190

26,205,125

1,298

77.2

108.2

140.1

84.2

90.9

107.9

白

か

ぶ

100

33,000

7,920

240

17,953

5,302,768

295

27,127

7,464,552

275

54.4

67.0

122.9

66.2

71.0

107.3

み

ず

な

100

15,000

6,000

400

16,666

6,346,641

381

18,332

7,600,233

415

111.1

105.8

95.3

90.9

83.5

91.8

千本ねぎ

90

3,150

3,150

1,000

1,993

2,196,923

1,102

3,164

4,124,350

1,304

63.3

69.7

110.2

63.0

53.3

84.5

メ

ン

10

2,500

975

390

2,976

1,460,604

491

3,736

1,567,512

420

119.0

149.8

125.9

79.7

93.2

116.9

夏秋長ねぎ

ロ

15

3,000

660

220

3,210

939,401

293

4,565

710,588

156

107.0

142.3

133.2

70.3

132.2

187.8

中玉トマト

90

28,800

12,960

450

20,724

10,568,537

510

28,431

13,094,811

461

72.0

81.5

113.3

72.9

80.7

110.6

670

39,619

花
そ

き
の
計

500

他

36,500
36,825

2,215 826,600 380,000

36,377,348
43,743

37,339,620

29,300,123

460 673,163 371,920,462

99.7

29,513,299

745

552 751,918 358,998,225

477

97.4

79.6
81.4

97.9

120.0

110.4

99.3

89.9

89.5

103.6

115.7

農業への挑戦
～ＪＡ東旭川農業経営～
本年の収穫作業は機械

の故障や、雨や風などの影

響により稲が倒伏するなど

の被害がありましたが、組

合員の皆様の力もお借りし

無事終えることが出来まし

た。ＪＡ東旭川水稲出荷実

績は下記のとおりとなって

います。

11

また、ほ場は大豆の刈

土壌の養分蓄積を抑える目的で近年、堆肥の施用を抑えたり、単肥を施用することにより、土壌養分の過
不足、塩基バランスの崩れなどが見受けられます。園芸作物の収量、品質を向上させる上でも、土壌診断を
活用した施肥設計を励行しましょう。

取りが終わり、次年度の作

▲大豆の刈取り

(1) ｐＨ適正範囲の土壌はサンプル全体の約35％。ＥＣは約10％のほ場で非常に高い。
→ 対 策：春の作付け前に簡易分析を実施し、石灰の投入、減肥などの判断をする。
(2) 有効態リン酸は約80％のほ場で過剰。
→ 対 策：窒素単肥、リン酸の少ない銘柄の施用（NS248、S444など）
(3) 交換性加里は基準値よりわずかに高いほ場が約35％と多い。
→ 対 策：土壌中に含まれる量を把握して、適正量を施用する必要がある。
(4) 塩基（石灰、苦土、加里）のバランスが崩れているほ場は30％前後。
→ 対 策：適正範囲を把握し、バランスを整える必要がある。

付に向け溝切、サブソイラ

2 近年の旭川市における野菜土壌分析値の傾向と対策

ー等を行っています。

うね立てしている場合の土壌採取の位置

これから雪が積もる前

図３

に秋まき小麦の雪腐れ病防

土壌採取の深さ

除を行う予定です。

図２

ＪＡ農業経営の水稲出荷実績

きらら３９７

平成26年度

平成27年度

面積

878.4ａ

1423.5ａ

収量

737俵

1408俵

▲ＪＡ米の色選作業

10

『ロールしないキャベツ』
【材料】 （４人分）

・玉葱…1個
合い挽き肉…300g
パン粉…１カップ
A
卵…１個
塩コショウ、ナツメグ、醤油少々

｛

女性部

・キャベツ…鍋に入るだけ
（または食べたいだけ）
・固形コンソメ…２個
・水…300cc
・ケチャップ…適量

■第11回理事会

【作り方】

①玉葱はみじん切りにして、しんなりするまで炒めて、Aの材料
と混ぜ合わせ、よくこねて一口大に丸める
②深鍋に水とコンソメ、塩コショウ、お好みで醤油少々を入れて
煮汁をつくる
③②のスープにざく切りのキャベツと①の肉団子を順に重ねて一
番上にケチャップを好みの量をかけて蓋をして煮込むと完成
です

行事経過と予定
11～12日
16～20日
19日
21日
21～22日
24～30日
25日
25～27日

ＪＡ東旭川

12

10日
21日
25～29日
29日

年末営業時間のご案内

12月29日（火）
・ 30日（水）

本
所
豊田
支所
米飯
支所

管 理 課
金融・貯金・共済窓口
キャッシュコーナー
営農販売課
生産資材課
農機具センター
給 油 所
（フル・セルフとも）
Ａコープ
金融・貯金・共済窓口
給油所・購買店舗
金融・貯金・共済窓口
購買店舗

13

12月31日（木）
休

平

常

営

休
平

業

業
常

営

業

９：００～１８：３０
平

常

営

業

※ Ａコープは、12月19日（土）より年末まで午前９時開店となります。
※
※
※

役員協議会
役員報酬審議会
組合員宅巡回訪問
理事会

月

月

11

役員研修
全国監査
農協法公布記念日
理事会・コンプライアンス研修会
臨時総代会
Ａコープ大収穫祭
自治監査
１日ホクレン（概要説明会）
巡回ドック
組合員宅巡回訪問

■第12回理事会

業

９：００～１６：３０
休

業

７：３０～１６：００
９：００～１６：００
休
業
９：００～１５：００
休
業
９：００～１５：００

自動車事故受付（２４時間受付） 夜間・休日はフリーダイヤル０１２０－２５８９３１
葬 祭（２４時間受付）☎３６－１１４４
農機具・家庭用ストーブ等の故障で修理をお急ぎの場合は本所スタンドで受付致します。☎３６－１２１２

開催日 平成27年10月27日
決議事項
１ 監査に於ける指摘事項に対する回答につい
て
２ 貸付金の査定について
３ 固定資産の取得について
４ 小麦グレードアップ選別機導入に伴う指名
競争入札について
５ 臨時総代会の開催について
６ 臨時総代会招集の決定事項について
７ 小麦低アミロ選別調製利用料金について
８ 平成27年産うるち米の仮渡金について
９ 平成27年産屑米の仮渡金について
10 消費者契約栽培米（ふるさと屯田米）の
仮渡金について
11 平成28年度職員採用２次募集について
協議報告事項
１ 監査に於ける指摘事項について
２ 平成28年度新規採用職員の内定結果につ
いて
３ 内部監査実施報告について
４ 組合員の加入・脱退・譲渡の状況について
５ 第38回農業まつり収支決算報告について
６ 豊田支所新築落成10周年感謝祭収支決算
報告について
７ 大型クロバー貯金の積立（第２年度）につ
いて
８ 平成27年産自主流通うるち米の出荷状況
について
９ 色彩選別処理状況・屑米の出荷状況につい
て
10 水稲作付者巡回訪問について
11 営業時間の変更について
12 貯金・共済の推進状況について
13 出来秋の進捗状況について
14 役員研修について
15 各部・各支所の事業推進報告について
16 その他

開催日 平成27年11月19日
決議事項
１ 監査に於ける指摘事項に対する回答につい
て
２ 貸付金の査定について
３ 小麦グレードアップ選別機予定価格の決定
について
４ 出資金の減口について
５ 余裕金運用等にかかるリスク管理手続の一
部変更について
６ 資産査定要領の一部変更について
７ 平成28年度職員採用３次募集について
協議報告事項
１ 監査に於ける指摘事項について
２ 組合員組織会計事務取扱要領の一部変更に
ついて
３ 貸出条件緩和債権判定基準の一部変更につ
いて
４ 自己査定マニュアルの一部変更について
５ 組合員の加入・脱退・譲渡の状況について
６ 余裕金の運用状況報告（10月末）につい
て
７ 平成26年度に於ける信用事業諸利廻り等
について
８ 年末年始の営業日程について
９ 債務保証の残高内容について
10 米・屑米の集荷状況及び色彩選別機の処
理状況について
11 決算予想（10月末）について
12 貯金・共済の推進状況について
13 人事異動について
14 各部・支所の事業推進報告について
15 その他

異
平成27年10月9日付

後

藤

亜茄莉

平成27年10月14日付

矢

野

めぐみ

動

解 金融共済部共済課勤務
命 管理部管理課付勤務
解 生産部営農販売課勤務
命 管理部管理課付勤務

退

職

お世話になりました。
平成27年10月31日
生産部営農販売課営農指導・農畜産・販売・土地改良係主任

東

幸

徳
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Ａコープクリスマスケーキ
Merry Christmas &
Happy New Year
年末・年始オードブル

大型クロバー貯金積み立てのご案内
（第２年度）
日頃より貯金事業に多大なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、本年が第２年度となる大型クロバー貯金を組合員皆様の申し合わせ貯金とし
て、下記の積立基準に基づき積立いただきますようご案内申し上げます。

◆積立基準

◆利

率

◆積 立 日
◆積立方法

１．農畜産物販売代金の５％
２．経営所得安定対策交付金等の５％
３．賃貸料金の５％

「ミルクランド北海道」認定！

オードブル
（長谷川調理部・
藤井調理部・鯉寿し）

6,480 円 or
8,640 円 or
税込 10,800 円

５カ年の定期貯金利率を適用

税込

平成27年12月25日（金）
※販売代金の入金状況を考慮し変更になる場合があります。

税込

北海道産小麦【きたほなみ】を使用した
しっとりしたスポンジで一切冷凍なし。

クミカン又は総合口座Ⅱ型・普通貯金より振替積立

生クリームは北海道産生乳を使用し、
甘すぎずなめらかな味わい。

注意！ オレオレ詐欺が多発！

締め切り

12/11

北海道全域において、
「オレオレ詐欺」の被害が急増しています。
特に最近では、息子などの代理人になりすました犯人に直接現金を渡す「手渡し型」の詐欺被害が
相次いで発生しています。
「オレオレ詐欺」は、
「お子さん」
「お孫さん」を装い、人の弱みにつけ込む卑劣な犯罪です。詐欺の
手口を知るとともに、ご家族や身近な人との絆を深めることで被害を防止しましょう。

１．このキーワードが
でたら「詐欺」
です！
①電話番号が変わった
②風 邪をひいていて声の調子がおか
しい
③病院にきている
④カバンが盗まれた（なくした）
⑤支払期限が迫っている
⑥このことは他の人には言わな
いで 等

お刺身盛り合わせ
（Ａコープ）

２．ご家族や身近な人とも
話し合いましょう！

詐欺の手口は非常に巧妙で、心理状態を揺さぶり、
通常の判断能力を失わせます。
特に、ご家族や身近な人にご高齢の方がいらっし
ゃる場合は、
●詐欺の手口（キーワードなど）について共有する
●日頃からのコミュニケーションを深め「何かあった
ら相談し合う」環境を築く
●家族間での合言葉やルールを決めておく
などに取組むことが被害防止に有効です。大切な人
を守りましょう！

写真はイメージです

本所貯金課 ☎36-2111
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豊田支所 ☎76-2815

税込

2,896 円

（定価 3,218 円
の 10％引き）

※上 記 以 外 の 商品（巻 き
寿司等）も承っておりま
すの で、是 非 ご 利 用く
ださい。

ご予約・お問い合わせ
米飯支所 ☎76-2111

税込

3,240 円 or
5,400 円

北海道小麦とクリームの
生デコレーション
５号（直径約 15cm）

当ＪＡにおいても、皆様の大切な財産をお守りするために、警察と連携して被害防止に努めてまいります。
詳しくは、当ＪＡ窓口にお尋ね下さい。

税込

Ａコープ本店 ＴＥＬ 36-1144
豊田店
ＴＥＬ 76-2815
米飯店
ＴＥＬ 76-2111

年末・年始オードブル、
り お刺身の予約
締め切
12/27 注文承ります
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HELLO!! HOW ARE YOU DOING?
むか い

向井

み

上司よりひとこと

ほ

美穂

管理部管理課勤務
平成26年３月 大阪経済法科大学卒
平成26年４月 金融共済部共済課
平成26年12月 管理部管理課勤務

管理課の窓口として組合員の皆様に信頼さ
れる職員になれるよう、笑顔で丁寧な対応を
心掛け、何事にも一生懸命に取り組んでいます。

趣味
読書・映画鑑賞

幸運を運ぶ！？

～幸せの青いカエル発見される～
９月17日頃、米原12大橋さん宅付近でとても珍しい
青い色をしたカエルが発見されました。
発行所

アマガエルは緑、または茶色などが一般的な色で
すが、青色のカエルは黄色の色素欠乏による大変珍

発見者：大橋百合子さん

撮影：米飯支所にて

東旭川農業協同組合

しい突然変異で（何でも数十万分の１とか）その珍し
さから“幸運を運ぶ”なんて云われたりしています。
幸運を運ぶと云われる由来は様々ですが、バリ島で
はカエルは水や雨の神様の使いとして崇められ、珍し
い青いカエルを“幸せの青いカエル”と呼ぶとか。
ちなみに、この色素欠乏という症状は黄色だけで

なくほかの色の色素にもおこるため、なかには真っ黄
色のカエルも存在するようです。何でもこちらは“金
運を運ぶ”とのこと。
来年の時季には農作業の合間などに探してみては
どうでしょうか。

発行責任者

わが“イチオシ”
募 集 中 !!

畑
山 義
裕

ＪＡだより「
ひかり」では、組合員の皆様からの“イチ
オシ”を募集中です。
氏名・連絡先を明記の上、作品にまつわるエピソード（い
つの作品か、どんな時の出来事か等）を添えて、下記の連
絡先までご応募下さい。
掲載された方には景品をプレゼント！

ペンネームでの掲載もすることができます。
印刷所 ㈱総北海

連絡先
・
お問合せ

郵

送：旭川市東旭川南１条５丁目8-22
   東旭川農業協同組合
  ＪＡだより編集委員 宛
電 話：36-2111（管理課）
メール：kanri@ja-higashiasahikawa.net

編 集 後 記
ＪＡだよりは若い職員が中心となり企画
しておりますが、今月号で新しくなって２回
目の発行となりました。まだまだ全員の意
思疎通が取れず、内容について至らないと
ころもあると思いますが、私たち全員で経
験を重ねながらそれぞれの「思い」を筆に
託し、ＪＡと組合員皆様を結ぶ広報誌を作
成していきたいと思います。
さて、今年も残すところあとわずかにな
りました。クリスマス・大掃除・お正月、
たくさんの行事が控えていますね。お孫さ
んへのプレゼントやお年玉の準備はされて
いますか？年末年始に必要な商品は是非Ａ
コープでお買い求めください。
（日野原）
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