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特 集

サロマのかけはし

〜 富丘 宍戸友彦さん 〜

10 月 の 農 作 業
サロマ大収穫祭
ミュージカル「K I N J I RO!」

ともひこ

・佐呂間高校卒業後、札幌科学技術専
門学校進学。卒業後、平成17年就農。

・妻（唯さん）とお子さん４人と両親、
祖母の９人家族。
現在 乳牛420頭（うち 搾乳牛230
頭）。麦18ha、牧草60ha、デント
コーン70ha計148ha。
・平成28年11月 ㈱宍戸牧場を設立。

目標 乳牛500頭。搾乳牛270頭。
乳量3,000ｔ／年をめざす。

小さい頃から農業機械が大好きだ
った友彦さんは高校を卒業後︑整備
士を目指すべく専門学校へ進むこと
を決めました︒進学後︑１年生の半
ばに両親より卒業後就農して欲しい
と言われ︑帰町することになりまし
た︒両親からの言葉に自分がやらな
ければいけないと思い︑整備士から
酪農家へ進路を変更することに戸惑
いはなかったと言います︒
農業機械への思いは変わることが
なく︑毎年各地で開催される展示会
にも足を運ぶそうで︑自慢のミニチ
ュアトラクターコレクションは事務
所の特等席に飾られています︒
平成 年に法人化し︑現在取締役
の立場で奮闘する友彦さんですが︑
規模拡大は就農したころから視野に
いれており︑畜産クラスター事業が
きっかけとはなりましたが︑気持ち
の準備はしっかりできていたと言い
ます︒
出来上がった大きな施設にプレッ
シャーも感じたりしますが︑現在順

ししど
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宍戸 友彦 さん
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プ ロ フィール

調に目標に近づいており︑やりがいを
感じると教えてくれました︒﹁先行投
資は絶対必要！あとは計画通りにちゃ
んとやれば結果はついてくる﹂と小柄
な身体から︑力強い言葉が出て来ます︒
順調に目標に近づいている理由は何
ですかの問いに︑
﹁牛は繁殖と足が大切﹂
牛の健康を維持し︑良い繁殖に
つ なげるに は飼 料管 理が 重要 です ︒
増頭真っ只中の当牧場ですが︑昨
年収穫した餌が不足し︑牛の体調
に影響が出た時に︑その大切さを
痛感したと言います︒餌作りには
この経験を踏まえて飼料会社の担
当者ともよく話をするそうです︒
牛が自らロボットに向かって搾
乳を行うこのシステムは足を痛め
ると牛が行動しなくなります︒こ
れを防ぐために蹄の診察は月二回
行うなど︑常にケアは欠かせない
そうです︒佐呂間初の搾乳ロボッ
トを導入したパイオニアならでは
の牛への心配りを語ってくれまし
た︒
二十歳で結婚した唯さんとの間
には４人のお子さんがいて︑年に
数回の家族旅行を楽しみに頑張っ
ているそうです︒﹁もう少し時間
を作って家族でキャンプとか出来
たら良いなぁ﹂と家族へ思いを話
しつつ︑ 年︑ 年先を見据えて︑
効率よく作業が出来るよう施設の
改善や経営方法など既に︑頭の中
に㈱宍戸牧場の未来図が着実に作
られています︒
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月 の 農 作 業

〜収穫の秋も終盤戦〜

月を迎え︑秋の景色へと
変わる中で農作業も終盤に入
りました︒
９月に刈り取り︑乾燥させ
たシソは仁倉のシソ釜で 月
日より蒸留作業が行われ
月下旬に作業が終了しました︒
大豆の収穫は 月 日より
始まりました︒
甜菜は 月上旬より収穫が
始まり︑出荷については 月
上旬から開始され︑中旬の終
了を目処に順次輸送されます︒
これから寒さが厳しくなる
中︑農作業の終盤戦も順調に
進むことを願います︒
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シソ釜蒸留
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大豆収穫

甜菜収穫

佐呂間町農業協同組合 創立 周年記念事業

劇団わらび座ミュージカル
﹁ＫＩＮＪＩＲＯ！﹂公演開催
〜本当は面白い二宮金次郎〜
希望を捨てず︑災害で荒れた農地を
耕して︑本を読んで学び実家を再建
しました︒その手腕を買われ小田原
藩をはじめ６００以上の地域の再建
に尽力しました︒
今回上演したミュージカル﹁ＫＩ
ＮＪＩＲＯ！﹂は︑金次郎が貧しか
った子供時代から小田原藩の再建に
尽くすまでの場面等を描いており︑
﹁勤勉﹂の印象が強い金次郎の人間
味や多彩な才能を歌や踊り︑和太鼓
の生演奏・伝統楽器を駆使して︑分
かりやすく表現しています︒
公演を見終えた観客は︑熱のこも
った演技に魅了されていました︒
また︑農業および経営︑教育︑政
治とさまざまな分野で発揮した二宮
金次郎の説いた相互扶助の精神を︑
多くの方に理解いただけた有意義な
公演となりました︒
劇団﹁わらび座﹂
のご紹介
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サロマ大収穫祭
〜今年も大盛況〜

９月 日︑佐呂間町内のトーヨータイヤテス
トコースで佐呂間大収穫祭が開催されました︒
当日は天候にも恵まれ５︐５００人の方が来
場されました︒
ＪＡ青年部は﹁地場産野菜市﹂を出店︒
今年は﹁えびす南瓜﹂を出品しました︒開店
前から順番待ちの列が出来︑定番の美味しさは
説明するまでもなく︑販売開始 分であっとい
う間に完売となりました︒
﹁馬鈴薯﹂
﹁玉ねぎ﹂の詰め放題では青年部員
の威勢の良い掛け声にお客様も集まり２時間ほ
どで完売となりました︒佐呂間産の野菜の品質
の良さや︑美味しく食べる方法を説明し︑自ら
生産したものを通し消費者との交流を行うこと
ができました︒
ＪＡサロマで出店した﹁カボチャ団子無料配
布﹂は︑団子をアツアツの鉄板で焼いて来場者
に食べて頂きました︒
﹁佐呂間産牛肉のバーベキュー﹂は︑ＪＡ職
員が朝３時から火を入れ︑丹精込めて焼き上げ
た牛肉に長蛇の列ができ︑たいへんな人気︒４
７０皿の牛肉が開始１時間を待たず売り切れと
なりました︒
今年も大盛況となった収穫祭︒ご来場の皆さ
まありがとうございました︒
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月 日︑佐呂間町民センターに
おいて︑秋田県仙北市の劇団わらび
座によるミュージカル〜本当は面白
い二宮金次郎〜が公演され︑町民約
７００人が鑑賞しました︒
この公演をＪＡサロマとしては創
立 周年記念事業として取組み︑佐
呂間町の芸術文化支援事業の一環と
して︑町内の協同組合である漁組︑
農協︑森林組合の３団体が公演委員
会となり開催しました︒
上演は昼の部︵ 時 分︶と夜の
部︵ 時 分︶に分けて２回開催し︑
正組合員とそのご家族等に無料で鑑
賞いただきました︒
二宮金次郎は︑現在の神奈川県小
田原市の裕福な農家に生まれました
が︑川の氾濫で田畑を失った上︑幼
い頃に両親を亡くしました︒
しかし︑どん底の暮らしの中でも
今回︑公演いただいた劇団わらび
座は１９５１年に秋田県を本拠地に
創立され︑日本の民族伝統をベース
に︑多彩な表現で現代の心を描き︑
オリジナルの舞台芸術を上演してい
ます︒
劇団四季︑宝塚歌劇団に次ぐ動員
力を誇り︑６つのグループで国内外
１０００回以上の公演実績があり︑
そのうち半数は社会貢献を目的とし
た公演です︒近年は︑自治体︑教育
委員会︑経済団体等と連携し︑ふる
さと教育や地域の賑わいづくりを目
的に地方都市で地域の素材をもとに
製作したオリジナル舞台芸術作品の
上演にも力をいれています︒
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オホーツク農業祭２０１８
当日は︑お買得の野菜︑農業
体験︑食育授業を目当てに約２︐
３００人が来場︒体験コーナー
では︑バター作り︑南瓜ランタ
ン作りなどが行われ親子で楽し
む姿も見られました︒また︑オ
ホーツクの各市町村から集合し
たゆるキャラも会場を盛り上げ
ていました︒
オホーツクＪＡ青年部協議会
では︑このような事業を通じて︑
ＪＡ事業への一般理解を高め︑
北海道５５０万人サポーターづ
くりの実践を行っています︒

ホールインワンが 本出るなど︑

ろの練習の成果を十分に発揮し︑

年金友の会パークゴルフ大会

９月 日︑１００年広場パーク

ゴルフ場において︑北海道胆振東
部地震の影響で延期していた第

名の参加により開催いたし

回の記念大会として

開催しましたが︑試合の方も日ご

今大会は

ーすることが出来ました︒

秋晴れの心地よい天候の中でプレ

でしたが︑途中から日が差し込み︑

当日は︑冷たい風が吹く空模様

ました︒

会員

回年金友の会パークゴルフ大会を
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▲開会式

青 年 部
10

月 日︑サンドーム北見で
オホーツクＪＡ青年部協議会主
催による﹁オホーツク農業祭２
０１８﹂が開催されました︒
オホーツクの農畜産物を消費
者へＰＲし︑消費者と各単組の
青年部員が交流を深めるととも
に︑農業︑協同組合運動への一
般理解を広めることを目的に︑
管内の各ＪＡ青年部が自ら作っ
た野菜や加工品を持ちより出店
しました︒ＪＡサロマ青年部は
４名が参加し︑南瓜フレークの
販売を行いました︒

全員が良い成績を残した大会とな

りました︒

結果発表は大いに盛り上がり︑

最後に参加者全員に記念品を贈呈

して大会が無事に終了しました︒

鹿島

各部門優勝者

男性の部

幸松喜久子

賢司

女性の部

広瀬

弘

男女混合

▲表彰式
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青年部
だより

２．厳寒期のほ育管理について

５ 増体に必要なエネルギーの確保

・代用乳の量を増量
・スターターの給与量を増量
・エネルギーとタンパク質の高
い製品を利用

網走農業改良普及センター遠軽支所

・最低限の換気
・良質な初乳の給与（免疫の獲得）

普及センター情報

４ 風邪や肺炎の防止

畜 産

・ヒーターやカーフジャケット
の利用
・日当たりの良い場所で飼養
・温水の給与

畑 作

３ 体を温める

﹃寒冷期の飼養管理を再確認﹄

・壁際（すきま）を板や断熱材で
ふさぐ

紫外線カットフィルムについて

月に入ると最低気温がマイナス
になり︑徐々に寒くなってきます︒
子牛は成牛よりも寒冷ストレスを受
けやすく︑免疫力が低下します︒特
にほ乳期間は ℃以下になると摂取
した栄養は代謝の維持︵呼吸や消化
など︶に優先的に回され︑成長︵増
体︶が遅れてしまいます︒
ほ育期の寒冷ストレス対策につい
てもう一度見直して︑厳寒期の前に
備えましょう︵表１・写真２︶︒

・豊富な敷料の投入と交換

２ 風（すきま風）や冷気を当てない

１．冬期間でも換気は重要

寒い冬は︑牛舎の窓を閉め切って
しまいがちです︒換気が不十分だと︑
ふん尿からのアンモニアや︑呼気か
らの水蒸気やガスが牛舎内にこもっ
てしまいます︒アンモニアガスがこ
もると呼吸器の粘膜が傷つき︑呼吸
器病などの疾病にかかりやすくなり
ます︒また︑結露も発生しやすく︑
機械類の故障にもつながるため︑最
低限の換気は必要です︒
日中や暖かい時間は窓や扉を開け︑
新鮮な空気の確保に努めましょう︒
また︑トンネル換気のある牛舎では︑
水道が凍結しない程度に︑風量を調
節して換気扇を回しましょう︒なお︑
古い牛舎では断熱性が低下している
場合があり
ます︒その
場合は︑写
真のような
断熱材の取
り付けが有
効です
︵写真１︶︒

方 法

対 策

11

表１ ほ育期の寒冷ストレス対策

雪踏みに よ る 土 壌 凍 結 促 進 効 果

２．注意する点
病害虫の抑制効果がある一方︑ミ
ツバチの活動を抑制することから︑
ミツバチを交配に利用する︑イチゴ
やメロン栽培等では使用を避けます︒
また︑アントシアニン色素によって
着色が促進される花や果実栽培では︑
その発色が阻害されるため使用でき
ない作物もあります︵表１︶︒

写真１ 天井や壁に
断熱材を取り付けた牛舎

病害虫の抑制や生育の促進を目的
としたフィルムで︑当管内では︑遠
軽町のアスパラガスで実証中です︒

アントシアニン色素の生成を阻害。
花色や果皮色の発色が悪くなる。
他
ナス、ブドウ

nm

近年は積雪が多く土壌凍結が浅い
傾向にあります︒しかし︑今春は
月の降雪が少なく土壌凍結が深く入
ったことで︑土壌のこなれ︵砕土︶
が良くなり︑春先の耕起作業能率の
向上が見られました︒

１．紫外線カットフィルムの特徴
太陽光は︑紫外線や可視光︑赤外
線まで広い波長で分布しています︒
一般には︑波長３８０ 以下の近紫
外線を除去する
フィルムで︑種
類により︑除去
される波長域が
多少異なります︒
効果は︑糸状菌
の胞子形成の阻
害や害虫︵アザ
ミウマやコナジ
ラミ等︶の活動
を抑制する等の
効果があります
︵表１︶︒
ミツバチの訪花活動を阻害

チス（その他多種の花卉類）

バラ・アリストメリア・スター

アザミウマによる被害軽減

萎凋病・生育促進効果

宿根カスミソウ

病害・アザミウマ被害の軽減

夏まきほうれんそう

斑点病・アザミウマ被害の軽減

ピーマン・キュウリ

１．土壌凍結促進効果
人為的に雪踏みを実施し︑土壌凍
結を入れることで透水性・物理性の
改善や土壌窒素の溶脱が低減し作物
の生産性向上が期待されます︒

深 さ ㎝

（H29年12月〜H30年1月調査）

図１ 上湧別での雪踏みによる
積雪量と土壌凍結深の推移
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１ 体を濡らさない、汚さない

写真２ 乾燥した床と
カーフジャケットの着用

＜使用を避けた方が良い作物（紫外線を利用する作物）＞

ミツバチを利用する作物

注意点

＜使用できる作物と効果＞

アスパラガス

1 / 30

1 / 24

1 / 16

1 / 11

調査月日

1/4

5

12/20

0

12/11

12/14

12/26

27

20

25

30

20

13

10

10

15

27

24

20

30.5

29

29.5

30

23

20

凍結深

積雪深

40

31

30

雪踏み実施月日 :12/8 、12/14 、1/15 、1/20

50

表１ 使用できる作物と効果・注意点
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２．雪踏みの方法
雪踏みタイヤローラーを直装・牽
引したトラク
ターにより︑
積雪深が ㎝
以上になった
ら実施します︒
土壌凍結深は
㎝を目標と
し雪踏みを実
施します︵図
１︶︒
15

３．注意する点
土壌凍結を促進すると融雪後の地
温の上昇と土壌の乾きは遅れます︒
早期のは種や移植するほ場では早め
に融雪促進を行いましょう︒

30
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11

19

〜平成

年

月 日〜
19

会 長

飛 田 稔 章

北海道農業協同組合中央会
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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︑組合員の皆様の営農
と生活の安定並びにより良い地域
社会の実現を目指し︑総合事業を
展開しながら今日に至っておりま
す︒
例えば安全・安心な食品の生産
と︑豊かな生活に役立つ購買品の
供給︑地域の豊かな暮らしと経済
活動のために寄与する金融事業︑
総合的な暮らしの保障のための共
済事業︑健康な日常生活を営むた
めの医療・福祉事業のほか︑地域
社会に貢献するための様々な社会
的取組みも行なわれております︒
地震や風水害による大規模災害
が発生した際には︑各協同組合が
物資の支援︑ボランティアの派遣︑

募金活動等を展開することにより︑
被災地域の復旧・復興支援に大き
な役割を果たしております︒
本年９月の災害時にも︑組合員
・ＪＡ・連合会等の間における農
業機械・発電機等の融通や︑被災
地への人的・物的支援︑被災地農
産物の選果受入など︑組織内・外
を問わない助け合いの精神による
支援活動・行動に対し︑敬意とと
もに︑協同組合の力を改めて認識
させて頂いたところです︒
このように協同組合は社会と地
域の人々の暮らしのために︑永年
に亘って多くの分野でその役割を
発揮してきているのです︒
そのような中︑２０１６年に﹁協
同組合の思想と実践﹂がユネスコ
無形文化遺産に登録され︑更に本
年４月には︑我が国の農協︑漁協︑
生協︑労働金庫︑森林組合等の協
同組合が︑協同組合間の連携によ
って力を結集し︑地域課題の解決
を目的として日本協同組合連携機
構︵ＪＣＡ︶が発足したところで
す︒
また︑第 回ＪＡ北海道大会で
は︑前回大会で設定した将来ビジ
ョンである﹁北海道５５０万人と
共に創る﹃力強い農業﹄と﹃豊か
な魅力ある農村﹄の実現﹂を継承

し︑﹁農業所得の増大と︑多様な
担い手の確保・育成﹂と﹁次代に
つなげる協同組合の価値と実践﹂
に向けて︑ＪＡグループが一体と
なって取組むことと致しました︒
農業協同組合に集う組合員︑役
職員の皆様は︑このように世界的
に評価され︑社会的意義のある協
同組合の仲間であることを誇りと
しながら︑協同活動の輪︵食と農
でつながるサポーター５５０万人
づくり︶を広めて頂きたいと考え
ております︒
このことが新自由主義経済への
対立軸としての協同組合の存在意
義を高め︑永年に亘り先人が築き
上げた地域農業並びに地域社会の
基盤をさらに発展させ︑持続可能
な農業へと繋がるものと確信して
おります︒
最後になりますが︑ＪＡグルー
プ北海道は︑協同組合の理念と精
神を事業の拠り所とし︑今後とも
組合員の皆様が夢と希望を持って
営農と生活が続けられる環境を整
えること︑地域農業とＪＡの発展
に全力でサポートすることをお誓
い申し上げ︑農協法公布記念日に
あたってのメッセージと致します︒

7

30

農協法公布記念日にあたっての
組 合 員・役 職 員へのメッセージ

22

このたびの災害により被害を受
けられた皆様ならびにそのご家族
の皆様に︑心よりお見舞い申し上
げます︒
一日も早い復旧・復興へ向けて︑
ＪＡグループ北海道は組織を挙げ
て全力で支援に取り組んでまいり
ます︒
さて︑昭和 年 月 日に農業
協同組合法︵農協法︶が公布され︑
今年で 年を迎えました︒
戦後の食糧不足の混乱期に︑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﹂を図り︑
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︑
農協が設立されました︒
農協は﹁農業者による農業者の
ための組織﹂であり︑協同組合原
71

29

号

ＪＡ北海道信連
ＪＡバンク北海道では︑窓口対応として通帳
等をなくされた方に対して︑一定の範囲内でお
支払に応じさせていただきます︒
また︑被害組合員に対する相談窓口を設置し︑
被災された組合員が今後必要とする資金のお借
入れや既往借入金のご返済等に関する相談をお
受けする等︑関係機関と連携を十分にとりなが
ら金融支援対応に万全を期していきます︒

ＪＡ北海道厚生連
北海道厚生連では︑行政︑ＪＡ︑関係機関
等の協力を得て早期に診療体制の回復に向け
対応いたしました︒
組合員の皆さまが一日も早く平穏な生活を
取り戻すことができますようお祈りいたしま
す︒

ＪＡ共済連北海道

ホ ク レ ン

ＪＡ共済連では︑９月 日から連日 名体
制で被害調査・査定体制を組み︑現地に赴き
早急に調査・支払いを進め︑復旧支援に努め
てまいります︒
一日も早い復旧を心からお祈り申し上げま
す︒

25

ホクレンは︑﹁北海道胆振東部地震・台風
号対策本部﹂を設置し︑被害にあわれた生
産者の皆様の一刻も早い復旧に向け︑要請に
応じた人的・物的支援を含め︑農畜産物の生
産︑貯蔵︑流通の正常化に向けた活動を続け
ております︒
今回の災害に際しましても︑協同組合の力
を結集し︑会員ＪＡ・組合員の皆さまが一日
も早く︑平穏な生活を取り戻すことができま
すようお祈り申し上げるとともに︑ホクレン
としての役割を今後も全力で果たしてまいり
ます︒

18

ＪＡ グ ルー プ 通 信
平成 年北海道胆振東部地震及び台風 号
により︑亡くなられた方々の御冥福を心から
お祈りするとともに︑被災された全ての方々
にお見舞いを申し上げます︒
この度の災害に関しまして︑各連合会の取
り組み内容をお伝えします︒

ＪＡ 北 海 道 中 央 会
年北海道胆振東部地震・台風

きるよう︑北海道電力株式会社に対し電力

また︑組合員が︑安心して営農を継続で

を求めてまいります︒

山漁村づくりに向けた整備など万全の対策

被災農業者の営農継続支援︑災害に強い農

フラインや農地・共同利用施設等の復旧︑

現地で必要とする対策を迅速に伝え︑ライ

政府・与党などに対しては︑被害状況や

旧に向け人的支援を実施しました︒

資材や生活物資の支援や農業関連施設の復

胆振東部地震の被害に対し︑緊急的に営農

に係る農業団体災害対策本部﹂を設置し︑

﹁平成

ＪＡグループ北海道では︑９月６日︑

21

21

の安定供給ならびに万全な発電 通
･電体制
の構築を要請しています︒

21

30

30

8

第 回

ＪＡ北海道大会決議は決意の表れ

11

今年 月に開催される第 回
ＪＡ北海道大会では大会決議事
項の総括が行われる予定です︒
ＪＡグループ北海道が自己改革
を本当に進めているのか︑大会
決議を守ることができるのか︑
その動向を国や報道機関など誰
もが注目しているのです︒

20

規制改革推進会議への反発

農協法改正法案の可決成立か
特に従来の大会決議と大きく
ら約２か月後の平成 年 月
異
なるのは︑基本目標の中で
日︑第 回ＪＡ北海道大会が札
﹁ ％増大﹂﹁倍増﹂﹁５５０
幌市内で行われました︒全道か
万人﹂といった数値目標を掲げ
ら約２５００名のＪＡ組合員︑
たことです︒数値目標の場合︑
役職員が参加し︑大会決議が採
実績と対比することで目標を達
択されました︒大会議案は大き
成しているかどうかを容易に判
く３つの柱から成り立っており︑ 別できますが︑目標を達成して
その基本目標と具体的な実践方
いないことも一目瞭然になりま
策によって構成されています︒
す︒あえて数値目標を導入した
ということはＪＡグループ北海
第 回JA北海道大会議案
道としての目標達成に向けた決
意の表れとも言えます︒
また︑実践方策には﹁収益向
上﹂﹁トータルコスト削減﹂な
ど︑改革プランに盛り込まれて
いる項目と連動した作りになっ
ています︒
11

第 回

改革プランの策定から２年後
の平成 年 月︑規制改革推進
会議の農業ワーキンググループ
は﹁農協改革に関する意見﹂を
発表しました︒その内容はあま
りにも急進的でありＪＡ解体と
もとれる内容でした︒
︻規制改革推進会議農業ＷＧ
﹁農協改革に関する意見﹂
︵抜粋︶︼

①全農の購買事業を新たな
組織に転換︒
②全農の委託販売廃止し︑
全量買取販売へ転換︒
③信用事業を行うＪＡを３
年後には半減︒
④北海道のクミカン制度を
廃止︒

27

︻議案第１号︼
北海道５５０万人と共に創
る﹁力強い農業﹂の実現
︿基本目標﹀協同の力で農
業所得 ％増大と新規担い
手倍増を実現
︻議案第２号︼
北海道５５０万人と共に創
る﹁豊かな魅力ある農村﹂
の実現
︿基本目標﹀食と農を通じ
て北海道５５０万人とつな
がりを実現
︻議案第３号︼
基本目標を実現するための
﹁各組織の取り組み﹂

9

⑤農業者に対する農協利用
の強制を禁止︒

さらに販売事業に集中できるよ
う信用事業を譲渡せよという内
容であり︑まさに協同組合組織
の根幹にかかわるものでした︒
ＪＡグループが自己改革に取
り組んでいる中︑あまりにも踏
み込み過ぎの内容に野党のみな
らず与党の国会議員からも規制
改革推進会議に対する批判が集
中し︑さらにクミカンが農業者
の自主的な経営を阻害している
といった指摘があまりにも事実
とかけ離れているなど︑ＪＡグ
ループ北海道も連日のように強
力な要請運動を展開しました︒
最終的にこの﹁農協改革に関
する意見﹂は前文を含めほとん
どの表現が削除又は大幅な見直
しとなって収束しましたが︑そ
の後︑規制改革推進会議は農協
組織の改革の実施状況について
これからも監視を続けると発表︑
さらに小泉進次郎農林部会長は
一連の決定に対して﹁負けて勝
つ﹂というコメントを残しまし
た︒規制改革推進会議の農協改
革はいまも水面下で続いている
のです︒

29

11

農協改革といっても︑実際は
全農が現在行っている一元集荷
多元販売や予約購買といった協
同組合としての事業を手放し︑

11

28

20

10

28

11

28

続・今こそＪＡ！

連載

量

間

町

前年対比

管
乳

内
量

全

前年対比

乳

理 事 会 報 告

乳

呂

■報告事項

佐

27

日開催の第５回理事会に

１．一般情勢について

月別生乳生産乳量（平成29年9月〜平成30年9月）

９月

おいて︑次の案件が協議・承認さ

３． 地震発生に係る生乳対応および

被害概要と対応方策について

４．生乳計画生産と家畜販売個体

２．主要農産物の作況について

案

消流状況について

５．内部監査中間報告について

６．Ａコープサロマ固定資産の取

得について

れました︒

■議

１．第１回定例監事監査の回答に

ついて

２．組合と理事の契約について

30

年度南瓜加工品の製造

７．役員賠償責任保険の更新につ

いて

年度コントラクター事

８．組合員の異動について

９．平成

業の中間報告について

．職員の海外視察研修参加につ

いて

30

３．平成

計画について

■協議事項

30

年度担保力評価見直し

回ＪＡ北海道大会に向け

10

１．平成

について

２．第

た組合員組織討議について

29

（単位 ｔ
・％）

道
量

前年対比

Ｈ２９年９月

3,634

102.1

45,219

99.7

307,072

100.3

１０月

3,744

102.1

46,355

100.4

314,085

101.0

１１月

3,657

105.1

44,967

102.2

303,721

102.4

１２月

3,877

107.6

47,035

102.2

318,167

102.1

Ｈ３０年１月

3,929

108.3

47,985

102.4

325,602

102.8

２月

3,586

109.4

43,644

101.9

295,698

102.5

３月

3,968

108.3

48,769

102.3

327,939

102.4

４月

3,791

105.1

47,266

101.4

319,455

102.2

５月

3,981

104.6

49,333

100.8

335,420

101.7

６月

3,888

106.0

48,160

103.3

329,058

103.1

７月

4,023

106.8

49,105

104.4

333,234

103.2

８月

4,040

106.3

48,045

102.2

328,251

102.4

９月

3,684

101.4

44,214

97.8

291,036

94.8
10

日〜 日

① 勝見 絵利香 さん
② 自営業
③ ９月

♥
♥
♥

〜札幌会場〜

新・農 業 人 フェ ア
13

♥

♥
♥

♥
♥

質問事項

♥

♥

♥

♥

15

♥

♥

♥

♥

♥

④ 櫛部牧場

♥
♥

♥

♥

♥

♥

農業新規担い手受入事業
♥
♥

♥

♥

♥

♥

農 業 体 験

♥
♥

♥

♥

♥

11

♥
①氏 名
②職 業
③ 受け入れ
期間
④ 受け入れ先
⑤感 想

佐呂間高校

イン
ンタ
ター
ーン
ンシ
シッ
ップ
プ
イ

〜高校生の職場体験学習〜

11

月４日〜５日︑
佐呂間高校２年生
３名の受入を行い
ました︒
この取組はＪＡ
組織をより身近に
感じてもらい︑働
くことの意義を考
えてもらうことを
目的に実施してい
ます︒
本町農業およびＪＡの事業内容等につい
て学んだのち︑日常業務の一部を体験して
もらいました︒
今後進路を決めていく過程で︑ＪＡがそ
の選択肢に加わることを期待しています︒

カボチャの梱包作業を
▼体験する青木海都さん

♥
♥

♥

♥

♥

♥

⑤ 想像していたより機械化が
進んでいて働き方によって
はスローライフも送れる仕
事だと思いました︒
また佐呂間に来たいです︒

10

月 日︑札幌コンベンションセンターにお
いて︑﹁新・農業人フェア﹂が開催され︑佐呂
間町として出展し︑佐呂間町とＪＡが参加しま
した︒
農業に携わりたいと希望される方々に対し︑
雇用就農・独立就農に繋ぐきっかけとし︑１人
でも多くの方が今後︑農業分野で活躍できるこ
とを目的に毎年行われている説明会で今回の来
場者数は３５５名でした︒
佐呂間町ブースには高校生から社会人の方に
訪問頂き︑佐呂間町の魅力と農業の素晴らしさ︑
雇用募集農場の紹介などを説明しました︒
今後も１人でも多くの方に来町してもらい︑
町の魅力を知って頂き︑農業担い手として佐呂
間町に定住してもらえるよう︑今後も佐呂間町
と共に募集活動を継続してまいります︒

▲事務作業を体験する長岡 諒さん

10

荷物の積み込み作業を
体験する鈴木洸介さん
▲

♥
♥

♥

15

30

防 災 訓 練
９月 日 時 分より火災を
想定した避難訓練を実施しまし
た︒
１階給湯室から出火した想定
で︑確認︑通報連絡︑初期消火︑
避難誘導等︑職員が各担当に分
かれ︑畜産側玄関から避難しま
した︒
遠軽地区広域組合佐呂間出張
所の方から講評があり︑避難に
かかる時間︑整列等についてス
ムーズであり︑実際の火災時も
21

落ち着いた対応をお願いします︑
とコメントを頂きました︒
避難訓練終了後︑交通公園に
て消火器を使用した消火訓練も
行い︑火災における初期消火に
ついて指導を受けました︒
鈴鹿組合長から︑事務所にお
ける火災の対応について︑日ご
ろから冷静に対処できるよう消
火器の場所確認等︑防災意識を
持つようにと訓示があり︑避難
訓練を終了しました︒

佐呂間町農業委員会 tel.2−1290 ／ JAサロマ営農相談課 tel.2−1611

12

1

6

7

11

14

8

11

15

9

12

18

22

頭の体操!

A
2

B

3

19

7

16
E

3

13

4

10

19

12

17

23

【応募方法】

答えが解った方は、別紙の応募用紙に答えと広報誌へのご意見・ご感想を
記入してＦＡＸでご応募下さい。正解者の中から５名の方に粗品をプレゼ
ントします。当選者とパズルの答えは12月号に掲載します。
締切は11月１5日（木）です。たくさんの方のご応募、お待ちしております！
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●宛
先 ＪＡサロマ営農相談課
●ＦＡＸ番号 01587−2−3285

タテのカギ

です

①武士が腰に差す物

③パリやベルリン︑バンコク︑北京など

ー

★
★
★
★
★

10月号当選者５名の方には
「鍋セット」を
プレゼントいたしました。

山 口
青 野
佐々木
守 口
長谷部

桜 子 さん
かおり さん
エイ子 さん
初 江 さん
里 佳 さん

30

（北区 田中 愛莉さん）

）

40

今回の抽選者は
㈱サロマ農機車輌センター
武田工場長でした。

★北海道胆振東部地震で被害にあわれた方々
にお見舞い申し上げます︒
今年は色々な事が多すぎます︒
来年は平穏な年でありますよう心から願う︒
︵共立 伊藤 賢一さん︶

★先日︑佐呂間の昭和 年〜 年代の町の一
部が紹介されていたのを懐かしく拝見しまし
た︒ 年代の国際劇場は夕方になると毎日の
ように流行歌が流れ賑やかな事︑町の隅々ま
で流れ大音響でした︒これからも楽しい事︑
良い事が沢山ある幸せな町でありますよう望
んでいます︒ほんとうに懐かしい思い出です︒
︵若里 鈴木 佳子さん︶
30

13

⑥８は２の４

Ｅ

朝日 長谷部 さきさん
長谷部 ゆきさん

⑦英語ではゼブラ︒草食動物です

10月号クロスワードパズルの当選者
10月号クロスワードパズルの当選者
正解者 21名 の中から抽選の
結果、当選者は次の方々です。

ク リ ヒ ロ イ

（

⑧月が出ていなくて真っ暗です

11

⑩タンスなどに加工する軽い木材

⑫家族やごく近しい人のこと

⑯モミジとも呼ばれる木

⑭遠くて近きは男女の

Ｄ

10

ー
ー

解 答

⑱ 月は神無月︑ 月は

う
おめでとす!
ま
ござい

⑳ネタやシャリなどから作ります

Ｃ

Ｂ

は砂漠

Ａ

ー

の

ー

①アフリカの川や池にすむ動物。体も口も大きい
②そろそろスタッドレス−に交換しようかな
③まるで取り付く−もない様子だったよ
④−栽培はオーガニック農法とも呼ばれます
⑤鳥籠の中に取り付ける棒
⑦火事に備えて設置する物
⑨音はこれで聞き取ります
⑪落語を客に聞かせる職業
⑬頭をひねって絞り出します
⑮徳川将軍家は三つ葉葵（あおい）
⑰机のこと。ライティング−
⑲道が十字に交差している所
㉑漢字では羊の歯と書く植物

㉒このぶんしょうにはつかわれていません

やフタコブ
㉓ヒトコブ
で使われる動物

ヨコ の カ ギ

先 月

は
正解者に ト!!
ゼン
粗品プレ

21

読
者
の

声

（売出しは、変更になる場合があります。）

サロマ店

☎２−３３４６（代）

11 月 の 予 定 表

日

月

火

水

木

金

土

10/ 28

29

30

31

11/ 1

2

3

ポイント10倍 野菜・果物の日 お魚の日 お肉の日 デイリー・卵の日 牛乳・惣菜の日 飲料の日

11 サロマ湖の牡蠣が
サロマ広報誌

始まりました！

今年もサロマ湖の牡蠣が始まっています。
むき牡蠣やホタテとのセットなど
組合せはお客様のお好みで箱詰め致します。
今年も大切な方へサロマの味を送りましょう！

秋の収穫感謝セール

18時閉店
4

5

6

7

8

定休日
11

12

13

得

の

14

20

21

26

27

28

平成３０年１１月号（通算５４３号）

定休日

23

24

30

12 / 1

10%引き 勤労感謝の日
セール 臨時休業

29

月末大市
畜産大市

青果・お魚大市

4

17

ホットメニュー

22

ダイナマイト2DAYS
3

16

週末感謝祭

洋食メニュー

19

18時閉店
2

15

市

定休日
25

10

中 華

18時閉店
18

9

旬鮮情報

5

6

青果・お魚大市

7

8

特売予定

いつも当店をご利用いただきありがとうございます。
10月25日にリニューアルオープンし、沢山のお客様にご来
店頂きました。
これからも従業員一同、お客様に喜んでいただけるよう色々
な事にチャレンジして行きますので楽しみにしてください。
11月23日 勤労感謝の日は臨時休業致しますので、ご了承
ください。

●発行／佐呂間町農業協同組合

JAサロマ ホームページ

2018年７月11日に
リニューアルしました！
スマートフォン対応

●編集／営農相談課
●印刷／井谷印刷株式会社

編

集

後

記

★９月28日 畜産部、営農部、Aコープ職員６名で厚真町に炊き
出しのボランティアに行って来ました。
避難されている方々に焼肉（サロマ豚）を食べていただき「美
味しい。遠くからありがとう。」と嬉しい言葉をもらうことが
出来ました。
帰町した際、資材や道具をお借りした役場の人や商店の方が笑
顔で待っていてくれ
て皆さんの気持ちも
一緒に届けに行って
来たことを知り、人
とのつながりを感じ
る貴重な体験でした。

組合員の状況
〈平成３０年９月20日現在〉
正組合員

１７３名（変動なし）

准組合員（個人） ９２９名（１名増加）
〃
合

（団体）

２８名（変動なし）

計

１,１３０名

正組合員戸数

１３２戸

