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私たち丑年生まれです!!
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年頭のご挨拶
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コロナウイルスに始まり新型コロナ
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したと思われる新型コロナウイルス

年並みを確保することができ︑二番
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サルモネラ症に感染された農場の方

る状況となりました︒そのような中
ルスとの戦いが続く中で成果が出る

を入れていますが︑新型コロナウイ

JAグループ北海道が目指す﹁力

ことを期待しております︒
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年頭のご挨拶

いはありますが概ね良い出来秋
を迎えることが出来たと感じて
おります︒
しかしながら︑昨年は︑新型
コロナウイルスとの戦いが長期
化し︑今までの日常とは大きく
変化した１年でありました︒農
業分野においても例外ではなく
各種イベントの自粛︑外食・中
食の需要減少等の影響により︑
各作物の更なる需給緩和が懸念
されているところです︒今後は
作物ごとの実態を踏まえた︑国
産・道産農畜産物の需要喚起・
消費拡大を図るとともに︑外国
人技能実習生が入国できないこ
とにより︑農作業の人材確保に
も大きな影響が出ておりますの
で︑北海道︑全国連とも連携し︑

小野寺 俊 幸

北海道農業協同組合中央会
代表理事会長

令和３年の年頭にあたり

新年あけましておめでとうご
ざいます︒
組合員並びに役職員の皆様に
は︑コロナ禍にあってもその苦
境にも負けず︑日々営農に更に
邁進されておられることと存じ
ます︒
また︑地域農業の振興や地域
社会の発展に向け︑日頃より多
大なご尽力をされていることに
対しても︑改めて敬意と感謝を
申し上げる次第であります︒
昨年の北海道農業は︑米の作
況指数が106の﹁良﹂︑畑作
物についは収穫時期に一部地域
に降雨による影響が見られたも
のの平年並以上の結果となり︑
生乳も前年の実績を超える生産
となり︑地域︑作目によって違

ＪＡグループ北海道としてしっ
かりとその対応を図ってまいり
ます︒

ＪＡグループ北海道では︑昨
年より道民の皆様に対し北海道
農業から行動を起こすことで︑
農業と人︑農村と都市︑生産者
と消費者の関係のあり方を見つ
めなおしていただくことを目的
として﹁ＡＧＲＩＡＣＴＩＯＮ！
ＨＯＫＫＡＩＤＯ︵アグリアク
ション北海道︶﹂と題した情報
発信を北海道の支援もいただき︑
スタートいたしました︒
﹁ＡＧＲＩＡＣＴＩＯＮ！Ｈ
ＯＫＫＡＩＤＯ﹂は次の３つの
テーマを伝えることを目的とし
ております︒
① 食料自給率に対する理解促
進と行動変容の喚起
② 農業には多様な働き方があ
るということの周知とより
多くの方が農業に携わって
いただき︑将来的に農業を
仕事の選択肢として考えて
もらうこと︵本業以外に副
業として農業に親しむ人々
を﹁パラレルノーカー﹂と
命名︶

③ 日頃から道産農畜産物を食
している道民の皆様に感謝
を伝えること

本年は第 回ＪＡ北海道大会
の実践最終年であることから︑
この取組みと協同の力を梃子と
して﹁農業所得の増大﹂﹁多様
な担い手の確保・育成﹂﹁食と
農とでつながるサポーター５５
０万人づくり﹂の目標達成に向
けて︑実践活動を強化してまい
ります︒

結びになりますが︑本年は辛
丑年です︒牛は古くから酪農や
農業で人間を助けてくれた大切
な動物でした︒大変な農作業を
最後まで手伝ってくれる働きぶ
りから︑丑年は﹁我慢︵耐え
る︶﹂︑﹁これから発展する前
触れ﹂というような年になると
伝えられております︒
この謂われにあやかり︑新型
コロナウイルスの１日も早い克
服と皆様のご健勝︑本年が豊穣
の年となりますようご祈念申し
上げ︑年頭のご挨拶といたしま
す︒
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佐呂間町農民同盟
執行委員長

亀 井 徳 夫

かったとの事ですが︑スーパー
の店頭にバターが品薄であり農
協役員との意見交換にも要請し
た経緯もございます︒生乳・畑
作３品などは新型コロナウイル
スの影響は最小限に食い止めら
れたかと思います︒
佐呂間町の作況については︑
平年より積雪が少なく春の蒔き
つけは早く始まり５〜６月の低
温と天候の不安定な時期もあり
ましたが︑秋の好天・温暖で飼
料作物を含め畑作全般に平年を
若干上回る作柄となり安堵する
ところです︒生乳生産も安定し
増産傾向ですが︑個体価格の値
下がりが危惧されます︒
国政は安倍総理が持病の悪化
を理由に辞任その後︑自民党総

裁選で菅総理が誕生しました︒
報道・閣僚の顔ぶれ・官房長官
時代の言動から安倍政権を踏襲
した政治に変わりないと感じる
ところです︒また︑アメリカ大
統領選が行われ︑バイデン元副
大統領が次期アメリカ大統領に
就任する見通しとなっています︒
一方︑国際貿易協定はＴＰＰ
及び日ＥＵ・ＥＰＡ日米貿易協
定は年次ごとに関税が下がって
います︒日・英ＥＰＡが合意︑
ＲＣＥＰはインドが離脱したま
まで合意に至りました︒政府に
は﹁農業は食料の安定供給など
重要な役割を担っていると認識
しており︑国境措置をしっかり
と確保していくことは重要であ
る﹂と提言してきましたが残念
です︒北海道農民連盟はコロナ
の影響で中央行動はほぼ半減さ
れましたが︑秋闘中央行動は
月 日〜 日に酪農・畜産と畑
作・野菜対策が行われ︑国際貿
易協定の検証︑バター・脱脂粉
乳の過剰在庫問題とＦ１・和牛
などの濡れ子価格の下落につい
て︑また生乳取引でＭＭＪの生
乳廃棄の対応など問題を意見集
約し農水省に要請しております︒

コロナ対策で少人数での行動に
なり︑北見地区の役員に代表し
て頂きました︒
また︑食料・農業・農村基本
計画が見直され自給率・自給力︑
あらたに食料自給率を換算した
数値を示すなど改定されました
が︑家族農業など多様な農業の
発展と食料自給率向上を主に訴
えこれからも運動して参りたい
と思います︒
最後に︑農協をはじめ各関係
機関のご支援に対し感謝すると
ともに今後も皆様の一層のお力
添えを賜りますよう︑よろしく
お願い申し上げます︒新型コロ
ナが収まり︑早く平穏な日々に
戻ることを心から願っています︒
併せて本年も豊穣の秋を迎えら
れる事をお祈り申し上げまして
新年のご挨拶といたします︒
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新 年 挨 拶

新年明けましておめでとうご
ざいます︒
盟友の皆様におかれましては
つつがなく新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます︒
平素より農民組織の運動にご
理解とご協力を頂き︑心よりお
礼申し上げます︒
昨年︑２０２０年はオリンピ
ックイヤーとして期待されてい
ましたが一年延期され︑新型コ
ロナウイルスという目に見えな
い敵との戦いの日々になりまし
た︒この様な中︑４月の緊急事
態宣言で休校︑給食向の牛乳が
過剰となり︑生乳を廃棄しない
ため︑加工用の工場をフル活動
させたがロットが大きい業務用
のバターを多く生産するしかな
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年頭のご挨拶

新しい年を迎えて
網走農業改良普及センター
遠軽支所

は平年を大きく上回り︑糖分は

生育ともに良好に推移し︑根重

その後︑適度な降雨もあり活着︑

は種作業は順調に進みました︒

てんさいの移植︑直播栽培の

も高く︑平年を上回りました︒

ましたが︑子実収量は歩留まり

しました︒収穫作業はやや遅れ

要があります︒

害に対しても備えを強化する必

近年多発する台風などの自然災

課題に直面しています︒また︑

実習生の確保ができないなどの

や加工品の需要の低下︑外国人

客の減少などにより︑農畜産物

粛や各主イベントの中止︑観光

ざいます︒令和３年の新春を迎

新年明けましておめでとうご

河川の氾濫などが相次ぎ︑各地

い範囲で記録的な大雨となり︑

月には西日本から東北地方の広

も良いことから製品率も高まり

ました︒収量は平年並み︑品質

ばつ気味となりかん水も行われ

が少雨傾向で推移したため︑干

進み︑活着も良好でした︒気候

たまねぎの移植作業は順調に

の確立はもとより︑多様な担い

や課題を見つめ直し︑生産基盤

これを機に改めて地域の現状

す︒

化計画などの策定年にあたりま

期北海道酪農・肉用牛生産近代

農業・農村振興推進計画や第八

川 邦 彦

えるにあたり︑謹んでお慶び申

に大きな農業被害をもたらしま

ました︒

手の育成・確保︑スマート農業

支所長 小

し上げます︒

した︒被災地︑被害に遭われた

飼料用とうもろこしについて

一方で︑本年は第六期北海道

農業者︑関係機関の皆様には

方にお見舞い申し上げるととも

平年並みでした︒

平素より農業改良普及事業の推

の推進など農業生産力の向上や

進していくことが重要です︒

は︑は種時期の晴天に恵まれ︑

の高温で登熟が進み︑生収量は

に︑一日も早い復興︑経営再建
佐呂間町の気象経過と農作物

平年より多く︑ＴＤＮ収量は大

進に対しまして深いご理解とご

の作況を振り返りますと︑気温

幅に増加しました︒

農村の活性化に向けた取組を推

さて︑昨年の本道農業を振り

は春先は低く推移しましたが︑

作業は順調に進みました︒夏場

返りますと︑天候は期間を通し

その後気温も上がり暖候期を通

育は平年並みに推移し︑収量も

をお祈り申し上げます︒

て少雨傾向にありましたが︑比

して平年より高く推移しました︒

平年並みを確保できました︒

協力を賜り︑心よりお礼申し上

較的に穏やかに推移したことに

降水量は平年より少なく︑日照

げます︒

加え︑大きな災害も無く経過し

時間は平年並みかやや多い状況
作物別にみますと︑秋まき小

ウイルス感染拡大による外出自

などの課題に加え︑新型コロナ

戸数の減少や高齢化︑労働不足

農業をめぐる情勢では︑農家

拶といたします︒

をお祈り申し上げ︑新年のご挨

穣の秋とご家族の皆様のご健勝

最後になりますが︑本年の豊

積極的に進めてまいります︒

域の農業振興を目指した取組を

や関係機関の皆様と連携し︑地

普及センターとしても生産者

たことにより︑水稲をはじめ多

でした︒
麦の生育はほぼ平年並みに推移

牧草︵一番草・二番草︶の生

くの作物で平年作を上回りまし
た︒
一方︑府県に目を向けると７
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新年のご挨拶
齊藤将平

佐呂間町農協青年部
部長

新年明けましておめでとうござい
ます︒年頭にあたり︑青年部を代表
して一言ご挨拶申し上げます︒
組合員並びに農協職員︑協力組織
の皆様におかれましては︑健やかに
新年を迎えられましたことをお慶び
申し上げます︒また常日頃より当青
年部活動にご協力いただき︑厚く御
礼申し上げます︒
昨年を振り返りますと︑６月に局
地的に雹が降り生育途中の作物に甚
大な被害をもたらしました︒被害に
遭われた組合員の方々には心よりお
見舞い申し上げます︒また︑８月か
ら９月にかけては︑高温と雨不足で︑
干ばつの影響も心配されましたが︑
無事収穫を迎えられました︒
さて︑農業を取り巻く情勢におき
ましては︑新型コロナウイルスの影
響が様々な所で見られました︒家庭
内食の比率が高まり︑外食産業との
需要バランスの変動︒また︑食料貿

易においても︑諸外国での移動制限
など流通の観点から︑大幅な価格変
動の可能性も示唆されています︒こ
のような外的要因に大きく左右され
ないよう︑しっかりとした農業の経
営地盤を築いていく必要があると決
意を新たにした次第です︒
昨年の青年部の活動としましては︑
牛乳の消費拡大のため佐呂間町内の
小学生全員へミルクジャパングッズ
の配布︑佐呂間町社会福祉協議会を
通じて︑町内の福祉施設や保育所に
牛乳券の寄贈を行いました︒学習会
では︑農業におけるインターネット
の活用をテーマにＪＡコネクトを開
発した︑︵株︶鎌倉インダストリー
ズの原雄二社長をお招きし︑新たに
開発されたDAY WORKという農
業に特化した人材マッチングアプリ
の話をしていただきました︒まさに
労働力不足の問題を解決するにあた
り︑大いに活用できるものだと感じ
ました︒原社長は︑農業のＩＴ活用
の可能性を示し︑また﹃できる︑で
きない︑ではなく︑やる﹄という言
葉に部員達も刺激をもらいました︒
今後も︑各種活動︑学習会︑研修大
会等にしっかり取り組む所存でござ
いますので︑今後もなお一層のご支
援︑ご協力をお願い申し上げます︒
結びになりますが︑皆様にとって
実り豊かな年となりますよう心より
祈願いたしまして︑新年のご挨拶と
させていただきます︒

新年のご挨拶

櫛 部 なおみ

佐呂間町農協女性部
部長

新年あけましておめでとうござ
います︒部員の皆様には日頃より
女性部の事業を進めるにあたりご
協力を頂きありがとうございます︒
また︑ご家族の皆様のご理解︑ご
協力があってこそ活動に参加でき
ますことを厚くお礼申し上げます︒
昨年を振り返りますと︑春先か
ら天候にも恵まれ農作業も順調に
進んでおりましたが︑５月の豪雨︑
６月の降雹により一部地域におい
ては大きな被害もありました︒被
害を受けた組合員の方々には心か
らお見舞い申し上げます︒７月以
降は農作業も順調に進み無事に収
穫を迎えることが出来ました︒ま
た︑２月からの新型コロナウイル
スの感染拡大により︑牛乳の過不
足︑外食の減少による色々な物が
余りその事で売り上げにも影響を

もたらすなど振り回された年であ
りました︒今までの生活や日常の
あらゆる事に影響し︑女性部活動
もままならない状況となりました︒
その様な中でも︑組合員及び地域
の皆様にもご協力頂きマスクの寄
付を募り︑社会福祉協議会を通じ
必要とされている方に寄贈するこ
とが出来ました︒フレッシュミズ
たんぽぽの会と共に子供達へのＳ
ＤＧｓカルタの寄贈を行いＳＤＧ
ｓを身近に感じてもらう活動を行
いました︒
これからは新型コロナウイルス
と上手く付き合いながら活動を考
えていかなければならないと思わ
れますが︑皆の知恵を出し合いな
がらこれからも活動を行ってまい
りたいと考えています︒しかし年
々部員の減少傾向は進む一方で部
員の確保といった課題も今まで以
上に深刻であると考えています︒
色々と課題の多い年になりそうで
すが︑今年も部員の皆様が健康で︑
実り豊かな年となりますよう心よ
りお祈り申し上げ︑新年のご挨拶
とさせて頂きます︒
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生まれです!!
今年の抱負を伺いました。

富武士

名雪 吏さん
小学校最後の生活を楽しむ。

富丘

川又 孝子さん
コロナ禍ですが毎日元気に
過ごしていきたいです。

共立

佐呂間

柳原 みわ子さん

柳原 悟さん

終活がさっぱり進みません、 丑年生まれの豚屋です
今年こそは？…
が、猪突猛進と牛歩を
勉強とスポーツをがんばっていきたいです。 家族皆が健康ですごせる
織り交ぜる感じで（笑）
そして友だちといっぱい遊びます。
１年でありたいと思います。

佐野 太一さん

仁倉

富丘

宍戸 瑛心さん

宍戸 友彦さん

勉強をがんばりたいです。 ケガをしない。

津田 稔喜さん
もう60才です。
さて、これから何ができるかな？

8

私たち 丑 年
子年生まれの皆さんに
啓生

今部 美香さん
家族皆元気に！健康に！
の〜んびりと過ごしたいです！

間
浜佐呂

斉藤 隆幸さん

啓生

直井 敏哲さん

ケガなく一年、楽しく仕事を
したいです。目標は100町農業。

いろんな物事を吸収して、
経営に活かしていきたい。

9

朝日

共立

共立

武士

長谷部 咲さん

長瀬 聡吾さん

長澤 諒祐さん

山前 梨緒さん

勉強をできるだけ
がんばりたいです。
あと、病気に負けないよう
にしたいです。

今年から中学生になって
勉強が難しくなるので
おいていかれないように
がんばりたいです。
部活も入ってくるので
何事にもあきらめずに
がんばりたいです。

中学生になるので
もっと勉強を
がんばっていきたい
です。

私は小学校最後なので、
かぜにかからないで
楽しくすごしたいです。

フレッシュミズたんぽぽの会

ハーバリウム作り

月 日︑農協中会議室にて﹁ハー
バリウム作り﹂を行いました︒
今年度については新型コロナウイル
ス感染症の影響を考慮し︑講師の依頼
はせず︑様々な花材と容器︵ボトル・
ボールペン・ディスペンサー︶を購入
して制作しました︒
参加者は３名で各々自分好みの花材
を選び︑２年前の制作を思い出しなが
ら真剣な表情で取り組みました︒
また︑時には協力し合い︑限られた
時間の中︑たくさんの作品を作ること
ができました︒
完成した作品はとても華やかな出来
栄えで短い時間ではありましたが︑有
意義な活動となりました︒
12

佐呂間町内小・中学校へＳＤＧｓかるたを寄贈

女性部
だより

11

女性部・フレッシュミズたんぽぽの会

11

ＪＡサロマ女性部・フレッシュミズたんぽ
ぽの会は 月 日︑佐呂間町内の小学生のい
る世帯と中学校へ﹁ＪＡ女性組織フレッシュ
ミズＳＤＧｓかるた﹂を寄贈しました︒
新型コロナウイルスの収束が見えず︑女性
部活動も縮小せざるを得ない状況の中︑これ
から地域を支えていく子供達にＳＤＧｓ︵持
続可能な開発目標︶を知ってもらうため︑Ｊ
Ａ全国女性組織協議会が制作した﹁ＪＡ女性
組織フレッシュミズＳＤＧｓかるた﹂を寄贈
することにしました︒
ＳＤＧｓは環境問題を考えつつも経済的に
発展し︑戦争や貧困のない世界を２０３０年
までに作ろうという国連が定めた目標で︑Ｊ
ＡはもちろんＪＡ女性部の活動の中にはこれ
を実践しているものもあります︒
子供や孫の世代に不自由のない生活が送れ
るよう︑今ある世界のさまざまな問題を解決
していくため︑ご家庭や学校教材としてご活
用いただき︑子供達にＳＤＧｓを楽しく学ん
でいただきたいと︑ＪＡサロマ女性部 櫛部
なおみ部長とフレッシュミズたんぽぽの会
惣田絵理部会長より︑佐呂間町 武田温友町
長に手渡されました︒
﹁ＪＡ女性組織フレッシュミズＳＤＧｓか
るた﹂は教育委員会を通じて各小・中学校へ
寄贈され活用されます︒
19

女性部
だより
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96

研修事業

令和
和 年
年度
度北
北海
海道
道枝
枝肉
肉共
共励
励会
会
令
﹁黒
黒毛
毛和
和牛
牛の
の部
部﹂
﹂
優秀
秀賞
賞１
１席
席受
受賞
賞
﹁
優
北海道枝肉共励会︵黒毛和牛の部︶が
月 日に開催され︑道内各地から１４１頭
が出品されました︒
当ＪＡからは田中清隆氏が出品した﹃勝
忠 ﹄号が優秀賞１席を受賞しました︒
新型コロナウイルスの影響により褒章式
は中止となりましたが︑ホクレン北見支所
より賞状および記念品が贈呈されました︒

11

︻審査講評︼
外観はロース部が充実してかなり厚みが
あり︑切開面においてもロース芯面積 ㎠
と大きく各筋肉は十分に発達し︑皮下脂肪
は薄めで歩留基準値が高い肉量の充実した
枝肉でありました︒
肉質についても胸最長筋及び周囲の筋肉
における脂肪交雑はかなり多く︑肉の光沢︑
締まり及びきめに優れた枝肉でありました︒

11

２
２
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54

はなます友の会
月 日︑農協大会議室において︑アクセサリー研
修会を開催し︑会員８名が参加しました︒
講師には守口智美さんと坂上葵さんを迎え︑参加者
がたくさんのパーツの中から好みのものを選び︑パー
ツの組み合わせや取り付
け方についてアドバイス
を受けながら真剣に作品
作りに取り組みました︒
アクセサリー研修会は
２回目の開催ということ
もあり︑ピアスやネック
レス︑バレッタなどたく
さんの作品を作ることが
できました︒
作業終了後は︑パーツ
や講師２人の作品を購入
でき︑短い時間ではあり
ましたが︑有意義な研修
会となりました︒
11

乳
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理 事 会 報 告
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■協議事項

１． 農業振興中期計画策定について

■報告事項

月 別 生 乳 生 産 乳 量

令和２年 月 日開催の第７回

理事会において︑次の案件が協議

・承認されました︒

１．一般情勢について

案

■議

２． 主要農産物の集荷状況について

３．令和２年度ＪＡ南瓜収穫受委

託作業の実績報告について

４．生乳計画生産と家畜販売個体

消流状況について

５．第５回オホーツク農協酪農畜

産対策委員会報告について

６．令和２年度畜産ＩＣＴ事業に

ついて

７．新資金の設定について

８．令和２年度畜産クラスター機

械導入事業への参加について

９．職員の退職について

．反社勢力取引排除と組織犯罪

防止に係る対応状況報告につ

いて

１．組合員の異動︑出資金減口に

ついて

２．人事労務基本方針の制定につ

いて

３．クミカン運用における保全に

ついて

４．令和３年度営農計画書に関す

る審査方針について

５．経営対策組合員の令和２年度

決算見込と令和３年度営農計

画について

６．令和２年度経営所得安定対策

に係る﹁数量払﹂の仮渡金に

ついて

７．令和２年産農産物の概算払に

ついて

８．生乳受託販売における全道共

販の運用について

10

11

乳

道
量

前年対比

２０１９. １１

3,972

102.6

45,965

99.9

312,353

101.8

１２

4,185

103.0

48,220

100.6

327,099

102.3

２０２０. １

4,265

104.7

49,034

100.9

333,316

102.7

２

3,992

108.1

46,396

104.9

315,175

106.8

３

4,299

104.9

50,080

101.1

338,506

102.6

４

4,247

106.5

49,717

103.3

331,737

103.3

５

4,441

105.9

52,025

103.0

348,080

102.5

６

4,287

105.2

50,194

102.6

338,152

101.6

7

4,342

103.5

51,532

104.9

343,654

102.0

８

4,231

103.6

50,809

105.9

338,265

103.0

９

4,113

103.1

48,687

105.0

324,742

102.4

１０

4,257

104.0

50,079

105.5

331,818

102.5

１１

4,124

103.8

48,477

105.5

319,792

102.4
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地区別懇談会
月 日と 日の２日間︑４地域３会
場において 月定例の地区別懇談会を開
催しました︒
会場は︑新型コロナウイルス感染拡大
防止に配慮した設営を行い︑各部からの
情勢報告後︑質疑が行われました︒
％
％
％
％

● ＪＡコネクトとＦＡＸの併用について

主な意見要望

若佐コミセン︵栄地区︶⁝⁝
若佐コミセン︵若佐地区︶⁝
浜佐呂間活性化センター⁝⁝
農 協 会 議 室⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
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ＪＡからの情報発信は︑ＪＡコネクトとＦＡＸを併
用していますが︑今後︑意向調査し
た中でＦＡＸ送信を希望しない生産
者はＪＡコネクトのみ情報発信とい
たします︒
また︑スマートフォンを所有して
ＪＡコネクトを登録されていない生
産者は是非ご利用願います︒
● デイワークアプリの周知について
﹁デイワーク﹂とは組合員と1日
農業アルバイトのマッチングを行う
手段として利用できるアプリケーシ
ョンです︒
働き手確保の手段として︑デイワ
ークアプリの情報を収集し整理した
中で︑組合員に情報提供と周知をし
てまいります︒

検討について

● コントラ事業利用料金の見直しの

作業効率向上による作業時間の短
縮や更新を迎える作業機があること
から︑事業の安定的運営に向け︑基
本料金と作業料金の見直しの検討を
図ります︒

巡回ドックを受診したい
のですが︑ 月実施では農
作業が忙しい時期ですので︑
月に実施できるよう要望
します︒

ついて

● 巡回ドック日程の要望に

令和３年度以降のクミカ
ン運用における運転資金と
して﹁ＪＡ営農応援ローン﹂
を新設しましたので︑借り
入れをご希望の方は営農計
画協議前までに営農計画書
を策定のうえ営農相談課ま
でご相談願います︒

● クミカン運転資金の新設について

３大疾病︵がん︑心筋梗塞︑脳卒中︶に加えて
その他の生活習慣病まで︑幅広く保証するもので
す︒詳しくは共済係までお問い合わせください︒

● 特定重度疾病共済について

令和３年１月の仕組み改訂により︑
自動車共済に付帯特約として新設さ
れます︒日常生活に起因する事故
︵自転車事故等︶の損害賠償責任１
事故当たり最大２億円を保証するも
のです︒世帯全体を保証するため
﹁１世帯１特約﹂の加入︑契約継続
時に付加する事ができ︑年額１︑
８９
０円の掛金でお引き受けします︒是
非︑加入検討ください︒

● 日常生活賠償責任特約について

11/28 農協会議室
● 草地植生改善事業について
酪農部会員を対象に︑良

10

11
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● ビート面積の維持拡大について

主要作物としてビート面積維持拡
大は重要であり︑㈱糖栄との作業委
託への在り方や︑畑作コントラにつ
いて︑組合員と協議してまいります︒

について

品質粗飼料確保のため︑草
地完全更新を目的に助成対
策を進めています︒
令和３年度が最終年とな
りますので活用願います︒

● 新型コロナウイルスに感染
した場合の支援について
酪農生産者が感染した場
合は酪農ヘルパー制度があ
りますが︑畑作生産者が感
染した場合の支援について
整備されていませんので︑
今後協議いたします︒

について

● 農業新規担い手確保対策

● 新型コロナウイルスによるプール乳価への影響

新型コロナウイルス感染
症の中で︑受け入れは厳し
い状況ですが︑反面︑農業
に興味を持った人が増えています︒
農業新規担い手確保に向け︑募集やアプローチ方
法を工夫して受け入れを行ってまいります︒

11/26 若佐コミセン（若佐地区）

上半期は３月から６
月まで実施された学乳
対策によりプール乳価
は前年を上回る実績と
なりました︒
７月以降は夏休みの
短縮などにより飲用が
逼迫し飲用向け実績が
伸びた半面︑新型コロ
ナウイルスによる外食
産業の衰退や︑飲用の
次に単価の高い生クリ
ーム向けが減少︑更に
は道内外の移送経費の
値上げにより︑下半期
のプール乳価は前年度
を下回る状況が続いて
います︒

11/26 若佐コミセン（栄地区）
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11

15 39 25 32

11

11/28 浜佐呂間活性化センター
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労災保険は、労働者の負傷、疾病、傷害又は死亡に対して必要な
保険給付を行い、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその
遺族の援護、労働災害の防止等を目的としています。
万一のために労災保険の加入をお勧めします。

■加入資格（特定農作業）
年間農業生産物総販売額３００万円以上または、経
営耕地面積２ha以上の規模の自営農業者（家族従事者）

■保険料
保険料は、年間の農業所得に基づき保険料算定基礎
額と農業所得がほぼ等しくなるよう給付基礎日額を選
んでいただき、この額を基礎に算出します。

■ご加入の手続き
加入を希望される方は、営農計画書に労災加入申込
書を添付しておりますので、加入される方のお名前と、
基礎給付日額を記入し提出をお願いします。

詳しくは営農部営農相談課

先 月

の

Ａ

Ｃ

Ｂ

土地の耕作、開墾、植物の栽培、採取、
家畜の飼育作業で次にあげるもの
（イ） 動力により駆動される機械を使用す
る作業
（ロ） 高さが２メートル以上の箇所におけ
る作業
（ハ） サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所
における作業
（ニ） 農薬の散布の作業
（ホ） 牛、馬、豚に接触し、又は接触する
おそれがある作業

TEL 2−1611までお問い合わせをお願いします。

う
おめでとす!
ま
い
ざ
ご

解 答
Ｄ

■補償対象作業

E

１
１２月号クロスワード
２月号クロスワード
パズルの当選者
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。

シ ユ ン ギ ク
12月号当選者２名の方には
「綾鷹ラベルレスボトル1ケース」
をプレゼントいたしました。

田

ト

シ さん

★ 阿

部

珠

莉 さん

★農業に関する写真（画像）もお待ちしております。
→
コメントを添えてこちらのアドレスまでお願いします。

15

12

今回の抽選者は
西村職員でした。

★久しぶりに見た﹁かけはし﹂
なんだか胸があつくなりました︒
公私共々お世話になりました︒
いつまでも佐呂間の町が
豊かな地で有り
発展をお祈り致しております︒
︵遠軽町 政岡 康子さん︶

★気がつけばもう 月
コロナ︑コロナの１年でした︒
来年こそは良い年になりますよ
うに︒ ︵大成 長縄 弘子さん︶

★寒くなりましたね
鍋のおいしい季節になりました
ね︒ ︵共立 山本 哲嗣さん︶

★おめでとうございます
何か良い事︑教えてください︒
ヒマで老眼でパッチワークも
読書もダメ
コロナで﹁花見？﹂もダメ
雪はねはモット⁝
歩くのは寒いし
※黒豆ありませんか？
正月にはまにあいませんけど
︵なまくらなばあさんより︶

!!

★ 藤

読
者
の

声

E-mail t-amano@ja-saroma.or.jp

１ 月 の 予 定 表

（売出しは、変更になる場合があります。）

サロマ店

☎２−３３４６（代）

日

ポイント10倍

１
サロマ広報誌

決算特別企画
１月30日
（土）

令和３年１月号（通算５６９号）

10％引き
セール

決算特別企画として１月30日（土）に
１月２回目の10％引きセールを実施します。
皆様のご来店をお待ちしております。

月

火

水

木

特選よつば牛乳 ガゼイ乳酸菌 トラウトサーモン アイス全品
１ℓ 195円 65g×10 192円 半身 880円 20％引き

金

キッコーマン豆乳

土

豆腐全品
1,000㎖ 208円 10％引き

1月のお買得品（税抜き価格）
1/1

2

正月休 み
3

4

正月休 み
10

11

5

6

7

18

12

13

14

24

20

21

25

26

得

27

の

28

2

3

特 売 予 定

22

23

29

30

週末感謝祭 決算特別企画

市

本日限りのお買得 10%引きセール

生 鮮まつり

2/1

旬鮮情報

16

10%引き
セール

生 鮮まつり

18時閉店

31
決算棚卸
臨時休業

19

15

本日限りのお買得

ダイナマイト2DAYS

18時閉店

9

17時閉店 17時閉店 17時閉店 本日限りのお買得

市
定休日 成人の日 得生 鮮の
まつり
17

8

週末感謝祭

11時開店

4

5

6

特売予定

去年はAコープをご利用頂きありがとうございます。
今年も皆様から愛されるAコープを目指し、社員一同誠
心誠意努める所存でございますので、本年も皆様のご来
店をお待ちいたしております。
なお、１月31日は決算棚卸のため臨時休業させていた
だきます。
大変ご迷惑をおかけ致しますが、宜しくお願いします。

●発行／佐呂間町農業協同組合

組合員の状況

〈令和２年１１月１７日現在〉

●編集／営農相談課

正組合員
１６３名（変動なし）
准組合員（個人） ８９３名（６名減少）
〃 （団体） ２８名（変動なし）
合
計
１,０８４名
正組合員戸数
１２０戸

編 集 後 記
★厳寒の朝の麦畑から昇る朝日
今年も豊かに実りますように。

●印刷／井谷印刷株式会社

★取材先で白鳥の親子を見かけました。
これから南下する前に一休み。

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

特集 さろまのかけはし、楽time は、取材先でのコロナウイルス感染リスクを避けるためしばらくお休みいたします。

