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飛躍の年にする
ことを誓って
新年交礼会が開催

豆作生産部会が
冬期研修会開催
豆作生産部会冬期研修会が︑１月

せっけん

肌に優しい
オリジナル石 鹸作 り
フレッシュミセス会
冬期研修会

ッシュミセス会冬期研修会が︑今年

とまと生産部会
定期総会
新部会長に
大井徳和さん

日︑大町事務所で開催されました︒

一隆部会長は︑開会挨拶で﹁価格の

新たな年を︑昨年以上の飛躍の年
より一層の生産基盤強化に向けて

例年農閑期に開催されているフレ

次年度事業方針を決めるとまと生産

名の部会員が出席︒佐藤

とすることを誓ってのＪＡ新年交礼

当日は

会が︑１月６日に開催されました︒

日に行われました︒

も１月

ールにて開催されました︒

部会の定期総会が︑１月

乱高下など様々な問題があるが︑今

交礼会には角和町長をはじめ︑町
内農業関連団体や日頃取引のある関

当日はフレッシュミセス会の会員

名が出席し︑旭川市にて手作り石
講師として︑ホクレン旭川支所農

鹸の制作・販売を行っているマムズ

と思う﹂と述べました︒

和元年度の事業報告や次年度の事業

名の部会員が出席し︑令

社の役職員など︑総勢２１７名が一

いました︒参加した会員の皆さんは︑

マムソープの古屋美也子氏を講師に

様々な効能を持つクレイやアロマオ

産課係長藤田周平氏をはじめ︑上川
木村篤氏︑当ＪＡ購買部生産資材課

にて昼食をとり︑会員間の交流が活

石鹸づくり終了後は喫茶すずらん

を浮かべていました︒

う﹂と︑楽しみながらも真剣な表情

係長三木信吾氏の３名が︑それぞれ

計画が慎重に審議されたほか︑新規

新部会長には︑旭中央の大井徳和

がなされました︒

月の道内役員研修に

イルを前に︑﹁どれにしようか迷

堂に会し︑盛大に執り行われました︒
区域内農業生産は過去最高を達成で
きた﹂と述べ︑美瑛農業のさらなる

さんが選出され︑部会員一丸となっ

また︑昨年

員の皆さんは︑各講演や報告に耳を

ついて報告がなされ︑参加した部会

11

傾けていました︒

講演を聞く部会員の皆さん

てよりおいしく︑安全・安心なとま
と生産をめざすことを誓いました︒

方針審議のため集まった部会員の皆さん

のテーマに即した講演を行いました︒

迎えて︑肌に優しい石鹸づくりを行

当日は

20

21

日の研修が皆さんの役に立てばいい

日︑大ホ

20

農業改良普及センター大雪支所係長

係各社からの来賓︑当ＪＡや関連会

21

部会員の紹介や道外役員研修の報告

76

熊谷組合長は開会挨拶で﹁昨年の

13

発に行われました︒

悩みながらクレイを選ぶ会員の皆さん

発展に尽力することを誓いました︒

威勢よく鏡開き
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FOCUS

焦点

美瑛町農業担い手研修センター
第２期生開講式

５年に１度見直され、今年は新たな基本計画の策定年
となっています。
食料・農業・農村基本法の第１章では、食料は国内
での生産が基本で、それに加えて輸入などを活用し確
保することなどがうたわれています。
しかし、現状では基本に反した大型国際貿易交渉が

第２期研修生各位の飛躍を期待

次々と発効しています。また、昨年は食料自給率３７

10

日に開催されまし

示す、農政に関する中長期的なビジョンで、おおむね

農業技術研修センター﹁美進﹂での第２期研修生を

本法に基づいて１０年ほど先までの施策の方向性等を

激励する第２期生開講式が︑１月

食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村基

た︒研修生の皆さんは︑１年間の農家研修を経て︑今

年は︑自分の力で作物を

栽培する実習を行います︒

います。

当日は︑研修生３名と︑

角和町長︑熊谷組合長︑

川﨑農業委員会長をはじ

めとした来賓各位︑美瑛

町農業振興機構の職員が

参加しました︒

来賓各位は︑研修生の

皆さんに対して期待と激

励の言葉をかけ︑研修生

が、有識者で構成される企画部会にて活発に行われて

の皆さんからは︑１年間

次期食料・農業・農村基本計画の策定に向けた議論

の研修の抱負が述べられ

ました︒

国内生産力を維持する取り組みが
どう取り入れられるか
食料・農業・農村基本計画の見直し

力強い担い手として期待

％と過去最低を記録しました。
世界人口が増え続け、食料の引き合いが強まる一方、

冬場の運動不足解消に

日本の経済力が弱まっていくと、輸入可能な食料が減
ることは十分に考えられます。その時、国内での農業
生産力が弱まっていては、日本の人口を支えきれなく
なります。
日本の農業や食を取り巻く環境は、国際化の波をは

住む皆さん一人ひとりが日本の農業を守るために声を
上げることが大切です。今回の基本計画の見直しに対
する意見や要望は農林水産省のＨＰから投稿が可能で
す。
食料・農業・農村基本計画の策定については、今後
の動向を注視したいと思います。

怪我もなく楽しんできました！
3

スポーツを通して交流を図り︑相互の親睦を深めるこ

そのためには、生産の現場を深く知る農家や農村に

とを目的とした女性部スポーツサークルのバドミントン

でしょうか。

16

日︑スポーツセンターにて開催されました︒

えて、対策を打ち立てる絶好の機会となるのではない

大会が１月

今回の基本計画の見直しは、これらを総合的にとら

当日はスポーツサ

れることが必要になります。

ークルの部員８名が

の大きな枠組みで、今まで以上に強化して取り入れら

参加し︑﹁体がつい

てこない！﹂などの

楽しい悲鳴が飛び交

う中︑くじ引きで決

めたダブルスのチー

ムで総当たり戦を行

ためには、国内の農業者を守る取り組みが、国家規模

い︑優勝チームを決

自由貿易化の中で日本の国内生産量を確保していく

めました︒

など多くの課題を解決する必要があります。

終了後はきむらや

めには、後継者や労働力の不足、輸入品との価格競争

にて懇親会を行い︑

例えば、食料自給率の問題を解決するためには、国
内の農業生産量を増やさなくてはなりません。そのた

それぞれの健闘を称

しても解決の糸口が見えてこない状態です。

えあいました︒

じめとした多くの問題が複雑に絡んで、１か所に注力

女性部スポーツサークル
バドミントン大会

日本

ご飯と納豆の関係
皆さんはどのように納豆を食べます

を占めていました︒ちなみに納豆の食頻

度について最も高い回答は﹁２〜３日に

１回﹂でした︒

えますが︑その理由は粒の大きさにもあ

納豆とご飯は相性が良いことがうかが

全国納豆協同組合連合会は一般消費者

りそうです︒納豆用大豆には極大粒から

か？
代︶を対象

〜

極小粒まで粒の大きさが分かれています︒

︵男女各１０００人︑

に定期的に納豆に関する調査を行ってお

同調査で﹁最も好きな豆の大きさ﹂につ

・

り︑２０１７年の調査の結果︑﹁納豆の

・８％︑超小粒が

いては︑小粒が

１％でした︒同会専務理事の松永進さん

は︑﹁小粒の納豆とご飯粒の大きさが同

やすくなる﹂と説明します︒

で﹁ご飯にかけて食べることが多い﹂が
代から

代以上までどの世代も過半数

じくらいなので︑互いによく絡んで食べ

・０％︑次い

13
・２％︑合計６割以上でした︒その上

べることがほとんど﹂が

食べ方﹂については︑﹁ご飯にかけて食

60

の伝統
食

で
毎日 を

日本の発酵食の代表ともいえるのが納豆です︒
ご飯のお供として愛されてきただけでなく︑

だけで出来上がりです︒価格も手頃で︑

が小分けされていて調味料付きで混ぜる

豆は︑その全てを満たしています︒多く

康志向が３大志向といわれています︒納

現在の食は︑簡便志向︑経済志向︑健

納豆が好まれる理由

近年ではその健康効果に注目が集まっています︒

イラスト：ＭＤＲデザイン

性の更年期障害の改善に役立つことが知

アミノ酸︑脂質︑ビタミン︑ミネラル︑

ミン酸であり︑ネバネバが胃壁を守った

特徴的︒これはアミノ酸の一種でグルタ

うまみが詰まっているネバネバ成分も

られています︒

食物繊維などさまざまな栄養素が豊富に

り︑腸管の老廃物の通りを良くしたり︑

ンもよく知られた成分です︒これらは抗

納豆といえば︑イソフラボンやサポニ

上でその機能が期待されています︒

ビタミンＫ２は中高年の骨を丈夫にする

向上にも効果があるといわれています︒

があるだけでなく︑疲労回復や肝機能の

にたまった脂肪を分解・燃焼させる働き

富に含まれているビタミンＢ２は︑体内

含まれています︒ビタミン類の中でも豊

納豆は良質なタンパク源であり︑必須

抜群に優秀な納豆の栄養

納豆の魅力を再確認しよう

元気 に健 やかに！

取材協力：全国納豆協同組合連合会
http://www.natto.or.jp/
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48

36

納豆に含まれている成分
にポリアミンという物質が
あります。動脈硬化を抑制
する働きがあるとして、最
近、注目を浴びています。
動脈硬化の進行を食い止め
れば、脳卒中や心臓病など
重大な病気の予防にも役立
ちます。体の中から老化防
止、若返りを手助けしてく
れるうれしい成分なのです。

おいしくて栄養価が高い

※“和”食文化推進協議会
http://www.wa-shokubunka.com/

50

酸化作用があり︑アンチエイジングや女

ポリアミン

コンビニなどでも手に入ります︒栄養が
豊富で︑昨今の発酵食品ブームもあり︑
その機能性はあらためて注目を浴びてい
ます︒
整腸効果︑美肌やダイエット︑コレス
テロールの抑制︑骨粗しょう症予防︑免
疫力アップ︑血液サラサラなど︑さまざ
まな効果が期待されているようです︒

健康・長寿をサポートする

納豆の魅力を探ってみましょう︒

日本の伝統的食品として、健康増進に良い食品と
して、消費者に納豆の理解を深め、納豆の付加価
値を高めるため情報発信を行っています。健康の
ための和食も提案しており、当会と米穀安定供給
確保支援機構、海苔で健康推進委員会の３つの
団体からなる“和”食文化推進協議会（※）でも活
動しています。
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納豆
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きる成分が含まれ︑一日１パックいただ

のせて完成

︵２︶
のり︑すし飯の上に具材を

混ぜすし飯を作る

︵１︶
ご飯を炊き︑すし酢を振り

作 り 方

マヨネーズ︑千切りキュウリ

納豆︑ツナ缶︑缶詰のコーン︑

︻ツナマヨ納豆巻き︼

ラッキョウの漬物
︵お好みで︶

︵キュウリ︑ニンジン︑ネギなど︶
︑

納豆︑アボカド︑千切り野菜

︻アボカド納豆巻き︼

かつお節︑練り梅︑蜂蜜

納豆︑大葉︑イカのお刺し身︑

︻イカ梅納豆巻き︼

材料
︵各適量︶

これにお好みの具を併せて︑さらに栄養価もおいしさアップ！

成分が含まれ︑栄養バランスが整いやすくなります︒

のりには納豆に含まれないビタミンＡやＣ︑ヨウ素やマンガンなどの

世代を超えて愛されるのり巻き︒納豆を加えて納豆巻きはいかがでしょうか︒

家族で納豆３種巻き

シ
ピ

毒素の排せつを促したりすると考えられ

レ

豆

くのが理想といえるでしょう︒

予想以上においしいといわれるのは︑

納

ています︒他にもまだまだ機能が期待で

おいしく食べるコツ
とにさまざまな研究と工夫を凝らし︑納
そのまま使うのが定番ですが︑たまには

豆と合う調味料として開発したものです︒

毎日でも食べたい納豆︒そのネバネバ
味に変化をつけるのも楽しいものです︒

アツアツ調理より︑適温で
部分に含まれる成分のナットウキナーゼ
オリーブ油やごま油はおすすめです︒調

納豆とオイル系の調味料は相性が良く︑

り︑熱いご飯の上に乗せたりするとその

査ではマヨネーズ︑ラー油などを入れる

は熱に弱い性質を持っています︒熱した
度で酵

機能が期待できなくなります︒
り少し低めの温度で食べるのが良いとさ

砂糖を加えた納豆です︒北海道や東北の

声もあります︒

れます︒子どもにも人気の納豆手巻きは

一部には砂糖を入れるのが普通の地域も

度よ

手軽でお勧め︒最近︑ちょっとしたブー

臭いも和らぎ︑試す価値はあるでしょう︒

口当たりもなめらかになります︒納豆の

あり︑砂糖を入れることで粘りが増し︑

市販の納豆の多くは︑たれとからしが

調味料との新しい組み合わせ

ナットウキナーゼ
血栓を溶かすので︑脳梗塞︑脳卒中︑心
筋梗塞などの予防・治癒などに期待でき
るといわれている酵素

構わ な い で し ょ う ︒

小粒やひき割り納豆なら混ぜて入れても

止め︑最後に入れると良いでしょう︒超

した納豆を︑出来上がったみそ汁の火を

ものがあります︒包丁でたたいて細かく

また︑東北の郷土料理に納豆汁という

すい で す ︒

ムとなっている玄米のご飯粒とも絡みや

素は分解するといわれています︒

70
50

付いています︒各メーカー︑ブランドご

5
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﹁カブと鶏肉の
あんかけ﹂
2
⑴ 5 ㎝幅に切った昆 布 1 枚を3カップ程 度の水に1 晩 漬け、
昆布だしを取る。
⑵フライパンにサラダ油をひき、一 口 大に切った鶏モモ肉を
入れ、焼き色を付ける。
⑶ 別 鍋にカブ、昆 布だし、酒と塩ひとつまみを入れ中 火にか
ける。
⑷カブが軟らかく煮えたら焼き色を付けた鶏肉を加え、ひと煮
立ちさせる。水溶き片栗粉でとろみをつけ、
カブの葉を入れ
る
（味が薄いようなら塩で味を調える）。
⑸ 器に盛り付け、仕 上げにすりおろしたユズの皮を散らし出
来上がり。

得する！役に立つ！

鶏モモ肉 ………………150g程度
刻んだカブの葉 ………………適宜
すりおろしたユズの皮…………適宜
カブ
（皮をむき半分に切る）…2個分
昆布だし⑴ …………………3カップ
酒 ………………………1/4カップ
サラダ油 ……………………小さじ1
水溶き片栗粉 ………小さじ1と1/2
塩 ……………………………適宜

永井

智一（ながい・ともかず）

茨城県笠間市にある
「キッチン晴人（ハレジン）」
オーナーシェフ

家の光図書

今月の新刊

お申込みは
お問い合わせは
営農部まで

まる

しかく

寺田本家 発酵カフェの

へたっぴでもうまくいく

○と■2つの基本系でつくる

寺田聡美 著
■ 本体1,650円（＋税）

マスジマトモコ 著
■ 本体1,760円（＋税）

吉村雅衣 著
■ 本体1,540円（＋税）

江戸時代から続く造り酒屋「寺田本
家」が営むカフェの人気メニュー
65品。和食や
洋食、エスニッ
ク、おやつなど、
多彩な料理が発
酵の力でよりお
いしく簡単に作
れる。砂糖、乳
製品、卵不使用
で体にやさしい。

小麦粉と水のみで作るシンプルなパ
ンレシピ。発酵力の強い「小麦粉酵
母」があれば、
どんな人でも素
朴でおいしいパ
ンが作れる。安
心安全なパンを
作りたい人、レ
ーズン酵母以外
の作り方を模索
している人にも。

編み物の基本系、かぎ針のぐるぐる
編みと棒針のまっすぐ編みを組み合
わせて作るニッ
ト小物。子ども
の成長に合わせ
たサイズ調整や
他のアイテムへ
の活用法も紹介。
子どもが喜ぶデ
ザインだから長
く楽しめる！

甘酒・塩麹・酒粕ベストレシピ 小麦粉だけでつくる天然酵母パン こどものニット小物
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①鬼は︱︱︑福は内

②天井とかもいの間に作られま

す

です

③元素記号はＦｅ︒身近な金属

④銭湯へ入るときにくぐること

も

6
F

2
7

7

7

7

14

A

17

20

E

18

15
7

D

7
7

10

8

5

13

16

7
C

7

Ａ
↓
Ｆ

21
19

A

B

注！ハガキは63円です
63

☆先月号のこたえは
﹃エキデン﹄でした

オ
セ
チ
リ
ヨ
ウ
リ

①雲が浮かんだり星が輝いたり

19

③２月 日は︱︱誕生日︒国民

7

ツ モ ウ デC ガ
7
12
16
マ マ ナ カ ミ
7
8
7
17
ツ フ ジ キ カ
7
7
15
エA ロ リ ゲ ンD
7
13
7
イ キ カ コ シ
9
7
18
ジ ブ タ カ オ
7
10
リ キB ズ グ ス

の祝日です

14

こともある揚げ物

⑧人が並ぶとできます

11

⑥受験生が縁起を担いで食べる

⑨港︱︱︒城下︱︱︒︱︱工場

⑩良いだしが出る海藻

6

23

E

11

12

3

4

9

7

7

⑫しばしば野党とやり合います

淳 子さん
寿志子さん
和 子さん
暁 子さん
五月美さん

ハ
2
ヤ
ク
3
チ
4
コ
5
ト
バ

す︒︱︱寝

藤
藤
橋
渕
村

☆当選者は

佐
佐
髙
岩
河

以上の５名です︒
おめでとうございます︒

1

⑤床側に腹を向けて寝そべりま

日まであります

⑮将棋の盤面に並べる物

⑰走り高跳びの選手が跳び越え

ます

⑱読経に合わせてポクポクたた

きます

⑳縁︑結︑続に共通の部首

㉑ＸとＺの間

⑦自然の美しい風景を表す言葉︑ ⑬２０２０年は︱︱年︒２月が

︱︱風月

⑩ちらしやＣＭもこの一手法

⑪赤い花が咲く梅のこと

⑭√の記号で表します

⑯出発︱︱になって忘れ物に気

付いた

⑱寺院へ入るときにくぐること

も

⑲酒を飲むと回る人もいます

29

1

2
【全体運】連絡がつきやすくなります。交渉事は
早めに。金運も好調で、うれしいいただき物が
ありそう。懸賞応募も吉
【健康運】筋力アップを図るのに良いとき。継続を
【幸運を呼ぶ食べ物】甘酒

【全体運】人との触れ合いから得るものの多い
月。社交性を発揮して。金運も好調。欲しかった
物が手に入りそうです
【健康運】
スポーツが上達しやすいとき。レッスンへ
【幸運を呼ぶ食べ物】アサツキ

【全体運】旅行運に恵まれます。行くのはもちろ
んですが、計画を立てるのもお勧め。地域の集
まりには参加して吉
【健康運】晴れた日は散歩へ。行動的なほど◎
【幸運を呼ぶ食べ物】キンメダイ

【全体運】ちょっとした失言が大ごとになりそ
う。
「沈黙は金」と心得、もめ事を回避して。味方
は大勢いるので相談は早めに
【健康運】
休憩を入れると元気が回復。メリハリを
【幸運を呼ぶ食べ物】ハクサイ

【全体運】勘違いしてしまうことがあるかも。相
手を責める前に、本当のところを確かめて。思
いやりでミスをカバー
【健康運】生活のリズムを整えて。早起きにツキ
【幸運を呼ぶ食べ物】小松菜

【全体運】やりたいこと、欲しい物が増えて困り
そう。優先順位を付けてから行動開始。効率が
良くなり、うまくいくはず
【健康運】気になるところがあれば早めに受診して
【幸運を呼ぶ食べ物】アンコウ

【全体運】希望が通りやすい良好運。意見はきち
んと伝えた方が発展的です。説明書類を用意し
ておく周到さが勝因に
【健康運】ストレス発散には温かめのお風呂をどうぞ
【幸運を呼ぶ食べ物】カキ

【全体運】華やかな装いが幸運の鍵。おしゃれを
して出掛けて。買い物は使い勝手の良い物がみ
つかりそう。通販も吉
【健康運】グループでする運動が◎。参加して
【幸運を呼ぶ食べ物】リンゴ

【全体運】スピード感を持って動くといい方向
へ。特に前半は勘が働くので即決で。長年の希
望もかないそう。金運も順調
【健康運】外には体を温めるアイテムを携行して
【幸運を呼ぶ食べ物】黄ニラ

【全体運】気持ちのすれ違いは次第に回復。困り
事も解消に向かいます。慌てず、ゆっくり進め
るのが円満の秘訣（ひけつ）
【健康運】うっかりのけがに注意。ストレッチ吉
【幸運を呼ぶ食べ物】ミカン

【全体運】八つ当たりしがちなので、ご用心。イ
ライラしたらお茶にしましょう。気持ちが落ち
着き、良い考えが浮かぶはず
【健康運】食べすぎに注意。栄養のバランスが大事
【幸運を呼ぶ食べ物】高菜

【全体運】上昇運。待っていると自然と状況が整
ってきそう。スローモードで動いて。サプライ
ズプレゼントの予感あり
【健康運】
不調を感じたら早めに就寝。休息が一番
【幸運を呼ぶ食べ物】イチゴ
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パソコン講習会について
場
講
種
日

時
内

えいからの
JAび

所：ＪＡびえい２階パソコン研修室
師：青色申告会
類：ソリマチ簿記（パソコン）
程：２月 ４日㈫、 ５日㈬、 ７日㈮、10日㈪、
12日㈬、13日㈭、14日㈮、18日㈫、
20日㈭、２1日㈮
間：９:00〜15:00
容：・農業簿記の使い方や勘定科目の設定など
・次年度更新の仕方
・クミカンデータの転送の仕方

お知らせ

※酪農講習会は２月6日㈭、19日㈬、21日㈮の
13:00〜15:00です。

窓口

☎68-7014

営農技術研修会は
2月14日㈮

車検はお早めに…

今年度も営農技術研修会を、水稲・畑作生産者の方
を対象に開催します。
詳細は後日、ＦＡＸおよび農協無線でご案内いたし
ます。多数のご出席をお願いいたします。

営農部

オートサービスセンターは、毎年３月中旬から、車
検整備の繁忙期に入ります。
車検は有効期限満了日の45日前から受けることが
できます。45日以内であれば早く車検を行っても、
次回の車検満了日までの期間
が短くなることはありません
ので、冬タイヤを装着し自走
できるトラック等の車検は、
お早めに入庫されることをお
勧めいたします。

窓口

オートサービスセンター

上川地域の農業に利用できる最新の栽培技術や品種
を研究員がわかりやすく紹介します。また、農業改良
普及センターの活動事例について紹介します。入場は
無料ですので、お気軽にお越しください。
時

場

所

令和2年2月27日㈭
13:00〜16:00（予定）
ＪＡびえい3階大ホール

具体的な発表内容については、上川農業試験場ホー
ムページ上にて2月初頭に公開します。

窓口

道総研上川農業試験場

窓口

☎85-2200

令和２年２月14日㈮
ＪＡびえい３階大ホール

営農部

☎68-7014

除雪機の事故に注意！
日本では毎年除雪機による重大
な死亡・重傷事故が発生してい
ます。

☎92-2156

上川農業試験場新技術発表会
のご案内

日

◆開催日
◆場 所

事故防止のために

◆デッドマンクラッチ等の安全装置は無効化せずに、
正しく使用する。
また、緊急停止スイッチを必ず装着する。
◆雪詰まりを取り除く際は、エンジンを停止して回転
部分が止まったことを確認してから、雪かき棒で作
業する。
◆雪上は足元が非常に滑りやすいので、後方への移動
や斜面で作業する際には転倒に注意する。
◆走行する際には、壁や障害物に十分注意する。
◆作業をする場所の安全を確認し、子どもを決して近
づけない。

窓口

研修センター

☎92-0588
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担い手後継者研修助成事業
美瑛町農業振興機構では、経営移譲を予定する担い
手後継者の就学（北海道立農業大学校、北海道拓殖短
期大学環境農学コース、富良野緑峰高校農業特別専攻
科）に要する費用について、年間60万円×２年を限
度に助成しています。
令和元年度に就学し申請がお済みでない方、令和２
年度から就学予定の方は、２月20日㈭までに美瑛町
農業振興機構（JA２階）に申請ください。

窓口

美瑛町農業振興機構

☎92-2855

春の農作業前に点検整備を!!
トラクター、除雪機や作業機等の点検整備はお済み
ですか？まだ早いと思っているかもしれませんが、春
耕期はすぐそこです。
農機具の事前点検整備を行うことにより、営農コス
ト低減や農作業安全が期待できます。
研修センターでは、寒い時期でも工場内で快適に点
検整備ができ、整備工具等も充実しています。整備点
検の仕方などに不安のある方でも、職員が指導し、安
心して行えるよう準備しています。
また、ご自分で整備を行うのが難しい場合は、委託

農機部品・小農具
春の取りまとめ実施中！！

整備も受付しております。ぜひこの機
会に自主整備、委託整備を行いましょ
う。
料金等詳しくは研修センターまでご
連絡ください。

窓口

研修センター

☎92-0588

被けん引作業機について
いつもＪＡ共済をご利用いただきありがとうござい
ます。
車両保障ご加入のみでは、被けん引作業機の損

害は共済の保障対象外であることはご存知ですか？
万一の損害に備えて、被けん引作業機の保障をご検
討よろしくお願いいたします。
※被けん引作業機の損害はト

取りまとめ期間：令和2年3月19日㈭まで

窓口

研修センター

お詫びと訂正
『丘の大地』令和２年
１月号「組織代表者の年
頭あいさつ」につきまし
て、青年部長のお名前に
誤りがありました。
正しくは「浦島匡貴」
さんです。
訂正いたしますととも
に深くお詫び申し上げま
す。
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☎92-0588

ラクターに車両保障の加入
が必要です。

窓口

共済部

☎68-7017

JAマイカーローン・教育ローン キャンペーン実施中！
■キャンペーン期間…令和２年１月６日〜４月30日までの４か月間
■キャンペーン金利
店頭金利
キャンペーン時（最優遇）
①マイカーローン（固定型）
2.30%
1.30%
②教育ローン（固定型）
2.30%
1.30%
■金利引下条件
①インターネットバンキングを利用しているか、申込みをする
▲0.50％
②ネットローンを使用しての申込み
▲0.50％
（ただし満20歳未満については、来店必須のため、ネットローン扱いとする）

窓口

融資課

☎68-7015

第1153号 令和2年2月1日号 毎月1日発行
ＪＡびえい・くみあいだより 丘の大地
昭和45年３月５日（第３種郵便物認可）

15

10

20

土壌医●藤巻久志

■議案審議事項
議案第１号 従業員に対する期末賞与の
支給について
・原案どおり承認されました。
議案第２号 固定資産の取得・リースに
よる固定資産の賃借について
・原案どおり承認されました。
議案第３号 令和元年度決算事務処理日
程について
・原案どおり承認されました。

深さ ｃｍ以上のプランターに市販
の培養土を入れ︑ ｃｍ間隔で種を４
〜５粒ずつ点まきをします︒好光性種
子なので覆土はごく薄くし︑十分水や
りします︒本葉２枚の頃に健全な苗を
残して１本立てします︒追肥は１００
０倍の液肥を１週間置きに施します︒
本葉 枚ぐらいになったら︑摘心し
て脇芽を伸ばします︒摘心することに
よって︑葉が多く出るようになります︒
短日植物なので︑７月中旬からシソ
に似た白い花を付けます︒花が咲くと
株が老化しやすいので︑花穂は早めに
摘み取ります︒
順次葉を摘み取り収穫します︒多め
に収穫したときは乾燥や冷凍︑ペース
トにして保存し︑香りを一年中楽しみ
ます︒
イタリア語ではバジリコ︒ゆでたて
のスパゲティに生のバジルの葉を刻ん
であえればバジリコスパゲティになり
ます︒さらにトマトを加えれば緑・
白・赤のイタリアンカラーになります︒

令和2年2月1日（毎月1回発行）
昭和45年3月5日第3種郵便物認可
毎月1日発行

第21回理事会 12月25日㈬
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ベランダでできるキッチンガーデン

1153

■議案審議事項
議案第１号 リース契約変更による有形
リース資産の取得計上につ
いて
・原案どおり承認されました。
議案第２号 大口信用供与等について
・原案どおり承認されました。
議案第３号 信用事業における利益相反
取引について
・原案どおり承認されました。
議案第４号 令和２年度美瑛町農林予算
の要望事項について
・原案どおり承認されました。
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バジル︵シソ科メボウキ属︶

第20回理事会 11月27日㈬

ハーブという言葉が日本で多く使わ
れるようになったのは︑世界各国のレ
ストランが大阪万博︵１９７０年︶に
出店した頃からです︒代表的ハーブの
バジルもその頃から普及するようにな
りました︒最もポピュラーなのは光沢
のある葉のスイートバジルです︒属名
や和名のメボウキ︵目箒︶は︑種を目
に入れると寒天のような物質が出て目
のごみを取り去るからだといわれてい
ます︒
﹁イタ飯ブーム﹂︵１９９０年ころ︶
の際︑葉の緑色がイタリア国旗を象徴
していると話題になりました︒白色は
チーズ︑赤色はトマトのマルゲリータ
ピザやカプレーゼサラダなどです︒
熱帯アジア原産の多年草のバジルは︑
日本で越冬できないので一年草として
扱われます︒発芽適温も生育適温も
〜 度ですから︑種まきは遅霜の心配
がない４月中旬以降です︒畑がなくて
も︑日当たりの良いベランダで栽培で
きます︒

理事会の報告

ちか ら

協同 の

気をつけましょう！
組合員数
貯 金 高
貸 付 高
出 資 金
固定資産

正組合員 772人
准組合員 1,896人
281億17百万円
71億69百万円
11億23百万円
51億10百万円

（１月 15 日現在）

発生件数
負傷
死亡

（ ）は元年度累計 《 》は昨年同期累計
※負傷者数は農業労災加入者統計より

※百万円未満四捨五入（令和元年12月末）
熊谷留夫

編集後記
今年は全道的に雪の少ない年となっています。札幌雪まつ

０件（21件）《23件》
０人（20人）《23人》
０人（１人） 《０人》

2月 の主な行事予定
５日（水） メロン生産部会定期総会
６日（木） 青年部定期総会
7日（金） フレッシュミセス会定期総会

総務部

りでは、会場の雪があまりにも少なく、遠方からわざわざ運

１０日（月） 麦作生産部会定期総会

んで大雪像や滑り台を作っているそうです。

１２日（水）

豆作生産部会定期総会
とまと生産部会栽培講習会

１３日（木）

女性部定期総会
白金アスパラガス生産部会定期総会

アスファルトが出ていて車を走らせやすいなど、雪が少な
いからこその利点もありますが、今後、帳尻合わせのような
ドカ雪が降らないか心配です。このまま何事もなく、穏やか
に冬を終えられることを祈っています。（麻）

１４日（金） 営農研修会
２6日（水） 報徳社実践農業講座／定期総会

㈱須田製版
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