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古村将喜さん（北瑛第1）宅ほ場での馬鈴薯収穫
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令和２年度

美瑛町の実作付面積

このほど、令和２年度の美瑛町実作付面積がまとまりました。各品目の変動状況としては、大豆と小豆がそれ
ぞれ30ha以上増加したほか、雑穀、甜菜、青果も増加となりました。青果における増加の内訳は、かぼちゃや
加工スイートコーンが大きな割合を占めています。麦は春まき小麦が53ha増加、秋まき小麦が71haの減少とな
り、合計では18haの減少となりました。
そのほかの品目では緩やかな減少となり、総面積は11,600haで例年通りの作付面積を確保しています。
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FOCUS

焦点

美瑛にこだわったチーズ完成！

㈱美瑛ファームチーズ工房
竣工式

食品ロスの削減に向けて
「北海道食品ロス推進計画」
審議開始

竣工式の終了後は落成祝賀会

参加者の関心を集めていました︒

チーズ作りを︒㈱美瑛ファームの

が執り行われ︑出席した皆さん

美瑛の風土を最大限に生かした

日に

チーズ工房竣工式が︑８月

れたチーズをふんだんに使った
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に︑完成したチーズ工房で作ら

当日は︑角和町長を始めとした

料理が振舞われました︒濃厚な

開催されました︒

多くの関係者の皆さんが出席︒来

味わいながらも臭みの少ないチ

ーズに︑参加者の皆さんからも思わ

ず笑顔がこぼれていました︒

厳かな竣工式

賓各位の挨拶では︑原材料のみな

参加者も驚いたチーズのパスタ

らず︑熟成庫の壁は美瑛軟石︑熟

成させるチーズを乗せる板には美

瑛産トドマツを使用するなど︑チ

ーズの熟成環境も美瑛産にこだわ

ったチーズ工房に︑高い期待が寄

せられました︒また︑チーズ作り

の様子が見学できるようガラス張

りになっている工房前で︑小熊工
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場長による各設備の説明も行われ︑

まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品、
「食品ロス」。最近、この言葉を多く耳にするよ
うになりました。新型コロナウイルス感染拡大の
影響で、様々な食品の消費が伸び悩み、一部では
給食用の野菜が廃棄されるなど、悲しい報道もあ
りました。このような報道の中で、「食品ロス」
という言葉を認識された方も多いのではないでし
ょうか。しかし、新型コロナウイルスによる影響
が発生する以前から食品ロス問題は存在してい
て、多くの専門家により、食品ロス削減のための
議論が重ねられていました。
国 内 で の 食 品 ロ スの 発 生 量 は 、 2 0 1 7 年 度 で
612万㌧。国民1人あたりに換算すると、1人1日
132㌘、およそ茶碗1杯分のご飯を捨ててしまっ
ている計算になります。国内での食品ロス発生量
のうち、北海道での発生量は年間33万㌧。国内
発生量の20分の1という、かなり大きな比率を占
めています。
2017年度に北海道で行われた食品ロス削減に
関するアンケートでは、北海道での食品ロス発生
量の多さを裏付ける結果も出ていて、食品ロス問
題について「知っている」と回答した人の割合が
78％だったのに対し、実際に家庭での食品ロス
削減に「取り組んでいる」と答えた人は65％、
外食での食品ロス削減に「取り組んでいる」と答
えた人は59％にとどまりました。
北海道は「日本の食料基地」であり、今もたく
さんの食料が生産され、国内各地または海外へと
運ばれています。私たちの身の回りには新鮮でお
いしい食料があふれていて、だからこそ、たくさ
んの食料に囲まれていること、食べたいものを選
べることがどれほど幸せなことなのか、忘れてし
まいがちなのかもしれません。
昨年10月には、国が「食品ロスの削減の推進
に関する法律」を施行しました。これに基づいて
北海道が策定する「北海道食品ロス推進計画」の
審議も、今年の7月21日に開始されています。北
海道の食品ロスの多さ・食品ロス問題を認識して
いる人の割合に対し、取り組みを行っている人が
少ない現状を考えると、他都府県と画一的に作ら
れる計画ではなく、「日本の食料基地」である特
性を十分に踏まえた独自の計画策定が求められる
のかもしれません。

湯治感覚で疲れを癒やす

温泉で心と体をリフレッシュ︒

ょう︒

国際医療福祉大学教授／前田眞治

取材協力／一般社団法人日本温泉協会

うか︒身も心も癒やされることでし

気軽に出掛けてみてはいかがでしょ

湯治気分で農作業の疲れを癒やして︑英気を養ってはいかがでしょう︒
さあ出掛けましょう！

現代湯治の勧め
昔の人が農閑期などに２〜３週間
かけて日頃の疲れを癒やした湯治

温泉とは？

日本では温泉は﹁温泉法﹂という法律に

よって﹁地中からゆう出する温水︑鉱水及

び水蒸気その他のガス︵炭化水素を主成分

とする天然ガスを除く︶で︑一定の温度又

は物質を有するもの﹂と定義されています︒

度以

度未満であっ

地中から湧出したときの温度が︑
上あれば温泉とされ︑また

ても一定の物質が規定量含まれていれば温

泉とされます︒条件を満たせば水蒸気やガ
スも温泉とされます︒

温泉に出掛けるということは︑普

１日でも入浴すれば効果があること

った湯治でしたが︑最近は１回でも

昔は数週間かけて体を癒やすとい

泉に行くことをお勧めしています︒

も﹁新・湯治﹂として︑皆さまに温

が認められていますので︑環境省で

段とは違う場所に身を置くというこ

が分かりました︒

温泉にはそれぞれに固有の効果が

とです︒ストレスの多い環境から離

は︑忙しい現代では１回の入浴︑１

あります︒現代の湯治は一人ひとり

れ︑伸び伸びと体を休めることがで

94％ 水道水

89％ 温泉
出浴後

図 リラックス感を測るホルモン（唾液腺クロモグラニンＡ）の調
査では、水道水浴でもリラックスするが、温泉の方がさらに入浴後
にリラックスすることが分かる
（前田2019）。

リラックス

た温泉の効果が得られます︒

の目的と時間に合わせた入浴法で

きます︒また︑家庭のお風呂と違っ

ラックスしていることを示す脳波が

入浴前

えます︒

質であるか知って入ると楽しみが増

ものがあり︑訪れる温泉がどんな泉

の成分によっては療養泉といわれる

れてみてはいかがでしょうか︒温泉

に合わせて︑目的を持って温泉を訪

に楽しめます︒温泉に含まれる成分

温泉には目的を持って行くとさら

泉質を知ると
より楽しめます

す︒心身のストレスを取りたいと思

て︑より広い浴槽で入浴すると︑リ

温泉は行くだけで
心を癒やしてくれます

25

えば︑単純温泉などの刺激が温和で
風光明媚︵めいび︶な温泉地にのん

唾液腺で心のリラックス感を調べ

増えることが確認されています︒

痛みなどを軽くしたいと思えば︑よ

ることができます︒調査の結果︑水

びりと出掛け︑肩凝りや腰痛︑膝の

く温まる硫黄泉などでゆっくりと体

が︑温泉はたとえ１回の入浴であっ

道水で入浴してもリラックスします

かがでしょうか︒１回の入浴でも十

ても﹁もっと﹂癒やしてくれること

を温めるといったようにされてはい

分効果があります︒お近くの温泉に

ストレス

日温泉地に行くだけで︑それに応じ
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温泉のすすめ
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よーく効く！

炭酸水素塩泉（重曹泉）

泉質と適応症
単純温泉

龍神温泉（和歌山）、
嬉野温泉（佐賀）など
主な適応症

浴用：切り傷、末梢（まっしょう）循環障害、冷え性、
皮膚乾燥症
飲用：胃十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、
耐糖能異常（糖尿病）、高尿酸血症（痛風）

重曹の成分が入っていてアルカリ性を示す
ことが多い温泉で、すべすべした肌の感じが

箱根湯本温泉（神奈川）、鬼怒川温泉（栃木）、

塩 化 物 泉（食塩泉）
熱海温泉（静岡）、白浜温泉（和歌山）など

下呂温泉（岐阜）、道後温泉（愛媛）など
主な適応症

浴用：自律神経不安定症、不眠症、
うつ状態

主な適応症

浴用：切り傷、末梢循環障害、冷え性、
うつ状態、
皮膚乾燥症
飲用：萎縮性胃炎、便秘

1kgの温泉に成分が1ｇ未満の温泉ですが、
成分が少ないので刺激が少なく、ゆったりと
した温泉の雰囲気に浸ることができ、心や体

得られることが多い温泉です。血行改善効果

塩分が濃いので温まりやすく冷めにくい

のストレスの改善に最適な温泉です。高齢の

もあり温まりやすい温泉で、肩凝り、腰痛や

「熱の湯」といわれる温泉です。いつまでも

方や子どもにも、刺激が少ないので長期間

関節痛にも効果があります。皮膚に温泉の成

ポカポカするのは皮膚に塩分が付着するた

温泉地にいても楽しめます。なかでもｐH7.5

分が付着し保温効果が得られますので、強

めですので、出た後に温泉を洗い流さない方

〜8.5の温泉は弱アルカリ性単純温泉といい、

いアルカリ性でなければ洗い流さない方が良

が良いでしょう。血の巡りが良くなり、肩凝り

肌の角質などを軽く取り去り、滑らかなすべ

い温泉です。

や腰痛などの痛みや冷え性などが改善され

すべした肌の感触が

やすい温泉です。飲む場合は塩分の取り過

得られる美肌の湯と

ぎに気を付けて飲んでください。

いえます。

アルカリ性の温泉を飲むと、胸焼けなどを
生じる逆流性食道炎などにも効果がありま
す。

二酸化炭素泉（炭酸泉）
酸性泉
玉川温泉（秋田）、
酸ヶ湯温泉（青森）、
草津温泉（群馬）など
主な適応症

浴用：アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬（かんせん）、
耐糖能異常（糖尿病）、表皮化膿（かのう）症

長湯温泉（大分）、船小屋温泉（福岡）など
主な適応症

浴用：切り傷、末梢循環障害、冷え性、
自律神経不安定症
飲用：胃腸機能低下

血管拡張効果のある炭酸ガスが皮膚から
浸透し、温度が低くても血管を広げ皮膚が赤

硫酸塩泉
法師温泉（群馬）、天城湯ヶ島温泉（静岡）など
主な適応症

浴用：切り傷、末梢循環障害、冷え性、
うつ状態、
皮膚乾燥症
飲用：胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘

ｐH３未満程度の温泉で、刺激が強いの

くなり血の巡りを良くします。冷え性などの末

塩化物泉や炭酸水素塩泉とほぼ同じ効果

が特徴です。肌の殺菌力が強く入浴するとア

梢循環障害などにも効果があります。飲むと

があり、温まりやすく冷めにくい温泉です。肩

トピー性皮膚炎や尋常性乾癬などの症状を

胃腸の動きが活発になり、食欲不振や便秘

凝り、腰痛、関節痛の改善など温熱効果が

緩和してくれます。刺激が強いので肌の弱い

などにも効果があります。

得られやすく、出るときに洗い流さない方が

人は湯から出たときに水道水の湯などで洗

良い温泉です。硫酸塩泉は便秘のときに使う

い流すことをお 勧
めします。飲むこと
での効果は乏しく、
あまりお勧めできま
せん。

マグネシウムが多く含まれる温泉が多いので、

含ヨウ素泉

便秘や胆道系の機能低下に効果があります。

強首温泉（秋田）
主な適応症

飲用：高コレステロール血症

ヨウ素が多く含まれる温泉で、研究では飲

硫黄泉
蔵王温泉（山形）、仙石原温泉（神奈川）など

含鉄泉

むことでコレステロールが低下することが認

主な適応症

有馬温泉（兵庫）

められています。日本には少ない温泉です。

浴用：アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、
表皮化膿症（硫化水素型については、末梢循
環障害が加わる）
飲用：耐糖能異常（糖尿病）、高コレステロール血症

主な適応症

飲用：鉄欠乏性貧血症

鉄の成分が多い温泉で、赤い色を示すこ

放射能泉

特徴的な臭いのある温泉で、二酸化炭素

とがあります。他の塩類成分が多いことがあ

三朝温泉（鳥取）、増富温泉（山梨）など

泉と同じ血管拡張作用のある温泉で、冷え性

り熱の効果などはありますが、この温泉は鉄

主な適応症

や末梢循環障害などに効果があります。酸性

が多く飲めば鉄欠乏性貧血症にも効果があ
ります。

浴用：高尿酸血症（痛風）、関節リウマチ、
強直性脊椎炎など

人体に悪影響が無い程度の微量の放射

5

の性質を持つことも多く、酸性泉と同じよう
に殺菌力も強くアトピー性皮膚炎などにも効
果がありますが、皮膚に刺激がありますので、

能が含まれる温泉で、尿酸の排出効果から

肌の弱い人は湯から出た後に水道水の湯な

高尿酸血症に効果があるといわれています。

どで体を洗い流してください。
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ＪＡ北海道中央会
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（アグリアクション北海道）を
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コロナ禍において道民の皆さんに対し、北海道農業から行動を起こすことで、農業と
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人、農村と都市、生産者と消費者の関係のあり方を見直していただくべく、次の３つを
ேࠊ㎰ᮧ㒔ᕷࠊ⏕⏘⪅ᾘ㈝⪅ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡃࠊḟࡢ㸱ࡘࢆ
大きなテーマとしてアクションを起こします。
ࡁ࡞ࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋࡲࡍࠋ
①ձ食料自給率に関する理解促進
㣗ᩱ⮬⤥⋡㛵ࡍࡿ⌮ゎಁ㐍
②ղパラレルノーカー
ࣃࣛࣞࣝࣀ࣮࣮࢝
 農業には多様な働き方があるということを道民の皆様に理解してもらう。
㎰ᴗࡣከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆ㐨Ẹࡢⓙᵝ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ

ࣥࣙࢩࢡࣜࢢەᾏ㐨≉タࢧࢺ
●アグリアクション北海道特設サイト

③ճ北海道農業を応援し、食べていただいている道民の皆様に日頃の感謝を伝える
ᾏ㐨㎰ᴗࢆᛂࡋࠊ㣗࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ㐨Ẹࡢⓙᵝ᪥㡭ࡢឤㅰࢆఏ࠼ࡿ
今後、特設サイトにてコンテンツを充実させていきます。
ᚋࠊ≉タࢧࢺ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

ḟඖࣂ࣮ࢥ࣮ࢻ
二次元バーコード

皆さんもＪＡグループ北海道とともにアクションを起こしましょう！
ⓙࡉࢇࡶ㹈㸿ࢢ࣮ࣝࣉᾏ㐨ࡶࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋࡲࡋࡻ࠺㸟

ᾙᾐ҅ෙᢊ̮ᡲ
ＪＡ北海道信連
㹈㸿ࣂࣥࢡࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࠕࡼࡾࡒ࠺ࠖࡣࠊ㸰㸮㸯㸷
ＪＡバンクのキャラクター「よりぞう」は、２０１９
ᖺ᪂ࡓ࡞௰㛫ຍࢃࡾࠊ࠾ᐈᵝᐤࡾῧ࠺࣓࣮ࢪ࡛
年に新たな仲間に加わり、お客様に寄り添うイメージで
㹎㹐άືࢆᒎ㛤ࠊ㹈㸿ࣂࣥࢡ㹊㹇㹌㹃බᘧ࢝࢘ࣥࢺࡢ
ＰＲ活動を展開、ＪＡバンクＬＩＮＥ公式アカウントの
࠾㐩Ⓩ㘓ᩘࡣ㸱ⓒேࢆ✺◚ࡋࡲࡋࡓࠋ
お友達登録数は３百万人を突破しました。
ࡑࡋ࡚ᖺࠊ
ࠕࡼࡾࡒ࠺ࠖࡣ᭱
そして今年、
「よりぞう」は最

ᾙᾐσฎᡲ҅ෙᢊ
ＪＡ共済連北海道
㹈㸿ඹ῭㐃ᾏ㐨ࡣࠊつᶍ⅏ᐖࡢഛ࠼ࡋ࡚ࠗ㜵⅏
ＪＡ共済連北海道は、大規模災害への備えとして『防災
⏝⡆᫆ࣛࢺ࠘ࢆ㐨ࡢṇ⤌ྜဨ⣙㸳ୡᖏ㸰ᮏࡎࡘྛ
用簡易ライト』を全道の正組合員約５万世帯に２本ずつ各
㹈㸿ࢆ㏻ࡌ࡚㓄ᕸࡍࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢࣛࢺࡣࠊ㟁
ＪＡを通じて配布することとしました。このライトは、電
ụᘧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᢡࡾ᭤ࡆࡿࡔࡅ࡛Ⅼⅉࡍࡿࣛࢺ࡛ࠊ㟁
池式ではなく、折り曲げるだけで点灯するライトで、停電
ࡢ௦⏝ⅉࡋ࡚㸯㸮㹼㸯㸰㛫ⓎගࡋࡲࡍࠋᏳࡘ⡆
時の代用灯として１０～１２時間発光します。安全かつ簡

ᚋࡢࠕࡺࡿ࢟ࣕࣛࢢࣛࣥࣉࣜࠖ
後の「ゆるキャラグランプリ」と
® グランプリ
࡞ࡿࠊ
ࠕࡺࡿ࢟ࣕࣛ®ࢢࣛࣥࣉࣜ
なる、
「ゆるキャラ

༢⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ࡞ࡓ
単に使用することができるので、どなた

㸰㸮㸰㸮࢚ࠖࣥࢺ࣮ࣜࡋࡲࡋࡓࠋ
２０２０」にエントリーしました。

るものです。今後も、組合員・利用者の
ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᚋࡶࠊ⤌ྜဨ࣭⏝⪅ࡢ

ᢞ⚊ࡣ㸷᭶㸰㸳᪥ࡲ࡛ࠊᢞ⚊᪉ἲ
投票は９月２５日まで、投票方法

方々が、豊かで安心して暮らせる地域社
᪉ࠎࡀࠊ㇏࡛Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿᆅᇦ♫

ࡣ㹈㸿ࣂࣥࢡ㹆㹎࡛ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ
はＪＡバンクＨＰでご確認くださ

会づくりをめざした取り組みを実施して
࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇࡋ࡚

い。
࠸ࠋ


ἭἁἾὅ
ホクレン

でも使用でき、停電や地震時の備えにな
࡛ࡶ⏝࡛ࡁࠊ㟁ࡸᆅ㟈ࡢഛ࠼࡞

まいります。
 ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ


ᾙᾐ҅ෙᢊҽဃᡲᴾ
ＪＡ北海道厚生連

࣍ࢡࣞࣥࡣࠊ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ
ẖᖺ
ホクレンは、
新型コロナウイルスの影響により、
毎年

組合員ならびに地域住民の皆様の生命と健康を守る
⤌ྜဨ࡞ࡽࡧᆅᇦఫẸࡢⓙᵝࡢ⏕ᗣࢆᏲࡿ

秋に開催してきた「大収穫祭」のうち、札幌三越での会
⛅㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠕ✭⚍ࠖࡢ࠺ࡕࠊᮐᖠ୕㉺࡛ࡢ

ため、本会事業の積極的な啓蒙推進を図ることを目的
ࡓࡵࠊᮏᴗࡢ✚ᴟⓗ࡞ၨⵚ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗ

場販売を残念ながら中止としましたが、
恒例の
「北海道
ሙ㈍ࢆṧᛕ࡞ࡀࡽ୰Ṇࡋࡲࡋࡓࡀࠊ
ᜏࡢ
ࠕᾏ㐨

として、広報誌「すまいる」を発行しております。
ࡋ࡚ࠊᗈሗㄅࠕࡍࡲ࠸ࡿࠖࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
年３回発行しており、
ᖺ㸱ᅇⓎ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ様々な医療・健康情報を発信して
ᵝࠎ࡞་⒪࣭ᗣሗࢆⓎಙࡋ࡚

みのりの秋ギフト」の全国発送は、
ࡳࡢࡾࡢ⛅ࢠࣇࢺࠖࡢᅜⓎ㏦ࡣࠊ
収穫の秋を実感できる商品を厳
✭ࡢ⛅ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿၟရࢆཝ
選して９月１日から１１月１日ま
㑅ࡋ࡚㸷᭶㸯᪥ࡽ㸯㸯᭶㸯᪥ࡲ
で申し込みを受け付けています。
࡛⏦ࡋ㎸ࡳࢆཷࡅࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
詳しい情報は、ホクレン、札幌
ヲࡋ࠸ሗࡣࠊ࣍ࢡࣞࣥࠊᮐᖠ
三越のホームページなどで、順次
୕㉺ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞࡛ࠊ㡰ḟ
提供しています。
ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

おります。
࠾ࡾࡲࡍࠋ
ホームページに
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
もバックナンバー
ࡶࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮
を掲載しておりま
ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲ
すので、ぜひご一
ࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦࡈ୍
読ください。
ㄞࡃࡔࡉ࠸ࠋ


ＪＡグループ北海道の連合会の活動内容を紹介します。
㹈㸿ࢢ࣮ࣝࣉᾏ㐨ࡢ㐃ྜࡢάືෆᐜࢆ⤂ࡋࡲࡍࠋ
ྛᅋయࡢヲࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡣ㹕㹃㹀ࢧࢺࢆࡈぴࡃࡔ
各団体の詳しい取り組み内容はＷＥＢサイトをご覧くだ
ࡉ࠸ࠋ
さい。
6
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﹁簡単洋風玉子丼﹂
2
⑴フライパンにサラダ油をひき、ひき肉をよく炒める。
⑵ ⑴に角切りにしたフルーツトマトを入れさらに炒める。
⑶ ⑵に水、
ブイヨンキューブを入れ、中火で煮込む。

豚ひき肉 ………………120g
フルーツトマト ……………2個
鶏卵 ……………………1個
サラダ油 ……………大さじ１
水 ……………………1カップ

⑷フライパンの水分が3分の1になったら、卵を溶き回し掛けて
とじる。

ブイヨンキューブ …………1個

⑸丼にご飯を盛り付け、⑷をのせアサツキを散らし出来上がり。

ご飯 ……………………2膳分

永井

智一（ながい・ともかず）

茨城県笠間市にある
「天晴」
オーナーシェフ

アサツキ ………小口切り適宜

﹁手羽先と
トウモロコシの
スープ﹂
2
⑴手羽先は関節部分に切り込みを入れ、塩小さじ1ほどを擦り込む。
⑵鍋に水、⑴の手羽先、
ローリエ、塩と粒こしょうを小さじ1ずつ入れ中火にかけ
る。沸騰したらあくを取りながら弱火にして20分煮込む。
⑶カットしたトウモロコシを入れてさらに15分煮込み、塩（分量外）
で味を調え出来
上がり。器に盛る。

手羽先…………………………6本
トウモロコシ ……………1と1/2本
（生のまま６つにカット）
ローリエ ………………………1枚
塩 …………………………小さじ2
粒こしょう …………………小さじ1
水 ………………………1200ml
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①唱歌﹃虫のこえ﹄ではガチャ ②俗に赤トンボと呼ばれるトン
ボ
ガチャと鳴いています
②写真を並べて入れたり︑貼っ ⑤︱︱半島は青森県北西部に位
置します
たり
⑦ギターやバイオリンに張りま
③きつねうどんのメインの具
④厳しさの度合いを緩めること︒ す
⑧袋に﹁おてもと﹂と書かれて
規制︱︱
いる物もあります
⑥すしに添えるショウガの酢漬
⑩ホークはタカ︑イーグルは︱
け
︱
⑨涼しくなると不快︱︱も下が
⑫謙遜して﹁せがれ﹂と言う人
ります
もいます
⑪ぶどう酒の一つ︒ブドウの実
⑭算数の文章題を解くために立
の皮を取り除いて造ります
てることも
⑬秋桜とも呼ばれる花
⑮郵便物に料金分を貼り付けま ⑯ギンナンは殻を割り︑︱︱を
むいて使います
す
⑱猫は出したり引っ込めたりで
⑰イチかバチかの︱︱に出た
きます
⑲うどんやそば︑ビーフンなど
⑳人体︱︱を使って内臓の配置
のこと
を学んだ
㉑流し台や食器などに使われる
さびにくい合金
6

9

11

14

18

21

ハ ナ ビE オE ス モ ウ
2
7
11
7
19
ウE サ ラ ダ タE ス シC
2
7
12
15
サ ケ カE イ ブ ク ロ
7
10
7
ン コF シ モA ン シE ガ
3
8
7
20
シ ナ モ ン チE ジ ミ
4
7
13
16
7
ヨD カ ギE ジ ド リ ロE
5
7
17
ウ マ レ ドE ウB キ ワ

☆先月号のこたえは
﹃モウシヨビ﹄でした
︵﹁モウショビ﹂も正解です︶

☆当選者は

桑 尾 ますみさん
角 田 昭 子さん
栁 原 輝 代さん
高 橋 利津子さん
三田村 千恵子さん

以上の５名です︒
おめでとうございます︒

1

1

5

2

6

2

8
D

E

12
7

3

7

7

9
F
C

4

E

7

11
F

17

15

18

7
16

7
10

14

13
E

E

19
E

7
20

7

21

A

Ａ
↓
Ｄ

E

17

7

E

E
B

注！ハガキは63円です
63

毎月15日
（当日消印有効）
、
当選者は次号でお知らせします。

9
【全体運】気がせいてもいつものペースを守っ
て正解。相手が動いてから動いた方があなたの
良さをアピールできます
【健康運】リフレッシュタイムを多めに取って
【幸運を呼ぶ食べ物】カボチャ

【全体運】人気運に恵まれてハッピーモード。面
倒見の良さがきらりと光ります。いろいろな場
所に顔を出せば今後の糧に
【健康運】
好調です。ハードなトレーニングも OK
【幸運を呼ぶ食べ物】ブドウ

【全体運】あなたの意見が通りそう。ただ強気な
態度が波紋を呼ぶことも。周囲へは気配りを。
衝動買いには気を付けて
【健康運】
体を動かすと頭の巡りも良くなります
【幸運を呼ぶ食べ物】サケ

【全体運】好調運です。自分の意見を積極的に周
囲に伝えて。明るい光が見えてきます。予定は
細かく決めない方が◎
【健康運】筋トレなど目的を絞っての運動がお勧め
【幸運を呼ぶ食べ物】エノキタケ

【全体運】運勢は盛り上がりを見せています。リ
ーダーを頼まれ忙しそう。周囲に自分の考えを
伝えるようにすると発展的
【健康運】
楽しみながらできる運動を。継続は力なり
【幸運を呼ぶ食べ物】カレイ

【全体運】飛躍のチャンスですが問題も多い吉
凶混合運。注目されているので発言は慎重に。
仕事への投資は吉と出ます
【健康運】
腰痛の予防、改善など腰回りを中心にケアを
【幸運を呼ぶ食べ物】サンマ

【全体運】厳しい指摘を受けて驚くことがある
かもしれません。でもそれは今後に向けての重
要課題。前向きに受け止めて
【健康運】体を動かすと、いい気分転換に
【幸運を呼ぶ食べ物】サツマイモ

【全体運】上昇運です。大事なことは後半に持っ
ていくほど成功率がアップ。時間が解決してく
れる問題も多いはず
【健康運】栄養バランスの良い食事で元気が回復
【幸運を呼ぶ食べ物】ワタリガニ

【全体運】上昇運に乗ってうれしいハプニング
がありそう。迷っていることがあるならスター
トを。好情報も入ってくる予感
【健康運】ネット動画を参考にダンスにトライ
【幸運を呼ぶ食べ物】リンゴ

【全体運】友人との交流から得るものが多いと 【全体運】身近な人にこそ思いやりある態度で
き。金運も好調でショッピングを楽しめます。 接して。愛情は相手に分かるように伝えること
ネットを活用して充実度アップ
が大切です。家計は節約モードで
【健康運】
運動も仕事も遊びも適度に。ストレッチが吉 【健康運】規則正しい生活が健康維持の鍵
【幸運を呼ぶ食べ物】ジャガイモ
【幸運を呼ぶ食べ物】シイタケ

9

【全体運】抜き差しならない状況になりがち。
問題が重なったときは頭の中の整理から。友人
たちの意見を聞くのもお勧め
【健康運】鏡で姿勢やポーズを確認。運動効果がアップ
【幸運を呼ぶ食べ物】シメジ
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農機協

農作業事故を
未然に防ごう！

えいからの
JAび

お知らせ

農機協では、９月から10月を「秋の農作業安全運
動期間」とし農作業事故防止を呼びかけています。
この時期は、秋の収穫作業で忙しい時期となり、収
穫機械による事故が多く発生します。トラクターや作
業機などを動かす場合は、クラクションや周囲の人へ
の声かけなど、基本を守り農作業安全に努めましょう。
また、夕暮れ、夜間には回転灯や低速車マークなど
を装着して一般自動車と追突事故を未然に防ぎましょ
う。

窓口

研修センター

☎92-0588

「組合員データ照会サービス」のサイト移行について
○すでに当システムを利用されている場合
クミカン取引状況をインターネット上で閲覧できる当システムにつきまして、ＪＡ北海道情報センターのホーム
ページ上の「組合員データ照会サービス」が7月31日をもって終了となり、新システムの「営農支援システム」に
移行されましたので、JAびえいホームページ上のバナーまたは下記の二次元バーコードよりご利用ください。
JAびえいホームページ（パソコン用またはスマートフォン用）
https://ja-biei.or.jp/

二次元バーコード(スマートフォン用)

※システムには、年内中に最低1回のログインをお願いいたします。
※JAコード、ユーザーＩＤ(5ケタのクミカンコードの先頭に000を加えた8ケタ)、
パスワードは以前のサービスと変更ありません。
○新規で当システムの利用を希望される場合
内
容：パソコン、スマートフォンでクミカン実績、収支を閲覧できます。
利 用 料：500円(年間)
利用方法：事前登録が必要になりますので、営農部までお問い合わせください。
（イメージ図）

クミカン実績

●指定した期間の取引内容が表示されます。
●営農年度期首（1月）からの「取引累計」や指定した期間の金額計
「今回照会計」が確認できます。
●現時点での「供給限度額、限度余裕額、要精算額」が確認できます。

クミカン収支

●指定した年月の収支実績が営農コード単位に表示されます。
●前年の同月実績「前年実績」から「実績額」の対比ができます。
●「計画額」と「実績額」から「進度率」が確認できます。
●指定した年月に対する「取引残高、供給限 度額、限 度余裕額、要精
算額」が確認できます。

窓口

営農支援課

☎68-7014
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前受灯油とは
冬期間（9月1日〜翌年5月31日）の家庭用灯油使
用金額を前納していただくことを前提に、供給時の店
頭価格から3円/㍑引きといたします。（配送料込）
前納金額に不足が生じた場合は、原則1回のみ追加
が可能です。 残金は期間終了時点（5月末）をもって
精算いたします。
申込みについては、ホクレン美瑛北町給油所･ＪＡ
金融店舗にて11月末まで受付けしております。
なお、クミカン引き希望の方は、登録印が必要とな
ります。
※新規（前受灯油）の方には箱ティッシュ５箱をプレ
ゼント！
※アロックＶＩＰ会員なら、値引きも発生します（受
付時に会員№確認）
詳しくはホクレン美瑛北町給油所まで

当ＪＡ共済部職員が表彰

令和元年度の共済事業において、優秀な成績を
収めた職員が表彰される優績表彰・ＪＡ店舗顕彰
で、７月28日、当ＪＡから２名の共済職員が表
彰されました。
ライフアドバイザーの鳥取大二朗主任は、優績
表彰と、優績表彰を通算して５回受けたことによ
る通算表彰。冨田めぐみ主任は、ＪＡ店舗顕彰Ｊ
３クラスで第３位の成績を残し、表彰されました。
来組したＪＡ共済連旭川支所の尾崎支所長より、
それぞれ賞状と副賞が手交されました。今後の２
人のさらなる活躍に、期待が高まっています。鳥
取主任、冨田主任、おめでとうございます！

健康科学アドバイザー●福田千晶

家にいて静かに寝たい体の状態にな

台風シーズンの不調﹁気象病﹂
台風は︑農業に従事する人にとっ

その他の不調でつらい人がいます︒

い︑疲労感︑関節痛や肩凝りや腰痛︑

でしょう︒大雨の前に︑頭痛や目ま

かどらないなど︑大きな悩みの一つ

調が悪いけれど︑今日は頑張らない

い日もあります︒台風が接近し﹁体

たくさんあるし︑休んでもいられな

そうはいっても︑やるべき仕事は

るのでしょう︒

これは﹁気象病﹂とも呼ばれていま

対策としては︑乗り物酔いの薬を

﹂というときは︑本当につら
と ……
いですよね︒

て︑作物の被害の心配や農作業がは

度以上もしく

飲むと楽になることもあります︒市

す︒これからの台風シーズンなど︑
前日に比べて気温が

ヘクトパスカル以上も

販薬がありますから薬局やドラッグ

ストアでも入手できます︒ただし︑

主治医などの医療機関に相談してく

持病の悪化や症状が激しい場合には︑
況変化で起こりますが︑特に耳の奥

情報が伝わると︑体は﹁こんな大変

が脳に伝達されていますが︑過剰な

で気象病に似ています︒内耳の情報

るようにマッサージしてみると良い

軽く折るようにしたり︑耳たぶも折

を上下左右に引っ張る︑耳を上下に

は︑耳のマッサージがあります︒耳

その他に簡単にできる対策として

ださい︒

なときに︑出歩くと危険がいっぱい︑

でしょう︒耳の周囲の血行が良くな

乗り物酔いも内耳の揺れで起こる点

にある内耳が気圧の変化に敏感です︒

気象病は体のいろいろな部分の状

人が増えます︒

変動すると︑気象病の症状が現れる

は︑気圧が
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☎92-2157
ホクレン美瑛北町給油所

窓口
賞状を手に記念撮影
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活動しない方が良い﹂と判断して︑

ることで︑内耳のリンパ液の滞りが

解消されて︑症状が治ることがあり

ます︒どこにいても手軽にできるの

で︑試す価値はあります︒

関節痛や腰痛は︑冷やさないこと

も大事です︒まだ暑いですが膝など

意外に冷えていることもあるので注

意して︑元気に過ごしたいですね︒
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前受灯油（受付・配送）開始！
輝かしい成績をたたえて
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理事会の報告
第28回理事会 7月22日㈬
1160

■議案審議事項

令和2年9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

議案第１号

従業員に対する燃料手当につ
いて

・原案どおり承認されました。
議案第２号

大口信用供与について

・原案どおり承認されました。
議案第３号

規程類の変更について

・原案どおり承認されました。

加工馬鈴薯コントラ収穫が開始
加工馬鈴薯のコントラ収穫が、８月20日から始まり
ました。
今年度は加工馬鈴薯コントラ協議会が設立されて４
年目となり、約170haの収穫に取り組みます。より高
品質な馬鈴薯の収穫に向け、運搬用大型ダンプの荷台
の枠が半分まで下がるように改良し、収穫した馬鈴薯
を、より低い位置で排出することが可能になりました。
これによって、馬鈴薯を高い位置から排出することに
よって発生する、傷や打撲を減らすことができます。
様々な対策を行っての収穫作業は、10月いっぱいま
で続く予定です。

荷台の枠が下がった大型ダンプと収穫機バリトロン

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 756人
准組合員 1,890人
273億96百万円
96億 2百万円
11億35百万円
47億78百万円

※百万円未満四捨五入（令和２年７月末）
熊谷留夫

編集後記

総務部

暑かった夏がようやく終わりを迎え、まもなくやってくる
実りの秋。組合員の皆さんは収穫の繁忙期を迎えます。忙し
い毎日の中で、肩こりや腰痛などを感じたら、お風呂で温め
る時間を取ってください。できれば、温泉につかっていただ
いた方が効果的です。白金温泉は身体が温まりやすい硫酸塩
泉なので、身体のメンテナンスにもぴったりですよ。
身体の状態にも気をつけつつ、笑顔で収穫の秋を迎えてい
ただければと思います！（麻）

（８月 15 日現在）

発生件数
負傷
死亡

０件（５件）《16件》
０人（５人）《16人》
０人（０人）《０人》

（ ）は２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

9月 の主な行事予定
２１日（月） 敬老の日

２２日（火） 秋分の日

㈱須田製版
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