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上に良い年となること︑新型コロナ

美瑛町役場へ
鏡餅を贈呈
た鏡餅は︑鏡開きの１月

瑛町役場１階正面玄関に飾られ︑訪
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日まで美

れた町民の皆さんを迎えました︒

贈呈された鏡餅を前に

ウイルスの一日も早い終息への祈り

が述べられました︒ワクチンの提供

開始や変異種の発生など︑新型コロ

ナウイルスに関しては︑今年もめま

新しい年を迎えるための準備を︒

日に贈呈式が開催さ

28

今年も当ＪＡが美瑛町役場に鏡餅を

月

鏡餅は︑新しい年の神様を迎えた

とき︑神様のよりどころとなるもの︒

鏡は古来︑魂が宿ると思われていた

ことから︑丸い形の餅を鏡に見立て︑

鏡餅と呼ばれるようになったそうで

す︒また︑大小二つの丸い餅を重ね

ることで︑円満に新たな１年を重ね

るという意味も持っています︒
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昨年以上の穏やかな
年を祈って

新年朝会が開催

れました︒

贈呈し︑

ぐるしく情勢が変化しそうです︒

当ＪＡ職員を招集しての新年朝会が︑

令和３年の仕事初めにあたって︑

１月６日にＪＡ３階大ホールにて開

催されました︒

例年であれば︑新年には２００名

以上の関係者の皆さんが参集して新

年交礼会が開催されますが︑新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点か

熊谷組合長から職員への訓示では︑

熊谷組合長による訓示

さまざまな祈りを込めて贈呈され

毎日のように感染拡大の報道が繰り返される新型
コロナウイルス。私たちの暮らしにも多大な影響が
出ていますが、タキイ種苗が5年前から毎年行って
いる調査、「野菜の総括」でも、コロナ禍を反映す
る結果が出ています。
2020年度分の調査が行われたのは、2020年11
月6日〜9日の4日間で、全国の20歳〜60歳の男女
310人がインターネットを通してこの調査に回答し
ました。この調査では、食生活や野菜摂取の変化、
野菜の値段と購入意向などについて、消費者の傾向
を分析しています。
中でも注目したいのは、「2020年に食べる機会
が多かった野菜」のランキングです。トップ3はこ
れまでのランキングと大きな変動はなく、1位たま
ねぎ、2位キャベツ、3位トマトとなっています。
2019年はこの後にもやし、きゅうりと続いていま
すが、2020年のランキングではにんじん、じゃが
いもがランクインしています。2019年は調理の手
間が少なく、手軽に食べられる野菜が人気でしたが、
2020年には長期保存可能な野菜が上位に入ってい
ます。
また、食生活における意識や行動の変化に関する
調査項目では、約7割が「意識や行動に変化があっ
た」と回答していて、その中で最も多かった答えが
「自炊する機会が増えた」でした。ここでも、新型
コロナウイルス感染拡大により、外食の機会が減っ
たこと、自宅で過ごす時間が増えたことが回答に繋
がったと思われます。「自炊する機会が増えた」に
続き、2番目に多かった「食生活に気を付けるよう
になった」という回答も、新型コロナウイルスによ
り、運動の機会が減ってしまったことが影響してい
ると考えられます。いずれに関しても、コロナ禍と
いう世相を反映した結果が出ています。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、給食用
農畜産物が廃棄される、外国人技能実習生が来られ
ないなど、農業分野に数々の深刻な問題が発生して
います。しかし、その一方で、食料安全保障に対す
る国民意識の向上や、国産農畜産物消費の機運の高
まりなど、農業にとって追い風となるような変化が
あったことも事実です。深刻な問題への対応ももち
ろん重要ですが、この追い風をどう今後の農業展望
に活かしていくかということも、検討するべき課題
ではないでしょうか。

ら︑今年は開催中止となりました︒

野菜の消費傾向にもコロナの影響
自炊の機会が増えた人多数！

大きな災害もなく穏やかだった昨年

焦点

を振り返るとともに︑今年はそれ以

FOCUS

2
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こんにちは、大雪山麓倶楽部です

この度︑大雪山麓倶楽部の活動

ページの掲載承諾をいただけまし

と思い︑丘の大地編集部から紹介

センター大雪支所を事務局とし︑

私たち通称﹁さんろく﹂は普及

には設立

周年を迎え現在会員

名で活動しています︒

回全国農業者会議第１

たし︑﹁ゆめちからをつくりこな

こなす﹂が共に全国大会出場を果

ロジェクト﹁ゆめちからをつくり

ェクト﹂︑そして土地・利用型プ

２０１４年には﹁玉葱試験プロジ

リフォーラム︶上川大会で発表し︑

的に北海道青年農業者会議︵アグ

また︑プロジェクト成果を定期

動を行っております︒

学びと交流を目的とした様々な活

会員１人１人が自分自身のため︑

を招いての研修会や視察を通して

経営に役立てる努力や︑外部講師

結果と経験から原因を考え自家の

査目的を設定し試験を実施︑得た

プロジェクト活動では年ごとに調

普及センター職員協力のもと︑

14

名の青年が在籍し︑２０１９年

に設立しました︒これまでに延べ

はかる場所として２００５年４月

さん

を町内農業関係者の皆さんの頭に

町内外の農業青年が研修︑研鑽を

研修会2017

たことに感謝申し上げます︒

15周年OB会2019

少しでも残していただければ幸い

生育調査2020

34

す﹂は第

3

15

54

生育調査2015
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青年部研修会で発表をさせていた

た︒確証が得られた事例は部会や

位の農林水産大臣賞を獲得しまし

っている理由は︑ゴールを未婚会

プロジェクト﹂です︒婚活と銘打

学びと現実を知る場所作り﹁婚活

魅力向上と自分磨きを目的とした

ションショーは︑勝負服を着て挑

様々な意見を伺いました︒ファッ

ラー診断を実施して既婚女性から

ッションショーや︑パーソナルカ

おります︒また︑ゴールはまだま

満足できた研修会だったと思って

りではありましたが互いに楽しく

者から好評の声もいただき︑手探

ジェクトは続けていく予定であり

だきました︒こうして自分たちの

悪い箇所︑改善ポイントなどを教

ます︒

だ先の話のため︑今後もこのプロ

えてもらい︑参加予定のアグリパ

んだ会員を女性目線で良い箇所と

会員自らアグリパートナーに参加

ートナーに備えようという企画︒

員の結婚としているためです︒

がいずれ︑町の農業発展に繋がる
しアンケートを配布︑男性農業者

パーソナルカラーとは︑一人ひと

ために頑張って得た結果は︑広く

という共通認識を持ちながらプロ
に対する女性側の様々な意見を頂

りの髪・肌・瞳の色などに最も調

そこで︑農業委員会協力のもと︑

ジェクトに挑んでいます︒フォー
戴しました︒そして︑この活動に

和する色味のグループのことで

周知することで寄与還元し︑それ

ラムへの参加は他町村の倶楽部と

賛同をいただいたたいせつ農業さ

※

の交流に繋がり︑２０２０年１月

に当てはめるもの︒自分に合う色
を知り︑髪や服の色に取り入れる

しかわの後継者対策担当者︑そし

た当日は︑ＪＡびえいとＪＡひが

快く診断していただきました︒ま

この資格を持っている方がいて︑

とを学んだ企画︒さくら塾会員に

場では窒素追肥や植物成長調整剤

目を迎えます︒ご承知の通り︑現

栽培技術の確立で︑今年度で４年

収量をより高めるための確固たる

トが︑美瑛産春小麦﹁春よ恋﹂の

現在推し進めているプロジェク

こ こ 数 年 の﹁ さ ん ろ く ﹂

て農業委員会事務局の方々にご列

北海道の定める施肥標準は基準収

の使用により品質や収量が確保さ

どれも自分を知り︑自己改善の

量が低いままで設定され︑現場の

席いただき広く一般の方々からの

ため良い勉強の機会となったこと

収量レベルに対応したものではあ

れ高いレベルにあります︒ただ︑

は事実で︑研修会終了後には参加

貴重な意見も頂戴しました︒

だけで簡単に印象を変えられるこ

たいせつ農業さくら塾とは︑普及セ
※
ンター大雪支所が企画する美瑛町︑
東神楽町︑東川町の女性農業者を対
象とした学習会︒女性農業者同士が
﹁交流﹂﹁学習﹂﹁農業﹂を楽しみ
ながら︑農業経営の良きパートナー
となることをめざしています︒

くら塾からの打診で２０１９年

月には︑合同研修会を開催しファ

﹁春・夏・秋・冬﹂４つのタイプ

には美深町４Ｈクラブと合同研修
会を開催し情報交換だけではなく
刺激をもらったり与えたり︑切磋
琢磨できる仲間作りの場ともなっ
ています︒

実はこんなことも
主に農作物の研究と発表を軸に
活動していますが︑ここ３年ほど
は並行して新たなプロジェクトも
展開しています︒男性農業者にあ
りがちなダサい︑汚い︑だらしな
い︑そして世間の常識とはズレて
るというイメージを払拭するため︑

12
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りません︒そこで︑私たちは︑地
域の収量水準を基準とした栽培指

面からも必要不可欠な作物である
ことが選定理由の一つでした︒

量を得られました︒しかし︑この

年は気象条件が稀にみる悪い年で

％増の４４２粒の試験

区を設定し︑そこへわずかながら

あったため同等の収量であっても

８粒と︑

追肥も施しました︒硫安を５㎏／

には難しい結果となったことも事

初年度︵２０１７︶に取り組ん

値は低く︑単年度だけで判断する

で効果の違いを計測しました︒な

実であります︒

針を設定するため︑実証試験が必

ａそれぞれに散布し合計６区間

た︒みのりを試験会場に通常の４

お︑この年から会員に畑の一部を

だのは︑適期播種時期の特定でし

内でも播種時期のタイミングや播
日と遅

要性など農家ごとに異なり︑過去

撒きと極端に遅い例を作り︑播種

っています︒理由は︑播種や管理

借りて︑場所を変えての試験を行

様の試験を実施し︑データの積み

そこで３年目︵２０１９︶も同

作業をより良いタイミングで適期

重ねを行いました︒この年は気象

㎏︐

計９区間で試験を実施しました︒

㎏︐

ても︑曖昧な部分もあるのだとわ

良好で収量は良い成績を収めまし

条件が良かったことから︑生育が
２年目︵２０１８︶の結果は２

た︒前年度とは極端に違う数字が

に行うためです︒

３８粒と３４０粒の追肥なし区と

結果は︑発芽や生育が遅くなるほ

日までず

としました︒

︽次号へ続く︾

く明確にして取り組むことを目標

躍を誓い︑次年度は課題をより深

しい結果となりました︒更なる飛

優秀賞をいただくことができず悔

研究課題として挑みましたが︑最

深いデータを示せない点を次回の

この時点では︑結果に対するより

０１９ｉｎ上川﹂へ参加しました︒

をまとめて﹁アグリフォーラム２

量を得られました︒３年間の成果

が追肥ありの３４０粒と同等の収

出ましたが︑追肥なしの２３８粒

かりました︒そして︑近年はパン

日播種では８月

㎏播種では反収

340粒

れ込みました︒

㎏の区間が

で１７４㎏の差がでました︒ただ︑
この時に４月播種で

一番良い成績を上げたことで︑少
ない播種量でも収量を確保できる
のではないかという考察をし︑次
年度の目標を播種量試験と設定し
ました︒
２年目以降は︑千粒重を計測し
たのち１㎡あたりの播種粒数を導
き︑３４０粒の重さを慣行１００
％と設定しました︵３４０粒は道
が示している標準となる播種粒数

238粒
442粒

10

30

％減の２３

試験区の概要

４４２粒の追肥あり区が同等の収

ど収量が落ちていき︑収穫時期が

あいまい

㎏と変えて合

日︑

月播種に加え５月

要だと考えました︒また︑同じ町

30

種量と基肥の量︑追肥の有無や必

10

量を

30

の経験からなんとなく把握してい

10
20

の消費量が伸びていて︑強力粉と

15

５月

10

なる春よ恋の需要が多くなってき

7月30日撮影

30

です︶そこを基準に

5

5月30日
5月10日
4月25日

10

30

ていることや︑輪作体系の維持の

試験区の概要
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﹁トマトと豚ひき肉の
あえうどん﹂
1
⑴フライパンにサラダ油を熱して豚ひき肉、
タマネギをしっかりと
炒めてからカレー粉、
カットトマトを入れ、
さらに5分ほど炒める。
⑵ ⑴にかつおだし汁、みりん、
しょうゆ、
ローリエを入れ、煮詰め
ていく。
⑶汁が少し残る程度で火を止め、バジルを粗く刻んで入れる。
⑷ゆで上げたうどんが熱いうちに⑶を絡ませ、器に盛り出来 上
がり。

豚ひき肉 ………………200g
カットトマト缶 ……………60g
タマネギ
（みじん切り）…1/2個
カレー粉………………小さじ2
かつおだし汁 …………1カップ
みりん…………………大さじ4
しょうゆ ………………大さじ2
ローリエ …………………1枚
生バジルの葉 …………10枚

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

冷凍うどん ………………1玉
サラダ油 ……………大さじ1

﹁アサリと
イワシの
ミネストローネ﹂
２
⑴フライパンにオリーブ油、
タマネギ、アサリを入れ、弱火で5分
ほど炒める。
⑵ ⑴に白ワイン、水、
カットトマト、
ローリエ、
イワシの水煮、大
豆水煮、
しょうゆを入れ、中火で20〜30分煮込んでいく。
⑶塩・こしょうで味を調え、器に盛り付け仕上げにパセリを振り
出来上がり。

7

アサリ ………………250g

大豆水煮缶…………100g

イワシ水煮缶 ………300g

ローリエ ………………1枚

カットトマト缶 ………180g

しょうゆ ……………大さじ2

タマネギ
（粗みじん切り）

塩・こしょう ……………適宜

……………1/2個

生パセリ
（細かく刻んだもの）

白ワイン ………1/4カップ

……………適宜

水 …………………2カップ

オリーブ油 …………大さじ2
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①最低気温が０度を下回る日の

こと

②どら焼きに挟んである物

③片仮名語でいうとリベンジ

④節分にまきます

⑤冬︑雪国の家の軒にぶら下が

る物

⑦︱︱の道も一歩から

⑩牛肉はビーフ︑鶏肉は︱︱

⑫お釣りと一緒に受け取ること

も

⑬多くの人が眠っています

⑭チョコレートの原料になる植

物

⑰アルコールを含む調味料

⑲間違った答えに付ける印

⑳バレンタインデーに伝える人

もいます

1

6

2

7

2

②たき火の︱︱を念入りに行っ

た

8

4

10

E

12

18

7
15

19
D

7

F

B

E

21

E

E

7
C

14

7

13

16

7

17
E

20

Ａ
↓
Ｅ

E

E

7
E
E

注！ハガキは63円です
63

颯 斗さん
寿志子さん
律 子さん
孝 泰さん
信 子さん

☆先月号のこたえは
﹃カドマツ﹄でした

20

⑥チョコレートを︱︱にかけて

17

溶かした

19

⑧構えてシャッターを切ります

崎
藤
林
原
野

☆当選者は

小
佐
寺
栁
丹

10

⑨ジャムやピクルスなどを詰め

ます

⑩この︱︱の輪︑なかなか外れ

ないんだ

⑪就職活動の際に書きます

⑮シャープペンシルに入れます

⑯浜辺に寄せては返すもの

⑱文庫本に布製の︱︱を掛けた

⑳夕方になると家々の窓にとも

ります

㉑アシカに似た海獣
以上の５名です︒
おめでとうございます︒

6

ハ ツD ユ メ イE ワ タ
2
7
11
14
ゴ ウ トE シ オ ドB キ
3
8
7
15
7
イ カ リ タE カ メ イE
7
9
7
21
タ ウF モ ヤ シ ーE ム
7
7
7
16
18
キE ハ コ カE ラ イ ス
4
12
7
19
ス カA ン ク ミE ト ビ
5
7
13
ミ リ ビE ク ロ マC メ

11
7

7

5

19

A

E

3

1

9

毎月15日
（当日消印有効）
、
当選者は次号でお知らせします。

2
【全体運】交友関係が活発化し、興味深い話題が
飛び込んできそう。感染予防をしながら楽しめ
るレジャープランでお出掛けを
【健康運】食べ過ぎたなと思ったら体を動かして
【幸運を呼ぶ食べ物】カリフラワー

【全体運】想定外のことが起きやすいとき。スケ
ジュールを詰め込み過ぎないように。急な出費
にも対応できるよう準備を
【健康運】無理をしないように。睡眠不足に注意
【幸運を呼ぶ食べ物】セロリ

【全体運】コミュニケーションを取る機会が増
え身辺がにぎやかに。資格や技能を習得するた
めの勉強には幸運が宿っています
【健康運】リズミカルに体を動かしましょう
【幸運を呼ぶ食べ物】ユリ根

【全体運】問題が多い期間。困ったときこそ冷静
に情報を精査して。下旬から運勢は回復。力に
なってくれる人が現れそう
【健康運】スピード感を意識した運動で爽快感アップ !
【幸運を呼ぶ食べ物】アンコウ

【全体運】丁寧な仕事で称賛を浴びそう。余力が
あれば周りの人に手を貸して。すてきな協力の
輪が広がっていきます
【健康運】
スポーツを楽しめます。名医との出会いも
【幸運を呼ぶ食べ物】野沢菜

【全体運】金運に恵まれます。欲しかった物がお
得に手に入る幸運も。アルバイトやサイドビジ
ネスにもツキあり
【健康運】
体を鍛えるチャンス。筋力アップの運動を
【幸運を呼ぶ食べ物】キンメダイ

【全体運】好調です。テレビを見るなら情報番組 【全体運】服や小物を新調すると吉。おしゃれを
がお勧め。交流会やセミナーにも進んで参加を。 楽しむと充実度がアップします。仕事や勉強は
目標を高めに設定しましょう
買い物にツキあり
【健康運】香りの良いお茶で気分をリフレッシュ 【健康運】血行を良くして｡体の不調が解消へ
【幸運を呼ぶ食べ物】カラシナ
【幸運を呼ぶ食べ物】ゴボウ

【全体運】運勢は大きく活性化中。バッドハプニ
ングもありますが、ラッキーも多め。迷ってし
まうことはやらないのが正解
【健康運】根を詰め過ぎないように。休憩も大切
【幸運を呼ぶ食べ物】フキのとう

【全体運】少しのんびりモードで進めるのが成
功のコツ。大事な予定は下旬にセッティングす
ると星の加護が得られます
【健康運】継続は力なり。いつもしている健康法が◎
【幸運を呼ぶ食べ物】ダイコン

【全体運】上昇運です。流れに任せて前へと進め
れば良い方向へ。人の話はよく聞いて。問題解
決のヒントあり
【健康運】
運動は人と一緒にやると長続き。効果も上々
【幸運を呼ぶ食べ物】不知火（デコポン）

【全体運】思うようにならないことが多くイラ
イラしがち。忍耐力を発揮して。下旬には運気
が好転。味方が増えて前進へ
【健康運】
体調の悪いときに無理は禁物。休養を取って
【幸運を呼ぶ食べ物】ハクサイ
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グループ通信
JA
JA グループ通信

ＪＡ北海道中央会

全国農業協同組合中央会は、
「国消国産※」の理解醸成をすすめるため、情報発信のメインターゲットとする若年
全国農業協同組合中央会は、
「国消国産※」の理解醸成をすすめるため、情報発信のメインターゲットとする若年
層に強い影響力を持つアイドルグループ「乃木坂46」を起用し、特設ＷＥＢサイトを展開しております。
層に強い影響力を持つアイドルグループ「乃木坂 46」を起用し、特設ＷＥＢサイトを展開しております。
特設ＷＥＢサイトで展開するクイズコンテンツを用いて、国内農業が抱える諸課
特設ＷＥＢサイトで展開するクイズコンテンツを用いて、国内農業が抱える諸課
題（生産基盤の弱体化、食料自給率の低迷等）について、乃木坂
題（生産基盤の弱体化、食料自給率の低迷等）について、乃木坂 46
46 のメンバーが
のメンバーが
わかりやすく解説しており、メンバーと楽しく学べるスタイルとなっております。
わかりやすく解説しており、メンバーと楽しく学べるスタイルとなっております。
その他、メンバーからの国内農業に対する応援メッセージの掲載や、メンバーがそ
その他、メンバーからの国内農業に対する応援メッセージの掲載や、メンバーがそ
れぞれの「推し食材」を食べる動画も公開しておりますので、是非ご覧ください。
れぞれの「推し食材」を食べる動画も公開しておりますので、是非ご覧ください。
〇特設ＷＥＢサイト
〇特設ＷＥＢサイト
ＨＰアドレス：https://www.asahi.com/ads/nogizaka46ja/
ＨＰアドレス：https://www.asahi.com/ads/nogizaka46ja/
※「国消国産」とは、国民が必要とし消費する食料は、その国で生産することが基本であるという考え方。
※「国消国産」とは、国民が必要とし消費する食料は、その国で生産することが基本であるという考え方。

ＪＡ北海道信連
ＪＡバンク北海道は、２０１８年より地域活性化を目
ＪＡバンク北海道は、２０１８年より地域活性化を目

ＪＡ共済連北海道
ＪＡ共済連北海道では、地域貢献活動の一環として、
ＪＡ共済連北海道では、地域貢献活動の一環として、

的に、ファイターズとスポンサー契約を締結していま
的に、ファイターズとスポンサー契約を締結していま

帯広農業高校と岩見沢農業高校の２つの農業高校に、実
帯広農業高校と岩見沢農業高校の２つの農業高校に、実

す。この権益を活用して、これまでキャンペーン等を実
す。この権益を活用して、これまでキャンペーン等を実

践教育用の農業機械としてトラクターを寄贈いたしまし
践教育用の農業機械としてトラクターを寄贈いたしまし

施してまいりました。また、ファイターズがＣＳＲ活動
施してまいりました。また、ファイターズがＣＳＲ活動

た。
た。

として実施している「ゆきのね奨楽金」にも協賛し、子
として実施している「ゆきのね奨楽金」にも協賛し、子

この活動は農業後継者の育成支援を目的に、令和２年
この活動は農業後継者の育成支援を目的に、令和２年

どもたちを対象にした
どもたちを対象にした

度から実施することといたしました。
度から実施することといたしました。

ウィンタースポーツの
ウィンタースポーツの
普及を支援しています。
普及を支援しています。

この取り組みによって、農業の未来を担う学生たちの
この取り組みによって、農業の未来を担う学生たちの
実習環境がさらに向上し、学生たちがより実践的な知識
実習環境がさらに向上し、学生たちがより実践的な知識

先ごろ、
「ゆきのね奨楽
先ごろ、
「ゆきのね奨楽
金」の贈呈式が札幌ド
金」の贈呈式が札幌ド

や技術を習得することで、将来、農業分野のスペシャリ
や技術を習得することで、将来、農業分野のスペシャリ
ストや農業後継者として活躍することを願っています。
ストや農業後継者として活躍することを願っています。

ームで催されました。
ームで催されました。

ホクレン
ホクレングリーンネットショップが 2 月から「HOKUREN
ホクレングリーンネットショップが２月から「HOKUREN

ＪＡ北海道厚生連
このたび本会では、組合員ならびに地域住民の皆様へ
このたび本会では、組合員ならびに地域住民の皆様へ

GREEN +PLUS（ホクレングリーンプラス）
+PLUS（ホクレングリーンプラス）
」にリニューア
GREEN
」にリニューア

の情報発信の場として、公式
の情報発信の場として、公式Twitter
Twitterを開設いたしまし
を開設いたしまし

ル！引き続き全国のお客さまに、北海道産農畜産物のコ
ル！引き続き全国のお客さまに、北海道産農畜産物のコ

た。本会の情報はもちろん、各事業所におけるイベント
た。本会の情報はもちろん、各事業所におけるイベント

アファンとなっていただけるようなオンラインショップ
アファンとなっていただけるようなオンラインショップ

の開催情報やその様子など、四季折々の情報を発信して
の開催情報やその様子など、四季折々の情報を発信して

を運営してまいります。出品希望商品などございました
を運営してまいります。出品希望商品などございました

まいります。開設したばかりではございますが、皆さま
まいります。開設したばかりではございますが、皆さま

ら、お気軽にご相談ください。
ら、お気軽にご相談ください。

にとって有益な情報を発信で
にとって有益な情報を発信で
きるよう努めてまいりますの
きるよう努めてまいりますの
で、QR
で、QR コードより当アカウ
コードより当アカウ
ントのフォロー登録をお願い
ントのフォロー登録をお願い
いたします。
いたします。

https://www.hokuren-greenplus.jp
https://www.hokuren-greenplus.jp

ＪＡグループ北海道の連合会の活動内容を紹介します。
ＪＡグループ北海道の連合会の活動内容を紹介しま
す。各団体の詳しい取り組み内容はＷＥＢサイトをご覧
各団体の詳しい取り組み内容はＷＥＢサイトをご覧くだ
ください。
さい。
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農機協

除雪機の事故に注意！

えいからの
JAび

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。

お知らせ

事故防止のために

車検はお早めに…

◆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。

オートサービスセンターは、毎年３月中旬から、

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。
◆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。

研修センター

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

◆走行する際には、壁や障害物に十分注意する。

窓口

車検整備の繁忙期に入ります。

入庫されることをお勧めい
たします。

窓口

☎92-0588

オートサービスセンター

☎92-2156

2月のパソコン講習会について
◆日
種

程◆
類

月

日

時

間

内

容

講

師

場

所

２月１日㈪、３日㈬
５日㈮、８日㈪
ソリマチ簿記
( パソコン )

10日㈬、12日㈮

15日㈪、16日㈫ ① 9:00 〜 11:00
17日㈬、19日㈮ ② 13:00 〜 15:00
22日㈪、24日㈬

・ソリマチ簿記の使い方や
勘定科目の設定など

青申会

・次年度更新の行い方

ＪＡ３階
中会議室

・クミカンデータの転送仕方

26日㈮
◆持参するもの◆
自分のパソコンで講習を受けたい方➡本体を持参してください
ソリマチ簿記を受講希望の方➡伝票入力の練習も行いたい場合は、今年のクミカン報告書と減価償却資産台帳を
持参してください。
※受講される方は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、マスクの着用と手指の消毒、検温を
お願いいたします

窓口

営農支援課

☎68-7014
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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２年度に就学し申請がお済みでない方、令和３年度から就学予定の方は、２月19日㈮までに美瑛町農業
振興機構（JA２階）に申請ください。

窓口

農機部品・小農具
春の取りまとめ実施中！！

取りまとめ期間：令和3年3月19日㈮まで
研修センター

☎92-2855

春の農作業前に点検整備を!!

ＪＡグループでは、春作業を前に農機部品・小農具
の取りまとめを実施し、コスト低減に取り組んでい
ます。

窓口

美瑛町農業振興機構

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この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。
また、整備点検の行い方など不安に思っている方で
も、職員が指導し、安心して行えるよう準備してい
ます。
ご自分で整備を行うのが難しい場合は、委託整備
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

☎92-0588

研修センター

☎92-0588

JA住宅ローン・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３年６月30日㈬まで
■キャンペーン金利
①住宅ローン（固定変動型）
②マイカーローン（固定型）
③教育ローン（固定型）

３年固定
５年固定

店頭金利
1.25%
1.65%
2.30%
2.30%

キャンペーン時（最優遇）
0.75%
1.15%
1.30%
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％
住宅ローンについては、ネットローンで申込みが出来ないため、除外
（ただし満20歳未満については、来店必須であることから、ネットローン扱いとする）

窓口
11
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理事会の報告
第32回理事会

11月30日㈪

1165
令和3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

■議案審議事項
議案第１号 固定資産の修理について
・原案どおり承認されました。
議案第２号 規程類の改定について
・原案どおり承認されました。
議案第３号 令和３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。

第33回理事会

12月25日㈮

■議案審議事項
議案第１号 役員選任および総代選挙日程について
・原案どおり承認されました。
議案第２号 従業員に対する期末手当の支給について
・原案どおり承認されました。
議案第３号 規程類の改定について
・原案どおり承認されました。
議案第４号 外部出資の増口について
・原案どおり承認されました。
議案第５号 子会社に対する貸付について
・原案どおり承認されました。

丘のおかし アレンジレシピ♪
今月号から、毎月１つ丘のおかしシリーズを使った
アレンジレシピをご紹介いたします！
第１回目のメニューは、バレンタインの贈り物にも
ピッタリな、「カリっとザクザクチョコバー」です。
◆材 料
板チョコレート……適量
丘のおかし
（お好みのもの）…適量
◆作り方
① 板チョコレートを
50℃〜55℃のお湯で湯せんし、溶かします。
② ①に丘のおかしを混ぜます。
③ ②を平らなバットに流し、
冷やし固めます。
④ お好きな大きさに切り
分けて完成です♪
今回使ったのは……
くろまめ＆ダイスミルク

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 757人
准組合員 1,881人
292億95百万円
67億51百万円
11億45百万円
48億91百万円

※百万円未満四捨五入（令和２年12月末）
熊谷留夫

編集後記
ついにこの季節がやってきました！1年で一番いろいろな
チョコレートに出会えるイベント、バレンタイン！例年は札

総務部

幌のデパートまで出かけ、珍しいチョコレートを購入してい
ましたが（もちろん自分用です……笑）今年はぐっ！と、我
慢の年となりました。
ダイエットとお財布には優しいけれど、私には甘くない。
そんなバレンタインになりそうです……。（麻）

（１月15日現在）

発生件数
負傷
死亡

０件（21件）《21件》
０人（21人）《20人》
０人（ ０人）《１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

2月 の主な行事予定
1日（月） JAびえい杯ゲートボール大会
１０日（水） 麦作生産部会定期総会
１１日（木） 建国記念日
１2日（金） 豆作生産部会定期総会
１7日（水） 馬鈴薯生産部会定期総会
２３日（火） 天皇誕生日
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