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金子敦志さん宅（美馬牛旭東）でのメロン収穫
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美瑛小麦をめぐる情勢

取締役社長がパネラーを務めました︒

美瑛小麦は品質が安定していて実需

からの引き合いが強いこと︑今後は

生産側と実需側が一体となって︑付

加価値をつけての販売をめざすこと

７月９日︑ＪＡ本所３階

美瑛小麦フォーラムが︑

来について考える一日︒

美瑛産小麦の現在と未

自然物ではなく︑生産者の営みの結

パネラーに︒美瑛の最大の特徴は︑

地晴夫氏︑中西敏貴氏︑前田景氏が

ッションの第２部では︑写真家の菊

引き続き行われたパネルディスカ

が主な内容となりました︒

大会議室にて開催されま

瑛小麦のブランド化を図

実需側が一体となって美

令和２年度に︑生産側と

た緞帳が降ろされ︑出席者から感嘆

氏の作品﹁麦秋鮮烈﹂があしらわれ

っかけとなった︑写真家の前田真三

最後には︑美瑛の名前を広めるき

どんちょう

ることを目的として設立

の声があがりました︒
議会が主催︒農林水産省
輸出・国際局知的財産課
の武谷逸平氏によるＧＩ
︵地理的表示保護制度︶
に関する基調講演と︑２
つのパネルディスカッシ
ョンで内容が構成されま
した︒
ンの第１部では︑﹁美瑛
小麦の未来予想図﹂につ
いて討議が行われ︑熊谷
組合長と︑当ＪＡ麦作生

産部会の佐藤俊光部会長︑
江別製粉㈱の安孫子俊之
代表取締役社長︑㈱ル・

真剣な討議

された︑美瑛小麦推進協

ることだと述べられました︒

果である農業景観が撮影の対象にな

パネルディスカッショ

今回のフォーラムは︑

美瑛小麦フォーラム2021が開催

スティルの西川隆博代表

した︒

未来を見据えて
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美瑛の小麦が結んだ縁

町・㈱トリドールＨＤ・ＪＡで
包括連携協定を締結

の協定につながる鍵となったため︑
﹁アスパラの収穫時期に開催した
い﹂という三者の意思のもと︑開催
の運びとなりました︒
今回の包括連携協定によって︑美
瑛町の災害時に︑トリドールＨＤに

よる支援物資や避難所での食事提供︑

美瑛の小麦を
支える安全操業
安全祈願祭が開催

子どもたちが楽しめるような取り組

ンなど︑安心を担保する取り組みや︑

の無事故操業を祈る安全祈願祭が︑

類・米類の豊穣と︑ライスセンター

穫や受け入れ作業の安全が第一︒麦

需要に応える穀類の供給には︑収

絆を︒美瑛町・㈱トリドールホール

日に

また︑学校給食とのコラボレーショ

デ ィ ン グ ス︵ 以 下 ト リ ド ー ル Ｈ Ｄ ︶・

みも今後検討されます︒７月

７月

農畜産物の供給を超えた︑新たな

ＪＡびえいの三者による包括連携協

は︑医療従事者向けの支援として︑

当日は︑当ＪＡや関係機関の役職

たま

による祝詞の奏上や関係者による玉

そうじょう

名が出席︒美瑛神社の神職

串の奉奠が行われ︑今年度も事故や

のりと

今後は︑観光客の多い美瑛町での

怪我なく作業を終えられるよう︑祈

員など
店舗展開も積極的に検討されるとの

んの無償提供が行われました︒

日に開催されました︒
町立病院でキッチンカーによるうど

日︑美瑛町役

場４階の委員会室にて開催されまし

定の締結式が︑６月
た︒

ことで︑美瑛町民の楽しみがまた１

りがささげられました︒

ほうてん

門店の丸亀製麺を全国展開していて︑

キッチンカーによるうどんの提供

ぐし

国産の原料にこだわった商品を提供

つ︑増えるかもしれません︒

トリドールＨＤは︑讃岐うどん専

13
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しているのが特徴︒２０１７年から
は︑美瑛産の小麦を産地指定して購
入しているほか︑美瑛産のアスパラ
も店舗で提供する商品に取り入れて
います︒このような農畜産物の供給
によるつながりから︑以前よりトリ
ドールＨＤと当ＪＡの間に友好関係
が結ばれており︑そこに美瑛町が加
わることで︑地域の活性化や付加価

ほうてん

値の向上を図ることが︑今回の協定
締結の目的です︒トリドールＨＤが

玉串を奉奠する熊谷組合長

たまぐし

自治体や協同組合と包括連携協定を
結ぶのは︑初めてのことです︒
本来の予定であれば︑締結式は昨
年のうちに執り行われる予定でした
が︑新型コロナウイルス感染拡大の
状況が思わしくなかったため︑やむ
なく延期に︒美瑛産アスパラも今回

3
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全国豆類経営改善共励会にて

熊谷組合長が

長年の取り組みが称えられ

NEWS
積小為大の実践が評価

小口氏が
政策統括官賞を受賞

ＳＮＳの活用が評価

づいて地域農業の振興に貢献し︑報

郷土愛深く︑互助協同の精神に基
る︑第

回全国豆類経営改善共励会

でほかの模範となる経営体を表彰す

豆作の経営改善において︑先進的

谷組合長が受賞し︑６月

日に札幌

されるＪＡ功労者表彰を︑当ＪＡ熊

績が顕著であったＪＡ役職員が表彰

組合運動の興隆発展に貢献し︑功

が主催する令和２年度食と農でつな

高い評価を受け︑ＪＡ北海道中央会

当ＪＡのＳＮＳによる情報発信が

ＪＡ功労者表彰を受賞

前川武氏が北海道
報徳特別賞を受賞

徳思想の普及・啓発に努めたとして︑
の小豆・インゲン・落花生の部門に

がるサポーターづくり優良事例表彰

食と農でつながる
サポーターづくり
優秀賞を受賞

北海道報徳社より︑前川武氏へ北海

市内にて表彰式が執り行われました︒

において︑優秀賞を獲得いたしまし

ての受賞となり︑ＪＡ北海道中央会

業振興に係る長年の功績が称えられ

住民とのつながりを強めていけるよ

報を発信することで︑消費者・地域

今後とも︑産地のフレッシュな情

た︒

小麦を始めとした美瑛産農畜産物

の小野寺俊幸会長より表彰状を受け

のブランドづくりへの貢献など︑農

小口氏は受賞に際し︑﹁今回の受

ＪＡ本所大会議室にて表彰式が執り

政策統括官賞を受賞し︑７月

日に

おいて︑小口元範氏︵横牛第２︶が

日に当ＪＡ理事会室にて表

道報徳特別賞が贈らました︒
６月

賞は︑関係機関の協力があってこそ︒

う活動してまいりますので︑皆さま
取りました︒

授与された表彰状

行われました︒

29

輪作を行っていく中で︑小豆以外の

Instagram

の応援をよろしくお願いいたします︒

Facebook

彰伝達式が行われ︑役職員が見守る

13

作物にも力を入れていきたい﹂と今

小野寺会長と熊谷組合長

中で︑前川氏は表彰状と楯を受け取
り︑受賞の喜びを語りました︒

受賞に際しての記念写真

49

後の展望を語りました︒

受賞の喜びを語る小口氏

30
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美瑛小学校で

菜園に歓声響 く

青年部が
食育授業を実施

コメについて学習

トマトの食育を実施

日に美瑛小学校の菜園で

21

小学生の皆さんに︑プロの技を伝

授︒６月

トマトの定植が行われ︑当ＪＡの大

井徳和とまと生産部会長と︑職員２

名が参加しました︒

今回参加したのは︑５年生の皆さ

ん︒大井部会長の説明を真剣に聞き︑

無事に定植作業を終えました︒作業

の後は質問タイムが設けられ︑美瑛

なぜ
「コメ離れ」
が進んだのか
農業協同組合研究会の
第16回研究大会から

町でのトマトの生産や︑育て方のコ

焦点

ツなどの質問が飛び出しました︒

NEWS

FOCUS

農業協同組合が置かれている現状の分析と、
理論に裏付けられた新しい農業協同組合像を持
つことで、協同組合運動の再構築をめざす農業
協同組合研究会において、6月26日に第16回
研究大会が開催されました。
その中で議題に上がったのが、コメの需給の
こと。家庭用のコメでは、米価が上昇すると消
費が下落するのが一般的でしたが、米価が下落
しても消費が伸びない状況も散見されるように
なり、コメの需要減少は価格と相関性があると

新型コロナウイルス感染拡大の影

響により︑昨年に引き続きあぐりス

クールｉｎびえいの田植えが中止さ

また、今回のコロナ禍で、調理が簡単で種類

21

れたことを受け︑美瑛東小学校で︑

言えるでしょう。

名と︑当

やはりコメの消費減退に拍車がかかっていると

29

日に当ＪＡ青年部による食育

製品による摂取カロリーの増加が原因のため、

６月

する年もありますが、内訳でみると、肉類・乳

授業が行われました︒

しているのです。一時的に摂取カロリーが増加

当日は︑５年生の児童

います。１人当たりの摂取カロリーが年々減少

ＪＡの青年部員３名︑青年部事務局

理由の一つに、「小食化」が挙げられるとして

が参加︒美瑛でのコメ作りの歴史や

研究大会に出席した青柳斉新潟大学名誉教授は、

現在の生産状況を説明し︑児童から

それでは、なぜコメの需要は減少したのか。

コツを意識しながらの定植作業

の質問に答えました︒説明を聞いた

は言えないという実態が示されました。

も豊富な麺類の需要が伸びたことも、今後、コ
主食が代替品目に置き換わっていることも、コ
メの消費減退につながっています。
一方で、コメの消費増につながるであろう消
費動向も報告されています。中高年世帯での食
の簡便化志向が進み、中食の割合が増え、お弁
当やおにぎりの消費が伸びているのです。そう
いった需要に目をつけながらコメの消費を増加
させることで、問題視されている食料自給率の
上昇にもつなげていけるのではないでしょうか。
真剣に説明を聞く児童の皆さん
5

児童たちは︑熱心に話を聞き︑メモ

を取っていました︒

メ離れが進む原因になり得ます。このように、

ました︒

金融店舗駐車場について
金融店舗前は︑これまで駐車禁止

セイカン㈱●
旭川営業所

となっていましたが︑新たに障がい
者専用駐車スペースを設けました︒
利用される場合は︑必ず誘導線に従
って駐車してください︒
一般駐車場につきましては︑金融

障がい者専用駐車場

暑さ対策を呼びかけ

馬鈴薯の生育状況とこれからの収
また︑来年に向けた生産性の向上

JAびえい金融店

Ｐ

穫期に向けた作業の進め方を確認︒

また︑金融店舗前に新たにスロー

店舗の道路を挟んで反対側にござい

プを設置いたしましたので︑そちら

ます︒

選択する大切さや︑同一ほ場におい

も併せてご利用ください︒

や収量の増加︑経費節減のため︑土

て作付けされた馬鈴薯で︑植付同時

壌分析の結果をもとに適正な肥料を

催され︑カルビーポテト美瑛支所か

培土によって生育した物と一般の物

７月７日に︑北瑛および水沢にて︑

ら︑本年度の天候の傾向とスノーデ

Ｐ

北商流通センター
アンティークショップ ●

馬鈴薯生産部会の青空セミナーが開

ンをサンプリングした生育状況につ

とを比較︒その顕著な生育差に驚き
の声も上がりました︒

いての説明がありました︒
気温については︑４月中旬は低め︑
５月は平年並み︑６月は高め
で推移︒降水量は５月が多く︑
６月は少雨傾向で︑今年の夏
も暑くなりそうな見込みのな
か︑軟腐︑夏疫リスクが高く
なることや︑気温が低くなる
８月下旬以降についても疫病
リスクは例年同様高くなるた
め︑防除は慎重にとのアドバ
イスがありました︒
今後の追肥や葉面散布につ
いても︑暑さ対策︑生育期確
保のための葉面散布を推奨︒
馬鈴薯の生育に合わせた防除
のタイミングや散布する農薬
についての説明に︑部会員の
皆さんは熱心に耳を傾けてい

説明を受ける生産者（北瑛）

ホクレンショップ

美瑛彩レストラン
なごみ森厨房●

馬鈴薯生産部会が
青空セミナー開催
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●
美瑛調剤薬局

一般駐車場
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熱中症に気をつけよう

夏の農作業で心がけること
１．日中の気温の高い時間帯を外して作業を行いましょう

☀特に７０歳以上の方は、のどの渇きや気温の上昇を感じづらくなる
ので、高温時の作業は極力避けましょう

２．作業前・作業中の水分補給、こまめな休憩をとりましょう

☀のどが乾いていなくても２０分おきに休憩し、毎回コップ１〜２杯
以上を目安に水分補給しましょう
☀足がつったり、筋肉がピクピクする症状が
みられたら、0.1〜0.2%程度の食塩水（１L
の水に１〜２gの食塩）、スポーツ飲料、塩
分補給用タブレットを摂取しましょう

※市販品を摂取する際は、必ず成分表示をチェックし、
適切な量を摂取してください。

☀休憩時は、日陰等の涼しい場所で休憩し、
作業着を脱ぎ、手足を露出して体温を下げ
ましょう

３．熱中症予防グッズを活用しましょう

☀屋外では帽子、吸汗速乾性素材の衣服、屋内では送風機やスポット
クーラーなどを活用しましょう

農作業と暑さ指数について

・暑さ指数（WBGT）は、暑さの厳しさを示す指標です。
・高ければ高いほど、熱中症になりやすくなります。
熱中症対策を行う場合、気温よりも暑さ指数を見るようにしましょう。
身体作業強度

安静

５．高温多湿の環境を避けましょう

☀暑さ指数（WBGT）計、温度計、湿度計で、作業環境を確認しま
しょう。
☀作業場所には、日よけを設ける等できるだけ日陰で作業をするよう
にしましょう
☀特にビニールハウス等の施設内は風通しが悪く、早い時期、早い時
間から暑さ指数（WBGT）が高くなるため、風通しを良くしたり
断熱材を活用しましょう

日常生活で心がけること
１．暑くなる前に、熱中症に負けない体作りをしておきましょう
☀暑さに慣れるため、毎日３０分くらい歩く習慣をつけましょう
☀暑さに強くなる食べ物を積極的にとりましょう
（ビタミンＢ１を含む豚肉や卵、カリウムを含むほうれん草やバナナ、
クエン酸を含む梅干しやパイナップルなどが効果的です）

３３
（暑さに慣れて
いない人は３２）

安静

軽作業

・楽な座位、立位、軽い手作業（書く、
簿記など）
３０
・手及び腕の作業（点検、組み立てや軽い材料
（暑さに慣れて
の区分け）
いない人は２９）
・腕と足の作業（普通の状態での乗り物の運転、
足のスイッチやペダルの操作）

中程度の作業
２８
・トラクターや重機の操作、草むしり、果物や
（暑さに慣れて
野菜を摘む
いない人は２６）
・軽量な荷車や手押し車を押したり引いたりする

激しい作業

４．単独作業を避けましょう

☀作業は２人以上で行うか、時間を決めて水分・塩分補給の声かけを
行うなど、定期的に異常がないか確認し合うようにしましょう

極めて激しい
作業

・シャベルを使う、草刈り、掘る、のこぎりを
ひく
・重い荷物の荷車や手押し車を押したり引いた
りする

２５
（暑さに慣れて
いない人は２２）

・激しくシャベルを使ったり掘ったりする、斧
をふるう、階段を登る、走る

２３
（暑さに慣れて
いない人は１８）

日本工業規格Ｚ８５０４（人間工学―ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）指数に基づく作業者の熱ストレスの評価―暑熱環境）
附属書Ａ「ＷＢＧＴ熱ストレス指数の基準値表」を基に作成

お住まいの地域の暑さ指数は
こちらから見られます！

お住まいの地域の暑さ指数を毎朝
メールでお届けすることもできます！

http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt̲data.php

http://www.wbgt.env.go.jp/mail̲service.php

熱中症が疑われる場合の処置
１．暑い環境で体調不良の症状がみられたら、すぐに作業を
中断しましょう

☀代表的な症状は以下のとおりですが、熱中症には特徴的な症状がなく、
「暑い環境での体調不良」は全て熱中症の可能性があります
手足がしびれる、
冷たい

汗をかかない、体が熱い
意識の障害がある

めまい、吐き気
がする

２．暑くなってきたら、日々の体調管理に一段と気をつけるよう
にしましょう
☀高血圧症・糖尿病等の持病や、睡眠不足・前日の飲酒・朝食の未摂取
等は熱中症の発生に影響を与えます

朝食は作業前に欠かさず食べましょう

暑さ指数（WBGT）
基準値

作業の例

体がだるい

ズキンズキンと
する頭痛がある

２．応急処置を行いましょう

まっすぐに歩けない

☀涼しい環境へ避難しましょう
☀服をゆるめて風通しをよくしましょう
☀水をかけたり、扇いだりして体を冷や
しましょう
☀水分・塩分を補給しましょう
脇の下、両側の首筋、
足の付け根を冷やす
と効果的です

睡眠はしっかりとりましょう

３．病院で手当を受けましょう

☀意識がない場合、自力で水が飲めない場合、応急処置を行っても症状
がよくならない場合は、すぐに病院で手当を受けるようにして下さい

お酒はほどほどにしましょう
（気づかないうちに脱水します）

7

持病がある場合や体調不良のときは
翌日の作業内容の変更などを検討しましょう

第1171号 令和3年8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）

﹁豚ばら肉と
ジャガイモの
辛煮込み﹂

4
⑴フライパンで豚ばら肉を脂身の面から焼き始
め、順に全面を焼き上げる。
⑵大きめの鍋に⑴、
ひたひたの水（材料外）、
ネ
ギの青い部分1本分、
ショウガの皮（分量外）
を入れ中火で2時間ゆで、
ゆで上がった豚ば
ら肉を冷ましてから角切りにする。
⑶鍋にAとトマトを弱火で2〜3分炒めてからBと
豚ばら肉、
ジャガイモを入れ中火で15分煮る。
⑷ ⑶を器に盛り付けさんしょうを散らして出来上
がり。

豚ばらブロック ……………………………500g
ジャガイモ
（下ゆでしたもの）…………………2個
トマト
（さいの目に切ったもの） ……………中1個
さんしょう ……………………………………適宜
◆A
◆B
ニンニク
（みじん切り）
水 …………2カップ
しょうゆ、酒、
みりん、
………小さじ1/2
ショウガ
（みじん切り）
砂糖 ……各大さじ2
ネギ
（青い部分）
………小さじ1/2
……………1本分
豆板醤（とうばんじゃん）、
ショウガの皮 …少々
豆鼓醤（とうちじゃん）、
サラダ油 …各小さじ1

永井

智一（ながい・ともかず）

茨城県笠間市にある
「天晴（旧キッチン晴人）」
オーナーシェフ

8
良い結果が出る一方で、問題も持
【全体運】丁寧に積み重ねてきたことが花 【全体運】注目されることが多く大活躍の 【全体運】
開きます。運勢は好調。いつもより積極的 月。それだけに忙しく大変ですが全力投球 ち上がりそう。忙しく動き回っていればな
んとかなります。
前向きに捉えて
で頑張れば周囲からの応援も。
充実のとき
に行動するのが幸運を招く鍵
暴飲暴食に気を付け 【健康運】小さな不調でも早めにケアを。無
【健康運】適度な運動とバランスの良い食 【健康運】腹も身の内。
理は駄目
て
事が大切
【幸運の食べ物】
マクワウリ
【幸運の食べ物】
ショウガ
【幸運の食べ物】スルメイカ
【全体運】ピンチに助けてくれる人が現れ 【全体運】どんなときにも誠意を忘れずに。
て、事なきを得ます。
「まずい」と思ったと あなたの真心は相手に届きます。けんか腰
の態度は争いを招くだけなので自重して
きは早めに相談をしましょう
水分補給は小
【健康運】鍛える気持ちでスポーツにトラ 【健康運】頑張り過ぎが心配。
まめに
イ！
【幸運の食べ物】
ミョウガ
【幸運の食べ物】キュウリ

【全体運】あまりやきもきせずに様子を見
ていましょう。自然と良い流れが生まれて
きます。
計画の準備は入念に。
買い物が吉
【健康運】体力アップに良いとき。じっくり
取り組んで
【幸運の食べ物】
デラウェア

運勢は 【全体運】大きな動きのあるとき。慌てそう
【全体運】表面的にはうまくいっていても 【全体運】心配のし過ぎは禁物です。
針のむしろといったことがあるかも。人の 良好。始めてみれば意外になんとかなるこ になったら深呼吸を。落ち着いて対処すれ
ばピンチがチャンスに変わります
とが多いはず。
協力者を募りましょう
話は最後まで聞いてきちんと対応を
体のメンテナン
【健康運】衛生管理が重要。
手洗いはいつも 【健康運】ラジオ体操など音楽に合わせて 【健康運】古傷が痛むかも。
スを
の運動にツキ
より丁寧に
【幸運の食べ物】
岩ガキ
【幸運の食べ物】
ズイキ
【幸運の食べ物】桃
【全体運】計画、予定にあまりこだわらず臨
機応変に。楽しいことは身近にあります。
買い物はリストを作って出掛けて
【健康運】人との交流が心の健康に貢献。
連
絡を
【幸運の食べ物】ピーマン

【全体運】
困難な状況がありますが、それを 【全体運】飛び込みでいろいろ頼られそう。
越えるきっかけも得られるとき。問題に向 効率のいいやり方を提案すると喜ばれま
す。
グループ内ではサポートに徹して
き合って。
運勢は下旬から回復へ
【健康運】運動の回数や記録の更新など目 【健康運】むくみや肌荒れには注意を。トイ
レは小まめに
標を立てると◎
【幸運の食べ物】
スイカ
【幸運の食べ物】
アオジソ

8
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①最低気温が 度以上の夜のこ

②鉱石を高温でドロドロにする

装置︒高炉とも呼ばれます

5

2

6

2

8
B

7

E

12
7
7

3

9
E

4
7

19

15

18

7

19

16

7
10

E

E

14

13
E

E

A

7

21
E
C

7
20

Ａ
↓
Ｅ

E

17

7

E

11
E

E
D

注！ハガキは63円です
63

☆先月号のこたえは
﹃サンダル﹄でした

さん
さん
さん
さん
さん

カ サA ルE ヨ ウ カ イ
2
8
7
15
ス イ カ チE ミ ンB ト
7
9
12
7
19
ミ ボE イ タ イE ザ コ
7
7
16
7
ンE ネ コ メ イ シ トE
3
7
13
7
23
ゲ ン ンE シ ツ カE チ
4
10
7
17
20
コ ダC マ シE サ ザ エ
5
7
21
ウ イ ン ク シE ルD ス

と

⑤川や池の土手のこと

22

②寺子屋では字の︱︱やそろば

⑦信号機で﹁止まれ﹂を示す色

18

んを教えました

⑧家屋を壊して新しく造り直す

14

③地球の中心部にあります

こと

11

④長良川で有名な伝統漁法

⑩墨も料理に利用する魚介

☆当選者は

栁 原 輝 代
河 村 アイ子
高 橋 利津子
村 上 久 子
守
よ し

以上の５名です︒
おめでとうございます︒

7

⑥親戚の︱︱を頼って仕事に就

⑫大きな魚はこの形でパック詰

めされていることが多い

⑭令和３年の︱︱の日は８月８

日︒国民の祝日です

⑯ねぶた祭で知られる県

⑱﹁五七五七七﹂などの形式で

作られます

⑳飛行機で人や荷物を運ぶこと

㉑井戸端会議中に楽しむもの

6

いた

⑨高速道路のサービス︱︱で一

休みした

⑪親潮は千島︱︱とも呼ばれま

す

⑬帰る客を玄関まで︱︱に行っ

た

⑮力士が腰に締めます

⑰割︑分︑厘の次

⑲虫が入ってこないように布団

の周りにつるします

1

25

1

毎月15日
（当日消印有効）
、
当選者は次号でお知らせします。

丘のおかし アレンジレシピ♪
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！

今回は、熱い夏にはアイスコーヒーでも楽しめる、

ダイスミルクアフォガードのレシピをご紹介しま
す！

ダイスミルクの甘さが苦手な方にも、よりおいし

く召し上がっていただけますので、ぜひお試しくだ
さい。

ダイスミルクアフォガード
◆材 料

丘のおかし

ダイスミルク………１袋
コーヒー……………適量

9

◆作り方

①丘のおかしダイスミルクをお好み
のカップやボウルに入れます。

②上からコーヒーをかけて完成で

す！反対にコーヒーにダイスミル
クを浮かべても◎！

今回使ったのは…
ダイスミルク

第1171号 令和3年8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）

農機協

地域みんなで進めよう
農作業安全!!

えいからの
JAび

お知らせ

農機協では農作業事故や交通事故を未然に
防止するため、ジョイントカバー等の購入に
対して助成をいたします。
◎ジョイントカバーアッセンブリまたはカバー付ジョイント

助成金額3,300円（税込）

◎ジョイントカバー片側またはカバー付ジョイント片側

助成金額1,650円（税込）

（※ジョイントカバー・PTOジョイントはタイプによって価格が違います）

（税込）
◎低速車マーク ……… 通常販売価格4,400円
助成金額1,650円（税込）

◎安全標識・反射板
（2枚購入）
……………………… 通常販売価格4,400円
（税込）
助成金額1,100円（税込）

（税込）
◎回転灯……………… 通常販売価格8,250円
助成金額1,650円（税込）

◎トレーラライトセット
……… 通常販売価格9,262円〜15,642円
（税込）
助成金額1,650円（税込）

（※トレーラライトセットはタイプによって価格が違います）

◎バックモニター
………………… 通常販売価格41,695円
（税込）
〜

助成金額1,650円（税込）

◎バックモニター用増設カメラ
………………… 通常販売価格25,300円
（税込）
〜

助成金額1,650円（税込）

（税抜）
◎バックブザー ……… 通常販売価格 5,720円
助成金額1,650円（税込）

※対象は単価１,100円
（税込）
以上の商品といたします。
近年、PTOジョイントに巻き込まれる事故や、
夜間に一般道をトラクターで走行中、後続車に追突
される事故が発生しております。そのような農作業
事故を未然に防ぐため、農機協では上記の製品の購
入に対し助成をいたします。研修センターはもちろ
ん、他の農機具会社等、JA経由で購入される場合
も助成しています。
ご注文、お問い合せは研修センターまでお願いい
たします。

窓口

研修センター

☎92-0588

２０２１どかんと農業まつり
昨年は新型コロナウイルス感染症で中止となりま
した「どかんと農業まつり」ですが、今年は入場者
を「町民限定」とし、開催をいたします！町を活気
づけてコロナに打ち勝つためにも、みなさまのご来
場をお待ちしております！
※「地域対抗選手権」は中止とさせていただきます。
※感染拡大防止のため、マスクの着用・検温・手指
の消毒にご協力願います。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
中止する場合もあります。
■開催日時：令和３年８月21日㈯

10：00〜14：00

■開催場所：丸山運動公園陸上競技場

窓口

営農部

☎68-7014

ホクレンRTKシステム
試験運用開始のご案内
「ホクレンRTKシステム」が2019年から全道で
本格稼働しています。GPSガイダンスシステムを
使用した精度の高い補正情報を、スマートフォンな
どで簡単に利用することが可能です。現在、道内の
利用ID数は約4,100件となっており、今後も増加
する見込みです。
美瑛町では、今年10月頃にRTK基地局が設置さ
れる予定です。設置されるまでの間は、近隣基地局
を利用してRTKシステムを利用することが可能です。
詳しくは、営農部または購買部へお問い合わせくだ
さい。

窓口

RTKシステム利用申請について
→営農部営農企画課 ☎68-7014
GPSガイダンスシステムなどについて
→購買部農業機械課 ☎92-0588

10
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美瑛町電子地域通貨
「Beコイン」取扱い開始！

ＪＡバンク提携ＡＴＭ
ご利用手数料の変更について

購買部では、Beコインを利用した代金支払の取
扱いを開始します。
なお、大町セルフスタンドは利用対象外となりま
す。また、Beコインの利用対象から除外させてい
ただく取引がございますので、詳しくは下記の窓口
にお問い合わせください。

JAバンクでは、コンビニ等ATMの手数料を全国
共通で無料としておりましたが、令和３年10月１
日より全国共通での一律無料化を廃止し、当JAで
は下記内容で手数料を設定することとなりましたの
でお知らせいたします。
なお、JAバンクのキャッシュカードをお持ちの
お客さまなら、JAのATMは変わらず無料でご利用
いただけます。

窓口

購買部 生産資材課
研修センター
オートサービスセンター
ホクレン美瑛北町給油所

☎92-1411
☎92-0588
☎92-2156
☎92-2157

１．改 定 日
２．改定内容

お詫びと訂正
『丘の大地』令和３年７月号の「農作業事故発生
状況」につきまして、発生件数に誤りがありました。
正しくは以下の通りです。
お詫びいたしますとともに訂正いたします。
農作業事故発生状況 （6月15日現在）
発生件数 ２件（11件） ≪３件≫
負傷 ２人（11人） ≪３人≫
死亡 ０人（ ０人） ≪０人≫
（

窓口
11

）は３年度累計 《

提携先

ご利用日

セブン銀行

平日

イーネット
ゆうちょ銀行

ご利用時間
8：45〜18：00

ローソン銀行
土曜日
日曜・祝日

ご利用手数料（税込）
改定前

☎0166-92-3455

窓口

貯金課

改定後

0円

110円

その他の時間帯

110円

220円

9：00〜14：00

0円（※）

110円

その他の時間帯

110円

220円

終日

110円

220円

（※）
ゆうちょ銀行は110円

》は昨年同期累計

FARMLAND JAびえい店

令和3年10月1日㈮

金融店舗

☎92-4325

第1171号 令和3年8月1日号 毎月1日発行
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理事会の報告
第４回理事会

6月30日㈬

よろしくお願いします！

1171
令和3年8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２号

外部出資の増口について

・原案どおり承認されました。

令和２年10月より㈱農協観光
から出向派遣されておりました
が、８月１日付で、当ＪＡでの
採用となりましたので、お知ら
せいたします。改めまして、ど
うぞよろしくお願いいたします。
■配属
購買部生産資材課（係長）

議案第３号

コンプライアンスマニュアルの改正に

■氏名

■議案審議事項
議案第１号

行政庁検査指摘事項に対する改善状況
等の報告について

・原案どおり承認されました。

ついて

・原案どおり承認されました。
議案第４号

【

・原案どおり承認されました。

かつひろ

勝大

お世話になりました

令和３年度コンプライアンス実践項目
について

なかやま

中山

】内は退職前の所属部署と勤続年数

小

柳

秀

明

【金融部審査役／5年】
2016年8月より北海道信連から出向
し、当JAに勤務しておりましたが、7
月31日をもって出向期間が満了とな
りました。お世話になりました。

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 754人
准組合員 1,872人
286億48百万円
86億10百万円
11億33百万円
45億40百万円

（７月15日現在）

発生件数
負傷
死亡

（ ）は３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３年６月末）
熊谷留夫

編集後記

３ 件（ 14件）《５件》
３ 人（ 14人）《５人》
０ 人（ ０ 人）《０人》

8月 の主な行事予定
８日（日）

山の日

９日（月）

振替休日

７月だなぁ、１年も折り返しに入ったのか……。なんて思

っている間に、早くも７月が過ぎ去ってしまいました。
総務部

「 お う ち 時 間 楽 し ま な き ゃ ！ お 出 か けは なるべ く し な

い！」の大義名分のもと、暴飲暴食と運動不足が進行し続け、
制服はきつくなる一方です。

１５日（日）

盂蘭盆会
JA休業日（〜16日）

２１日（土）

どかんと農業まつり

しかし先日、目からうろこなご意見が！「きっと制服が縮

んでるんだわ」……は！それだ！間違いない！だって洗濯し
てるし！！！……以上、現実逃避のお時間でした。（麻）
㈱須田製版
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