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しゅう せい

河合美佳さんと美麗ちゃん・柊星くん
（紹介は２ページです）

高収量・高糖度に
期待を込め、
移植作業スタート

各地で桜が咲き始め、春の息吹を
感じとれる季節となった４月下旬、
きたみらい管内でてん菜の移植作業
が一斉に始まりました。春先の低温
や降雪で作業の遅れを心配しましたが、冬場の降雪量が
少なく雪解けも順調に進んでいたことで、例年通りのス
タートとなりました。
てん菜を約10㌶作付する、きたみらいてん菜振興会副
会長の村上孝幸さんは、28日から約６.５㌶作付する移植
栽培の植え付けを家族総出で始めました。
村上副会長は「播種から移植まで順調に進んでいる。
昨年は、高温による干ばつの影響を受けたので、これか
らの天候に期待しつつ、高収量で高糖度のてん菜を目指
したい」と意気込みを語ってくれました。
当ＪＡ管内のてん菜作付面積は約3,344㌶、収量を約18
万4,000㌧見込んでいます。

▲てん菜を積み込む村上副会長

【ご家族紹介】
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春の風が強く吹きつける４月下旬、訓子
府地区北栄の河合家を訪ねました。玄関に
入ると、お母さんの後ろからひょっこり顔
を出した柊星くんと美麗ちゃんが出迎えて
くれました。
美麗ちゃんは、外で遊んだり動くことが
大好き！今年の春に小学１年生になったば
かりで、お勉強を頑張っています。取材中
にたくさん書き込まれているドリルを見せ
てくれました。最近は一輪車にも挑戦中で
す。
柊星くんもお姉ちゃん譲りの活発さで、
取材中もお部屋を元気に駆け回っていまし
た。写真撮影では、お気に入りのカマキリ
のおもちゃを持ってポージング！少し緊張
した面持ちでしたが、撮影が終わると「見
たい！もういっかい！」と楽しんでくれた
様子でした。
２人は激しくケンカする時もありますが、
両親が柊星くんを怒ると美麗ちゃんがかば
ったり、一緒に悪だくみしてみたり …
色々
あるけれどとっても仲のいい姉弟です。
そんな２人に正一さんと美佳さんは「普
通が一番！とにかく元気で健康に育ってほ
しいですね」とメッセージを送りました。

前列左から～お父さんの正一さん(33)、長男の柊星くん(３)、
お母さんの美佳さん(37)、長女の美麗ちゃん(６)、
後列左から～おじいちゃんの正福さん(60)、おばあちゃんの三枝さん(57)
作付内容：春小麦、秋小麦、小豆、甜菜など約28㌶
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元気いっぱい、好奇心旺盛な美麗ちゃんと柊星くん！
18

とができた。しかしながらコロナ禍

業の実現に向け、当ＪＡとしても再

標（ＳＤＧｓ）に相応しい農林水産

で「国連が定めた持続可能な開発目

向上に繋がれば」と期待を込めた上

高まり、低迷している食料自給率の

とで食の安心・安全を求める志向が

により家庭での料理時間が増えたこ

一部変更や令和２年度事業報告・剰

りました。定款、規約、共済規定の

山和弘さん）を選任し議案審議に入

ました。

るよう取り組んでいきたい」と述べ

を担う若い世代が農業に誇りをもて

く環境の動向を注視しながら、将来

ョンを創造し、農業・農協を取り巻

ン農業の推進など新たなイノベーシ

生可能なエネルギーの活用やクリー

▲第50回日本農業賞「集団組織の部」で大賞を受賞
したきたみらい玉葱振興会会長の加藤英樹さん

り前年並みの生乳生産を確保するこ

に活用しながら、生産者の努力によ

模拡大や各種増産対策事業を前向き

の減少に歯止めが掛からないが、規

った。酪農畜産においても農家戸数

にも恵まれ総じて平年作の作柄とな

肥培管理による徹底とその後の好天

されたものの、組合員の日頃からの

域で雹害の発生により、生育が心配

い植え付け作業となったが、一部地

「春の融雪が順調に進み例年より早

また、令和２年産を振り返り、

通常総代会を終える

日、 新型 コロ ナウイ ル ス感染 症拡 大防 止の 観点 から昨 年

回ＪＡきたみらい

当ＪＡ では ４月
人、 代理 ０人 、書面 議 決 ３６ ７

同様総代に対し書面議決での応対を依頼した中、北見市のホテル黒部で第
回 通常総 代会 を開き 、 総代 ３７９ 人 （本人
人）が出席しました。提出した９議案全てが可決され採択されました。
総代会の開催に先立ち、北海道報
徳社より長年の功績が称えられ井上
啓一さん（留辺蘂）に「報徳善行賞」
と、第 回日本農業賞集団組織の部
で大賞を受賞した「きたみらい玉葱
振興会」の加藤英樹会長に大坪広則
組合長よりそれぞれ賞状等が授与さ
れました。
総代会開会にあたり大坪組合長は
「昨年は新型コロナウイルス感染症
が猛威を振るう中、外食や土産品の

の長期化により耕種農家・畜産農家

余金処分案、令和３年度事業計画な

・東京事務所の設置について

需要が激減し、北海道の基幹産業で

ともに先行きが不透明な中、昨年と

ど９案件の議案が審議され原案通り

・剰余金処分案における出資配当金について
・出資金の平準化について
・コンプライアンスにおけるリスク管理について

ある農業に多大なる影響を及ぼした。

同水準の剰余金を計上し事業利用高

議案第６号

そのような中、巣ごもり需要の影響

配当を実施できたのも、ひとえに組

増の４５１億 百万円と報告され、

産物販売取扱実績は計画比９・２％

事業報告では、令和２年度の農畜

可決決定しました。

る賜物であると、改めて敬意を表す

合員の努力と農協事業への結集によ

▲参与に選任された皆さん（左から森谷裕美さん（温根湯）、柏原千恵子さん（置戸）、
髙城耕一さん（訓子府）、米森弘さん（北見））

引き続き、２名の議長（留辺蘂地

る」と感謝を述べました。

議案第５号

50

令和３年度の農畜産物販売取扱高は

提案された議案について以下の内容に関して質問や意見がありました。
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18
区の加藤昭義さんと上常呂地区の長

総代から多くの質問や意見が出さ
れ、最後に齊藤専務の閉会挨拶の後、
午前 時 分に全日程を終了しまし

総代からの質問・意見

18

４０２億 百万円とする事業計画を

24

決定しました。

80

28

▲報徳善行賞を受賞した井上啓一さん（留辺蘂）
▲閉会挨拶を述べる齊藤専務

12

た。
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第

▲総代会の様子

4
5

▲議長を務めた加藤昭義さん（留辺蘂・左）と
長山和弘さん（上常呂・右）

▲開会挨拶を述べる大坪組合長

事業報告並びに事業計画含め提出議案９件承認
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〜農作業事故の無い、安全作業に向けて〜

7

6

新たな機械の導入、春作業の安全を祈願
〜採種用カッティングプランター入魂式〜

きたみらい管内の訓子府町種子馬鈴薯耕作組合は４月14
日、当ＪＡ生産資材拠点センターの敷地内にて、マレイン
酸噴射装置付ポテトカッティングプランター８台の入魂式
を執り行いました。
このプランターは春期の種馬鈴しょ管理に集中する従事
時間と人員確保の負担を軽減させるため昨年導入を決めた
もので、道内でも十勝管内以外では同組合が初めての導入
となりました。当ＪＡ管内でも減少傾向にある種馬鈴しょ
▲清祓の儀を執り行う様子
作付面積の維持拡大に生産者からは高い期待が寄せられて
います。
入魂式には、同組合の長尾昭嘉組合長ら関係者17人が出
席しました。長尾組合長は「このプランターに入れ替える
ことによってインファロー（植溝処理）にも取り組めるよ
うになり更なる高品質の種馬鈴しょを供給できる体制が整
いつつある。本日集まった皆さんのノウハウを今後、導入
される方に伝えてほしい」と話していました。
今年度の作付予定面積10,914㌃のうち、約4,700㌃を今回
導入したプランターを使用し、播種作業を行う予定です。 ▲玉串奉奠を行う長尾組合長

玉ねぎ定植、過去最速でスタート！
当ＪＡの各地で４月中旬、玉ねぎの定植作業が いきました。
スタートしました。今期は、春先からの天候が順
加藤さんは「コロナ禍で玉ねぎの消費が落ち込
調に推移し、過去最速の作業開始となりました。 んでいるが、昨年よりもさらに高品質で美味しい
今年度14㌶の作付けを予定している、きたみら 玉ねぎを消費者に届けたい」と意気込みを話しま
い玉葱振興会会長の加藤英樹さんは16日から定植 した。
作業を開始。２月の播種後、順調に生育した極早
当ＪＡ管内の玉ねぎ作付面積は約4,600㌶、収
生品種や早生品種などの苗は移植機に積み込まれ、 穫量は26万7,000㌧を見込んでおり、定植は５月
移植機が圃場を走ると、どんどん植え付けられて 中旬ごろまで続く予定となっています。

▲作業が進む加藤会長の圃場
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▲移植機に苗を積み込む様子

第1回スマート農業講習会開催
きたみらいスマート農業推進協議会は４月14日、セン
ター事務所にて第１回スマート農業講習会を開き、生産
者やＪＡ職員など約50人が参加しました。今回の講習会
は、スマート農業に関する知識を深めてもらい、これか
ら本格化する農作業の不安を解消することを目的に開催
されました。
この日は、ＧＰＳガイダンス講習とスペースアグリ講
習の二部に分けて行われ、前半のＧＰＳガイダンス講習
では、メーカー担当者がＴｒｉｍｂｌｅ社ＧＦＸ-750やＴＯ
ＰＣＯＮ社Ｘ25について説明した後、デモ機を使って生
産者が実際に感じたことを聞きとり、質疑応答の時間を
設けました。後半のスペースアグリ講習では、生育マッ
プの見方や施肥マップの作成・ダウンロード方法などを
説明。
ＪＡ担当職員は「スマート農業は、作業負担の軽減や
生産性の向上など生産者の支えとなるため、積極的に活
用してもらいたい」と普及拡大に期待を込めていました。
同協議会は、今後もスマート農業に関する知識習得に
むけた活動を行っていく予定です。

▲GPSガイダンス講習の様子

▲スペースアグリ講習の様子

農機店を訪問

〜ＪＡきたみらい青年部西支部〜

ＪＡきたみらい青年部西支部は４月９日、㈱北
海道クボタ北見支社と㈱中沢機械店を訪問し、学
習会を開催しました。
集合型の学習会ではなく、実際に農機店へ訪問
することで機械を目の前にして説明を聞くことが
できました。
当日は32人が参加。三密回避のため、グループ

分けをして２行程で実施しました。両農機店では
見学と、機械紹介やトラクタのメンテナンス、整
備方法について説明を受けました。
当ＪＡ青年部西支部の大武弘幸支部長は「コロ
ナ禍で従来のように活動が行えない中、なにがで
きるか模索した。今回久しぶりに活動を実施でき
て良かった」と話しました。

▲農機店を見学する様子▲
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第18回きたみらい酪農振興協議会通常総代会 開催

Q.さちちゃんを飼い始めたきっかけは何で
すか？
娘が欲しがったので、我が家に迎え入れ
ました。
Q.さちちゃんはどんな性格ですか？
普段は外にも行かないくらい大人しくて、
ビビりな性格です。
注射が苦手で暴れちゃうことも…（笑）

上常呂地区・常川

溝

手

さ

▲開会挨拶をする中島会長

ちちゃん（10歳）
《ポニー》

すず(４歳♀)

ミケ子(６歳♀)

まがり(６歳♂)

又吉(４歳♂)

上常呂地区・常川の溝手義彰さんのさちちゃんに登場していただきました！
溝手さん宅ではポニーの他に、犬１匹と猫３匹も飼っているので、
併せてご紹介します！

きたみらい技能実習生

▲総代会の様子

外国人技能実習生、２年目を迎え逞しく成長！

Ｑ趣味はなんですか?

料理を作ることです。
Ｑ好きな日本語はなん
ですか?
「一期一会」です。
Ｑ日本の好きな食べ物
はなんですか?
お寿司とカツ丼です。
Ｑ北見の印象はどうで
すか?
親切な人が多いです。
Ｑ北見に来て大変だっ
たことはなんですか?
冬がとても寒かったこ
とです。
Ｑ色々な実習をしてみ
てどうでしたか?
大変な作業もあります
が、楽しいです。

チャン ティ ゴック マイさん（27歳）
出身地：ベトナム
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▲肥料を撒く実習生

役立つベトナム語講座
前回紹介させて頂いた“シンチャオ”（こんにちは等）の
他に、日常生活で良く使う言葉として“カムオン”という言
葉があります。「ありがとう」という意味だそうです。
シンチャオと同じく色々な場面で使う言葉なので、是非こ
の機会に覚えて頂き、実習生と会った際には気軽に声を掛け
て下さい。

きたみらい酪農振興協議会は４月23日、当ＪＡ訓子府地区事務
所で第18回通常総代会を開き、代議員29人（内委任状７人）来賓
１人が出席しました。
開会挨拶で同協議会の中島英樹会長は「今までに経験したこと
のない疫病が広まって１年以上経ち、未だ脅威は続いている状況
であるが、令和２年度を無事に終えることができたのは会員をは
じめ、ＪＡ職員など皆様のお陰である。来年度の事業も計画はし
ているが、先の見通せない世情であるため、皆様のご理解とご協
力をお願いしたい」と話していました。
祝辞では、当ＪＡの齊藤和雄代表理事専務が「昨年度と同じ
く、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される状況となって
いる。きたみらい酪農振興協議会が益々発展し、今年度の営農
が何事もなく無事に終了することを祈っている」と述べました。
コロナ禍で令和２年度事業活動はほとんど中止となりましたが、
同協議会は、子どもたちに牛乳をたくさん飲んでもらいたいとの
思いで、１市２町の小中学生へ牛乳券や牛乳プリンの寄贈を行い
ました。
議事では令和３年度事業計画及び収支予算案など議案４件が可
決されました。

▲被覆資材を掛ける実習生

当ＪＡの外国人技能実習生９人が昨年の４月に来北
してから早１年が経過しました。この１年で様々な作
業に従事した実習生は、今春で２年目を迎え、コミュ
ニケーション能力の向上も図られ、昨年同様玉ねぎや
てん菜の補植、サラタマやペコロスの収穫など労働力
不足の解消に向け作業に励んでいます。
４月21日、当ＪＡの農業技術センター試験圃（上常
呂）で実習生は、春まき小麦の播種に向け、畦ごとに
肥料が入った紙袋を慎重かつ丁寧に撒いていました。
また、４月27日には、昨年に引き続き、訓子府地区で
馬鈴しょの被覆作業を行いました。手作業を要する被
覆作業には人手を必要としており、実習生は昨年も経
験していた分、慣れた手つきで作業に励んでいました。
作業した実習生のファム・ティ・ユエンさんは「昨
年と同じ作業なので、気を引き締めて一生懸命頑張り
たい」と意気込みを話してくれました。
実習生は、引き続き労働力を必要としている組合員
をはじめ農協施設で様々な作業を行う予定となってい
ます。
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40歳からの認知症予防②（食事）

みらいプロジェクトチャンネル
北海道大学大学院国際食資源学院修士 1 年

浅嶋

詩乃

農村女性の子育てについて
理想の体形とは？ＢＭＩと体脂肪率

ＢＭＩが適正でも体脂肪率が高い人は隠れ肥満かもしれません。反対に筋肉が多いとＢＭＩ
が肥満、体脂肪率はやせを示すことがあります。ＢＭＩと併せて参考にしてみて下さい。

今回は、私の卒業論文について紹介したいと思います。
この論文では、きたみらい地域と根室市厚床地区を対象に、20代〜40代で夫が農家である女性
（以下、「農村女性」）に子育てについて聞き取り調査を行い、農村での子育てに影響を及ぼす
要素と今後の子育て支援のあり方について探ることを目的としました。聞き取り調査から、農村
での子育てに影響を及ぼす要素として、「経営形態」「家族形態」「住環境」の３つが挙げられ
ます。「経営形態」について、畑作や酪農など、経営形態ごとの農業労働の特徴が子育てに専念
する期間の選択や、子供の送迎時間と作業時間のやりくりに影響しています。「家族形態」につ
いて、農村において義両親との居住形態が多様化する中で、義両親の子育てに対する理解が得ら
れるようになり、子育てに専念する女性も増えてきています。一方で、地域外からの新規参入の
夫婦は、周りに子供の面倒を見てくれる人がいないため、農業と子育ての両立が厳しい状況にあ
ります。「住環境」について、市街地に子育て支援機能が集中している地域では、送迎の手間が
かかるため、市街地の子育て機能を十分に利用することができず、農村女性への子育ての負担が
大きくなっています。これらを踏まえて、北海道の農村においては、ヘルパー制度や一時保育、
子供の送迎サービスの充実や、親世代と後継者世代のお互いの子育てに対する理解を深めるよう
な学習機会が求められます。農村女性が農業や農村振興の担い手として活動していくためにも、
子育ての課題を農業・農村全体の問題として捉え、地域全体で支援策を講じていくことが必要で
あると言えます。
きたみらいプロジェクトを通して、皆さんに農業や地域への想いを聞く中で、私自身、「食」
に対する意識が変わり、自分の人生を見つめ直す機会になりました。調査にご協力頂きました皆
様にこの場を借りて心よりお礼申し上げます。今後ともよろしくお願いします！

視察風景の様子
中間報告会の様子

お問い合わせ：担い手グループ TEL:24−2145（榎本・辻本・長谷川）
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留辺蘂給油所・上常呂給油所
閉店のお知らせ
新緑の候、時下ますますご清祥の段お喜び申し
上げます。
また、皆様にはきたみらい給油所をご愛顧いた
だき厚く御礼申し上げます。
留辺蘂給油所、上常呂給油所は低燃費車の普及
等、燃料需要の低迷により大変心苦しいことです
が、令和３年５月31日をもちまして閉店するこ
ととなりました。
皆様には旧留辺蘂農協、旧上常呂農協の頃より
永らくご利用いただいておりましたことを重ねて
御礼申し上げますとともに、今後とも各きたみら
い給油所におきまして、引き続きご愛顧ください
ますよう、お願い申し上げます。

日 程

受入場所

６月４日（金） 置戸堆肥センター
６月８日（火） 西相内小麦乾燥調製貯蔵施設
６月９日（水） 西相内小麦乾燥調製貯蔵施設
６月10日（木） 西相内小麦乾燥調製貯蔵施設
６月11日（金） 温根湯選果施設

留辺蘂給油所、上常呂給油所 閉店日
令和3年5月31日（月）19：00
令和３年５月
きたみらい農業協同組合
代表理事組合長 大坪 広則

▲産業廃棄物運搬車の表示が義務化されております

※注意事項
●農耕用廃タイヤ、ビニールホー
スの回収は秋に行います。

７月９日（金） 訓子府選果施設
※６月８～10日の西相内小麦乾燥貯蔵施設は全
地区の受入が可能です。
※端野地区については選果施設内に玉ねぎ茎葉
処理施設が完成したことで、コンテナ置場の
確保が困難なことに加え、狭小スペースでの
作業による安全面を考慮し、今年度も中止と
なっております。

〜６月 日から各地区で〜

４月20日、午前９時00分より第３回定例理事会が開
催され、報告事項13件、決議事項７件が協議され、原
案通り承認されました。
【報告事項】
①令和３年度監事監査計画について
②内部監査（経営定期点検）報告について
③組合員状況報告について
④財務状況報告について
⑤ＪＡきたみらいジャガイモシストセンチュウ対策本
部の解散について
⑥Ｒ２年産きたほなみ種子の異物混入費用に対する対
応について
⑦Ｒ３年産加工用もち米の取組について
⑧Ｒ２年産共計玉ねぎの選果販売状況について
⑨生乳生産状況及び家畜相場状況について
⑩令和３年度用途別原料乳価格の決定について
⑪購買部門連休対応について
⑫訓子府営農センターの移転に係る工事費等について
⑬生産資材店舗統合及び燃料部門機構改革について
【決議事項】
①出資減口について
②行政庁に対する業務報告書について
③外部出資の増口について
④ＪＡ共済規程の「変更理由書」の修正について
⑤理事報酬の配分について
⑥令和４年度概算要求 持続可能な政策（畑作・青果、
米および水田農業）の確立に関する組織討議につい
て
⑦Ｆｉｎｔｅｃｈ企業等との連携及び協働に係る方針の改
正について

農業用廃プラ回収のご案内

第３回 理事会報告

本年の廃プラ回収につきまして、次
の日程で行います。受入日時・場所や
排出区分など確認の上、持ち込み願い
ます。
なお、未洗浄農薬空容器は再生処理
ができないため、洗浄済みのものと比
べ約10倍の処理費用が掛かります。空
容器、空袋は洗浄して排出をお勧めし
ます。
○受入区分
・農ビ類 ・農ポリ類
・未洗浄農薬空容器
○受入時間
・午前 ９:00～12:00
・午後 13:00～15:30 (訓子府 16:00)

お客様各位

４

貸出金金利の改定について

良い仕事は、毎日の安心から。だから！安全装備付き軽トラック・軽バン選びませんか？

令和３年４月１日より下記のとおり貸出金金利を改定しましたのでお知らせ致します。

改

後

改

定

幅

ク ミ カ ン 貸 越
（営農貯金範囲外）

2.10％

1.95％

▲0.15％

共

付

2.10％

1.95％

▲0.15％

運営資金（正組合員）

2.35％

2.20％

▲0.15％

運営資金（准組・員外）

2.60％

2.45％

▲0.15％

固 定 金 利 （ 前 向 ）

1.90％～2.90％

2.25％～3.25％

＋0.35％

固 定 金 利 （ 後 向 ）

2.20％～2.90％

2.55％～3.25％

＋0.35％

変 動 金 利 （ 前 向 ）

1.90％

2.25％

＋0.35％

資

変 動 金 利 （ 後 向 ）

2.20％

2.55％

＋0.35％

金

フルスペックローン

長
期
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※2021年2月より住所移転致しました。

定

金

常呂郡訓子府町大町158番地

FAX:0157-47-8778

改

資

TEL:0157-47-4820

前

期

短

お問合せ先：農機自動車G 車輌整備工場

定

済

担

保

貸

農

機

具

ロ

ー

ン

自

動

車

ロ

ー

ン

0.90％
（変動金利）

1.20％
（変動金利）

＋0.30％
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Ｂのイラストには、Ａのイラストと違う部分が５カ所あります。
間違っている部分を右下のイラストの中の数字でお答え下さい。
出題・イラスト：酒井栄子

４月号まちがいさがしの当選者
４月号のまちがいさがしの答えは「２、
７、８、９、11」で
した。正解者34名の中から抽選の結果、当選者は次の
方々です。
（
）内は地区名
・小林 莉子さま（端 野）・吉田 秀子さま（上常呂）
・今部 幸江さま（留辺蘂）・坂下 創思さま（留辺蘂）
・山梨 則子さま（温根湯）・渡辺 幸夫さま（相 内）
・藤森 寧々さま（訓子府）・須河 咲月さま（訓子府）
・黒川百合子さま（訓子府）・佐々木浩三さま（訓子府）

以上の方々には、ＪＡきたみらいの「玉ねぎうま塩」と
「玉葱ポン酢」をプレゼント致します。

暑

くなったり、寒くなったりですね。今年も農作
業が始まりました。ケガのないよう１年頑張り
ましょう！

（留辺蘂地区 今部 幸江さん）

暦上の夏とはいえ、寒暖差の激しい時期になります。農
作業安全はもちろんのこと、最近猛威を振るっている変異
ウイルスの対策として、手洗いうがいは引き続き徹底しま
しょう！

我

が家の籾蒔きも無事終えました。今年も豊穣の
年であります様にと願いながらハウスに並べま
した。
（上常呂地区 山本 剛敬さん）
籾蒔きお疲れ様でした。ハウスの中で立派な苗
が育つといいですね！４月下旬は天候が不安定で
したが、好天に恵まれ実り多い年になることを願
っています。
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今

応 募 方 法
答えが解った人は、別紙の応募用紙
に答え（番号）と広報誌へのご意見・ご
感想を記入してＦＡＸでご応募下さい。
抽選で10名の方に、ＪＡきたみらいの
「玉ねぎと牛すじのカレー」と「玉ねぎと鶏
もも肉の黒カレー」をプレゼント致します。

年は補助輪なしの自転車に
挑戦します。頑張るゾー。

（留辺蘂地区 坂下 創思さん）
補助輪を取ると、スピードが違う
ので乗れた時の楽しさはひとしおで
す！最初は沢山転んだりうまくコツが
つかめないかもしれませんが頑張って下さい！

な

んだか、父・母・祖母が忙しくなってきていま
す。事故・ケガには気を付けて欲しいと思って
見守っています。最近、弟が農家になりたいと
言っております。
（匿名希望さん）
動力機械を使用する機会が増えてきますので、農作業事
故には十分に注意して頂ければと思います。弟さんは将来、
日本の農業を担っているかもしれませんね。応援しており
ます！
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サワラとレンコンのポン酢掛け

ナメコとトマトの豚汁

◆ 材料（４人分）◆

◆ 材料（６人分）◆

vol.220

TEL0157-32-8777(代）

発行 きたみらい農業協同組合
〒090-0813 北海道北見市中ノ島町1丁目1番8号

サワラ ………………………………４切れ
レンコン ……………………………100ｇ
ナバナ（下ゆで） ……………………1/2束
ラディッシュ …………………………４個
サラダ油 ………………………………適宜
片栗粉 ……………………………大さじ２
ポン酢だれ
ポン酢しょうゆ …………………大さじ4
大根おろし ………………………大さじ1

◆作り方◆

責任者/大坪広則

❶サワラの切り身は薄塩（材料外）を振っ
て１時間ほど置く。レンコンは５mm厚に
切って酢水（材料外）にさらす。
❷①の水気を拭き取り、片栗粉をはたき
180度のサラダ油で３～４分ほど揚げる。
❸ボウルにポン酢だれの材料を合わせ、②
を直接入れ絡める。
❹皿に③を盛り付け、ナバナとラディッシ
ュを飾り、ボウルに残ったたれを回し掛
けて出来上がり。
✿献立を監修した人✿

足付き生ナメコ ………………………100ｇ
豚バラスライス………………………200ｇ
トマト …………………………………中2個
ゴボウ …………………………………1/2本
かつおだし ……………6カップ（1200ml）
みそ ……………………………大さじ5～6
サラダ油 ……………………………小さじ1
小口切りネギ …………………………適宜

◆作り方◆

❶鍋にサラダ油を熱し、２～３cm幅に切っ
た豚バラ、１cm角に切ったトマト、小さ
めの乱切りにしたゴボウを炒める（３～
４分ほど）。
❷①にかつおだしを入れ強火で沸騰させて
から、弱火にしてあくを丁寧にすくい、
半分の量のみそを溶き入れ、ばらしたナ
メコを入れて７～８分煮る。
❸最後に残りのみそを溶き入れ、おわんに
盛り付け小口切りネギをのせて出来上が
り。

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

永井 智一（ながい・ともかず）

編集者／営農振興部：担い手グループ

（令和３年４月13日現在）

・５月となり桜の花が各地で咲いており、すっかり春らしい陽気になり
ました。組合員の皆様は春作業の真っ只中でお忙しくされていること
と思います。
・今月号の特集では、農作業安全に関する記事を取り上げています。経
営体によって農作業の危険は様々な箇所に潜んでいます。事故のない
作業を目指して今一度、現場の見直しをお願いします！
・今年度も豊穣の秋を迎えられることを心よりお祈りしています。
（菊池 光祐）

JAきたみらいホームページ

URL http://www.jakitamirai.or.jp

・組 合 員 数（正） 1,602人
・組 合 員 数（准） 6,074人
・組合員戸数（正）
・貯

923戸

金 113,642百万円

・貸

出

金 13,721百万円

・出

資

金

4,845百万円

E-mail hp.kitamirai@kitamirai.ja-hokkaido.gr.jp

