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第30回ＪＡ北海道大会
令和３年産
農畜産物を振り返って

12

《端野地区・協和》
だい ご

ゆう り

菊池大悟さんと柚璃くん
（紹介は２ページです）

イルミネーションで
街を元気に

冬の到来を感じさせる寒さが訪れ
た12月上旬、当ＪＡ管内各地ではイ
ルミネーションが点灯しています。
北見市小公園では昨年に引き続き、
コロナ禍で多くのイベントが中止となっている中、地域を
元気づけようと色とりどりのイルミネーションが点灯さ
れ、その様子を一目見ようと多くの人が訪れていました。
公園には、昨年を上回る約８万個の電飾が飾られてお
り、中央部には新たに光のアーチを設置しました。コロ
ナ禍の最前線で地域住民を支えている医療従事者へ向け
た感謝の意味が込められています。
新型コロナウイルスにより日常がこれまでと大きく変
わってしまいましたが、１日も早く、今までの生活が
戻ってくることを願っています。

道の駅「おんねゆ温泉」にて
撮影

25

【ご家族紹介】

回ＪＡ北海道大会

特集１

冬の寒さが本格化し、管内でも雪がちら
つく 月 日、端野地区の菊池家を訪れま
した。取材に協力してくれた柚璃くんは、
撮影の際、カメラに興味津々な様子でした。
柚璃くんの名前の由来は柚の花言葉が「健
康」で、璃という字は七宝の一つに用いられ
る字で健康に美しく育ってほしいという願
いと、柚璃くんの誕生月である７月はドイ
ツ語で「ユーリ」と読むなど、たくさんの
意味が込められています。その名の通り笑
顔が印象的で、取材中も元気いっぱいでし
た。
絵を描くことや工作が得意で、保育園で
作ったものは毎回必ず持ち帰ります。今は
保育園の生活発表会（お遊戯会）に力を入
れており、お家に帰ってきてからもたくさ
ん練習に励んでいます。
ま た 、最 近 の 趣 味 は 動 画 を 見 る こ と で
「鬼滅の刃」や「ハムスター」の動画など
幅広くチェックしているとのことです。
好きな食べ物はさつまいもや栗で、甘い
ものには目がないそうです！
そんな柚璃くんに大悟さんと礼子さんは
「健康に成長してくれるのが１番。人を思
いやり、どんな人にも優しく接してあげら
れるように育ってほしい」と話してくれま
した。
11
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どんな人にも優しくできるように育ってほしい
30

第 回ＪＡ北海道大会

「力強い農業」と
「豊かな魅力ある地域社会」を目指して
ＪＡグループ北海道は 月 日、札幌市で第 回ＪＡ北海道大会を開催
しました。大会は３年に１回開かれ、会場となった共済ホールには、全道
からＪＡ・連合会・中央会の代表など約３００人が参加しました。また、
新型コロナウイルス感染症対策としてＷｅｂ配信も行われ、当ＪＡからは
大 坪 組 合 長 が 会 場 で 、 役 職 員 や 青 年 ・ 女 性 組 織 の 代 表 な ど約 人 が セ ン
ター事務所でＷｅｂ参加しました。
メインテーマの「北海道５５０万人と共に創る『力強い農業』と『豊か
な魅力ある地域社会』」の実現に向けて、対話を通じて社会や経済環境の
変化を共有しながら「実践方策」を設定し、取り組むことを決議しました。

いきたい」と挨拶を述べました。

め、これからの３年間でＪＡグルー

会には来賓として鈴木直道知事など
大会実行委員長を務めたＪＡ道中
うした対話が「豊かで魅力ある地域

上げてきた対話の重要性に触れ、そ

鈴木知事は、組合員が丁寧に積み

央会の小野寺俊幸会長は「本年、本
づくりにつながる」などと来賓挨拶

が出席しました。

道農業は猛暑、干ばつ、大雨により
をしました。

えることが上程され、大会決議が満

た。今大会は節目の年で新型コロナ

ＪＡの意見を反映して取り組んでき
～加速する社会・経済環境の変化へ

の好循環に向けて対話の成果を実践

議事では、基本目標に①ＪＡ運営

Ａグループ北海道への期待～と題し

とその中での北海道農業の姿」～Ｊ

り「２０３０年、２０５０年の地球

中金総合研究所の皆川芳嗣理事長よ

大会の開会前には、株式会社農林

場一致で採択されました。

ウイルス感染拡大やデジタル化への
の適応～、②ＪＡ運営の好循環を支

て記念講演が行われました。

北村篤組合長が務めました。

本大会の議長は、ＪＡけねべつの

作物の成長が心配されたが、生産者、
関係機関の努力により平年作が達成

対応、ＳＤＧｓへの貢献などＪＡ経
える人づくり、ＪＡ経営の強化を据

できた。農協改革では全道の組合員、

営や事業運営に重要な時期となるた

常に高く、これまでにない収量に現

況となりました。また、収量性も非

については、前年と比較し少ない状

良好で、例年悩まされている胴割れ

干水分は高いものの粒張りは非常に

らいもち米振

今後もきたみ

謝申し上げ、

解ご協力に感

皆様方のご理

産者（会員）様、ＪＡ・関係機関の

け、日々農作業に従事頂いている生

網下歩留

令和３年産

660kg

１等

90.0％

5.0％

5.0％

令和２年産

625kg

１等

87.0％

7.6％

5.4％

令和元年産

601kg

１等

84.4％

11.6％

4.0％

平成30年産

480kg

１等・２等

79.0％

17.0％

4.0％

平成29年産

568kg

１等

85.9％

9.7％

4.4％

平成28年産

559kg

１等

85.7％

7.4％

6.9％

令和３年も早いもので１ヶ月を切りました。今
年は、６月から７月にかけての高温、少雨、干ばつ
により影響を受けた作物もありました。
また、昨年から続く新型コロナウイルスにより我
慢の生活を強いられることも多かったと思います。
一年を振り返り、主要農畜産物について各生産組
織の代表者より総括していただきました。

と、全道作況指数は１０８で豊作基
調となりましたが、オホーツク圏に
ついては１１３と全道指数を大きく

場でコンバインに乗られた方も思わ

興会の発展の

色下歩留

農畜産物を振り返って
令和３年は
記念すべき大豊作

上回る大豊作となりました。きたみ
見込んでいます。記録的な干ばつの

らいについても過去にない高収量を
影響により不作基調となる作物が多

利男

判定会議を開催し、異例の早さとな

い中、改めてきたゆきもちという品

畑中

る９月６日より、生育が特に進んで

会長

いた端野・訓子府地区で刈取りを開

種の可能性を感じるとともに、生産
者の努力が実を結んだ年になったと

始し、その後 日に相内・北見・上
常呂地区と全地区の刈取りを開始し
ました。

ず笑みがこぼれたのではないでしょ

ために皆様の

今年一年、品質向上安定供給に向

感じた一年になりました。

うか。現在、施設でも調整作業が終

力をお借りし

刈始めの受入籾を見てみると、若

盤を迎えている頃ですが、生産者同

ながら取り組

様に「一粒でも多くの製品を」と気
持ちが入っているところです。

んで参ります。

製品歩留

▲開会挨拶を述べる小野寺会長

きたみらいもち米振興会
今年のきたゆ
きもちの作柄を
振り返って、私
自身ここまでの
豊穣の年を迎え
られるとは思っ

てもみませんでした。春の育苗期、
耕起・移植時については天候に助け
られたこともあり作業は平年並みに
進みました。生育期間については、
分けつ期・幼穂形成期・出穂期・開
花期と例年に無い高温多照で推移
し、６月から７月の天候の影響で
「今年の米は割れが多いのでは」と
心配された生産者も多かったのでは
その後も驚くほど順調な生育によ

ないでしょうか。

40

１９４８年の第１回大会が開催さ

30

プ北海道が一丸となって取り組んで

16

れて以降、 回の節目となった今大

11

本年の全道的な作柄を見てみます

等級

令和３年産

30

11

▲当ＪＡセンター事務所からＷｅｂ視聴する参加者

10a反収

30

り成熟期も早まったことから、昨年
30

4
5

水 稲
より一週間以上早い８月 日に刈取

ＪＡきたみらい産もち米（きたゆきもち）

特集

特集

※令和３年産の値については、現在調整作業中の為、見込みとなっています。

田中

勇

タブレット端末等を使用し︑
輸送車両の効率運行を実証
会長

秋小麦種子は、３日に分散して受
入れを実施しました。端野施設への
搬入で、訓子府地区からの輸送車両
の確保及び効率運用が課題となって
いましたが、本年はタブレット端末
を運搬車両に搭載し、生産者から借
上げたスマホをコンバインに搭載す
ることにより、受入施設に設置した
モニター画面で位置情報を把握する
ことで指示系統含め効率運行の実証
（見える化）を体現することが出来
ました。今後の効率運用に寄与する
ことが期待されると思っております。
春小麦の刈取りは、８月３日から
始まり、天候にも恵まれ８月６日で
終了しました。
今年の製品収量は秋小麦が平均６
２６ （歩留 ・６％）、春小麦が
平均４０６ （歩留 ・３％）とな
り、全量１等Ａランクにすることが
出来ました。本年産よりきたみらい
独自のランク区分の見直しを実施し、
容積重も品質評価基準値に沿う形に
しました。終盤の登熟度合と倒伏状
況による品質の違いがシビアに評価
されることになりますが、品質向上
を目指すことを目的としております
ので、何卒ご理解頂きますよう重ね
てお願い申し上げます。
今後も振興会役員・担当職員並び
に関係機関と連携を図り、次年度に
向けても高収量・高品質の小麦生産
に取り組んで参りたいと考えており
ますので、関係各位のご協力を懇願
致します。

きたみらいてん菜振興会
会長

長山

和弘

豆類の作付面積維持と
品質の向上へ
修

ました。収量は平年より少ない３・

石川

０俵／ ａで、未熟粒が多く混入し

会長

本年を振り返

きたみらい豆類振興会
りますと、播種

より出芽期は平

播種後の低温に

収穫が大幅に遅れている状況から生

り大きく下回り、子実乾燥が進まず

干ばつの影響を受け着莢数は平年よ

高級菜豆は、開花期以降の猛暑と

平年の品質を確保することができま

年よりやや遅れました。出芽後、気
産量は激減する見込みとなっており、

作業は平年並み

温は平年並みからやや高く推移した
昨年に引き続きコロナ禍で消費は大

せんでした。

ことで生育は進み、開花期は平年よ

に進みましたが、

りやや早く迎えました。

は各種豆類の作付面積維持と品質の

「きたみらい豆類振興会」として

きく減少している状況ですが、生産

７日早く始まりました。小粒傾向で
向上を基本に「きたみらい豆類」の

大豆は、高温少雨の影響もあり着

の減収も懸念されましたが、収量は
ブランド化に向けて、豆類の意向調

意欲の歯止めをかけるべく生産者価

平年よりやや少ない４・０俵／ ａ
査による組織協議と環境変化に対応

格が大幅に値上げになりました。

となりました。圃場での子実乾燥が
した栽培技術試験を検討して参りま

莢数は平年よりやや少ない状況で成

進んだことで一部シワ粒が見受けら

すので、今後とも会員皆様のご理解

熟期が進み、収穫作業は平年に比べ

れたものの、概ね９割が２等原料で

お願い致します。

とご協力をいただきますよう宜しく

の格付けとなっており、総じて品質
は良好となっております。
小豆は、７月中下旬の高温により
落花し、その後の着莢も遅れ、成熟
期は平年より７日遅れました。収穫
作業は成熟期の遅れと青莢が多く葉
落ちが悪かったことから大幅に遅れ

英樹

消費地のニーズに合わせた
安定出荷を目指して
加藤

関係機関と連携を図り、更なる品質

会長

改善に向け取り組んで参りますので、

きたみらい玉葱振興会
本年を振り返

早期出荷に対しての消費地要望が

強さを感じる年になりましたし、基

年々強くなっている中、７月 日か

幹作物としてのてん菜を改めて見直

開始しました。

本年を振り返

輸送の関係につきましては、恒常

その後下旬には

生産者各位のご協力をお願い致しま

的なトラックの運転手不足や、働き

りますと、融雪

ったものの、土

方改革からの休憩・休日取得の義務

ら選果開始出来たことは、生産者皆

が早く移植作業

壌凍結が深かっ

㍉の降雨があり、連休中の作業は

様の努力の賜物であり、深く感謝申

すきっかけになればと思います。

たことから移植

等により、昨年に引き続き受入開始

停滞しましたが、移植終了は平年並

す。

作業は平年並みに進んだことかと思

日を前倒しさせ、早期出荷について

は４月中旬より

います。５月に入ると断続的な降雨

みの５月 日となりました。

月 日となりました。また、 月

15

ら８月上旬にかけて、極端な高温・

ため生育は回復しましたが、７月か

なりました。６月は好天で経過した

多々あり、生産者皆様には緊急的な

荷予定を変更せざるを得ない場面が

中は悪天候が続いたことで当初の集

致しました。

適度な降雨もあり順調な生育で推移

たものの、６月より天候が回復し、

中執り行われました。７月 日から

パーの修祓式が関係各位のご臨席の

降雨と気温も十分であったことから、

圃場間格差はありますが、生育は概

の労務軽減と益々の品質向上、安定

稼働し順調に操業しており、生産者
７月に入り、 ℃を超える猛暑日

出荷を期待しているところです。

ています。今後も時代に合った対策

ついては市場からも高い評価を頂い

周年供給に向けた遅出し玉ねぎに

が続き、更に８月上旬までほぼ降雨
も無かったことから、一転して干ば
生産者皆様の日々の肥培管理や長

に取り組んで参りたいと考えていま

つとなりました。
きますが、振興会役員一丸となり、

す。
で参りたい

様のご協力

ａの出来となり、ＪＡ合併以降で
は平成 年産に次ぐ不作の年産とな

賞し、 月には第 回農林水産祭に

減少しているものの、依然として品

品質面においては、クレーム数は

年の玉ねぎの歴史に対する評価、更

幾多の困難を乗り越えてきた１００

玉葱振興会として受賞いたしました。

て最高賞である天皇杯をきたみらい

傷みが発生しております。引き続き

りました。

第 回日本農業賞大賞を１月に受

年の土づくりの努力もあった中でし

様々な面で先行き不透明な状況が続

27

生産者皆様方と共に前を向いて進ん
と考えてい

をよろしく

kg

ね回復しました。

30

たが、結果として、４，８６０ ／

したが、現在の収量見込みはきたみ

た中で推移しています。記録的な干

ますので皆

ばつの影響で不作傾向にある作物も

お願い致し

25

らい平均 ・６ｔ／ 、糖分 ・７
16

％と当初見込みの ｔ／ を上回っ
ha

多い中、平年以上の収量を確保でき

ます。

60

ha

59

50

10

60

たことに対し、てん菜という作物の

10

そのような厳しい気象背景の中で

てん菜をめぐる情勢については

対応をして頂けた事に心より感謝申

６月２日には新設されたＪＡタッ

29

干ばつで推移したことから肥大は停

定植後は低温で生育が停滞してい

し上げます。

は 月 日から、全地区輸送開始は
14

18

し上げます。

よる発芽不良が発生し大きな被害と

10

10

滞しました。８月下旬からは適度な

11

により各地区ではクラストと低温に

りますと、融雪

10

きたみらい麦作振興会

本年産を振り
返ると、秋小麦
は適期播種によ
り、越冬前の生
育量を確保出来
たことから、融
雪後も茎数の多
い状態のまま、
平年より２日早い作況で推移してい
ました。一部で「萎縮病」が確認さ
れたため、全地区全筆調査を実施し
た経緯にあります。登熟期間中は高
温干ばつの影響を受け、降雨のない
まま仕上がってしまい細麦傾向の懸
念を残し刈取りに入りました。
「コムギなまぐさ黒穂病」は全筆
調査６年目を迎え、昨年に続き発生
確認ゼロを継続することが出来まし
た。これも生産者各位の理解と努力
による肥培管理の成果によるものと
感謝申し上げます。また、例年にな
く春小麦の野良生えが散見されたこ
とから、合わせて調査して頂き、刈
取り前に抜取りをお願いした圃場も
ありました。
春小麦については、適期播種後、
積雪に見舞われましたが、その後は
順調に生育し平年並みの作況で推移
しました。高温干ばつの影響で登熟
は順調に進みましたが、こちらも細
麦傾向が懸念されました。
秋小麦の刈取りは、７月 日から
始まり、休むことなく７月 日まで
に７地区を終え、降雨を挟んで８月
３日に終了しました。
83

干ばつを乗り越え︑
平年を越える収量確保

kg

は平年より早か

10

86

kg

豆 類
玉ねぎ
60

31 25

麦類
てん菜

6
7

令和３年産

集 農畜産物を振り返って

特

にはＪＡをはじめ各市場、関係機関
の今までの力添えもあっての受賞だ
と思うところです。
今回の受賞で今後の玉ねぎ生産に
対する励みになるとともに、供給産

北海道を代表する﹃ きたみらい馬鈴しょ﹄
高品質と信頼のブランドに更に躍進！
石村 博樹
会長

きたみらい黒毛和牛振興会

木島

作治郎

す。
加工販売面としては、チップ業界
は昨年同様に堅調な推移となってお
ります。コロッケ業界は、コロナ禍
の中、業務用需要は低調ですが家庭
用冷凍商品は堅調な推移となってい
ます。またサラダ業界ではコロッケ
同様業務向けは低迷が続いておりま
すが家庭用総菜は伸長しており、ド
ラッグストアー向け商品の販売は順
調であります。
今後の販売に関して、食用馬鈴し
ょは小玉傾向での出荷形態に変わり
はございませんが、全国の市場から
の高い評価を得ている品質を落とさ
ぬよう来年の３月上旬頃の販売終了
まで厳選出荷と有利販売に努めて参
ります。
また加工系品種についてもコロナ
禍の動向により、外食向け業務需要
と家庭消費の割合が大きく変化して
いく可能性を秘めておりますので、
消費動向に注視しながら生食と加工
合わせて有利販売に努めて参ります。
最後に本年産の非常に厳しい気候
の中でも皆様のご努力により高い品
質の馬鈴しょを収穫され、ＪＡへご
出荷して頂いた事に感謝を申し上げ
ます。今後も当振興会への事業遂行
のご理解とご協力をお願いするとと
もに、次年度も皆様とご家族が健康
で実り多い年になることをご祈念申
し上げます。

会長

コロナ前の生活に

本年産は過去に経験した事が無い
ような高温干ばつに見舞われ、大玉
傾向だった昨年産から一転して小玉
傾向となりました。男爵の平均粗反
収は全道平均２，８８０㎏に対して
北見地区は２，７７０㎏と全道平均
並みの収量を確保することが出来ま
した。選果については、低収量で小
玉傾向の中、Ｌサイズ以上の割合が
低く、出荷量も少ない状況でありま
すが、塊茎一つ一つを大事に厳選し
ながら出荷に努めて、全国の市場へ
と届けております。市場からは全道
をリードする主要産地としての位置
付けで、高い品質評価を得ておりま
す。
このように過去に類を見ないよう
な状況の中でも市場から高評価を頂
き有利販売が図れている事は、各振
興会部会員皆様のご理解とご協力の
賜物でございますし、何よりもこれ
まで積み上げてきた高い生産技術の
表れだと確信しております。
また、加工系品種では若干小玉傾
向ではありますが、平年作以上の収
量が見込まれています。干ばつとい
う厳しい気候の中でもこの結果は生
産者皆様の日々の肥培管理の技術力
の高さと努力の結果であると思いま

きたみらい馬鈴薯振興会

英樹

26

地として更に消費者ニーズにあった
玉ねぎを安定出荷していかなければ
今後も会員皆様のご理解とご協力

なりません。
をお願いするとともに、次年度も皆
様に実り多い年となる事をご祈念申
し上げます。

本年は例年に
比べ融雪は順調
に進んだものの、
４月 日には積
雪となり前進栽
培は若干遅れて
の播種作業スタ
ートとなりました。その後５月は好
天にも恵まれ、概ね５月中旬には終
了しました。
それ以降の気象経過でありますが、
６月から７月にかけてはほとんど降
雨が無く、特に７月には ℃を超え
るような日が連日続く等、過去に経
験したことが無いような記録的な高
温干ばつとなりました。その高温の
影響から生育の抑制が続き、塊茎へ
の養分転流が思うように進まず小玉
傾向の生育となりました。そのよう
な状況下でも当部会員皆様のご努力
により７月中旬から例年通りの前進
栽培の収穫が始まりましたが、塊茎
肥大が進まず小玉傾向の中、７月
日から選果を行い、東京、名古屋方
面を中心に各市場要望に応えるべく
早期出荷を図って参りました。収穫
作業は、前進出荷を皮切りに９月下
旬には概ね収穫を終えることが出来
ました。

中島

消費拡大を目指し︑継続して事業実施
会長

しました。
きたみらい黒毛和牛振興会の活動

令和２年度に
続き、今年も新

れるホクレン北見黒毛市場において、

としましては、黒毛和牛振興事業を

当振興会会員から最高価格取引が例

通じて、「きたみらい素牛ブラン

り国内での外食需要が低迷致しまし

年よりも多い頭数となり、会員皆様

型コロナウイル

た。そのような中、底堅い内食需要

のご尽力により牛群の改良や飼養管

ド」の定着に取り組んでおります。

および堅調な海外への輸出によって、

理技術が向上し、「きたみらい素牛

スの影響を大き

昨年と比較すると和牛枝肉相場は回

ブランド」の定着がより一層進んだ

く受け、緊急事

復し、素牛価格についても回復基調

本年度につきましては、毎月開催さ

にあり、牛肉業界は少しずつではあ

事に心より敬意を表するところです。

態宣言発令によ

りますが明るい兆しが見えてきてい

らい素牛ブランド」の更なる発展に

今後も様々な事業を通じて「きたみ
今年を振り返ると色々なことがあ

向け、会員皆様のご理解とご協力を
超す猛暑日が続き、畑作物や飼料作
物に大きな影響を与え、特に２番牧

来年

月には鹿児島県において
「第 回全国和牛能力共進会」が開

10
した。また、秋後半には雨の量が多

にとっては粗飼料確保が心配されま

「第 回全国和牛能力共進会」が北

催されます。また、令和９年には

草の生育が著しく低迷し、畜産農家

お願い致します。

った一年でした。中でも夏に ℃を

るところです。

肉用牛

30

25

馬鈴しょ
影響で生乳、乳製品の消費が伸びず、
また夏場の生乳生産量の落ち込みも
例年に比べて回復が早く、府県にお
いても生乳処理に困っている状況で
は道内で加工に回さざるを得ない状
況です。このため、昨年から続いて
いるバター・脱脂粉乳の在庫も過去
最高を更新し続けており、このまま
ではこの年末年始および年度末では
処理不可能乳が出る可能性もある事
態です。このような需給状況から来
年度は生産抑制の計画で望むことが
決まっており、補助事業による規模
拡大が進んでいる中では厳しい年に
なることが予想されます。
そのような中で昨年に引き続き、
高齢者施設等へのきたみらい牛乳の
提供や、１市２町の小中高生への牛
乳券の配布、更に北見工大生や看護
大生への森永乳製品の提供など、自
治体、ＪＡ、生産者による牛乳乳製
品のＰＲ活動や消費喚起運動を行い
ました。送り先の方々からの「美味
しい」「ありがとう」の声を、これ
からの生産活動の励みにするととも
に、光が見えつつあるこの疫病禍で
ありますが、まだまだこういう活動
は続けていかなければと思っており
ます。
来年以降も牛乳・乳製品をもっと
身近に感じてもらえるように、また
きたみらいの核の一つとしてこれか
らも組織一同頑張ります。

講じて、近年頻繁に発生する異常気

す。牧草地の更新や追播等の技術を

じて大変な一年になった事と思いま

たが、秋作業の遅れなどが生じ、総

く、大きな被害にはなりませんでし

日常が戻る事を願っております。

消費者の皆様に牛肉を食べて頂ける

しても新型コロナウイルスが収束し、

目指しております。その為に、何と

り、今後も黒毛和牛の更なる発展を

海道で開催されることが決定してお

っていくうえで大変重要だと痛感致

象に対応していく事が今後営農を行

13

きたみらい酪農振興協議会

百年に一度と
いう枕詞が定着
したかのような
ここ最近の異常
気象が、丑年の
今年も猛威を振
るいました。１
番草の収穫は、好天の下で質・量と
も非常に良いものが穫れましたが、
その後の大干ばつで、２番草の生育
が進まず、収量的には壊滅状態でし
た。デントコーンについても播種時
期や圃場条件等で差はありましたが、
干ばつの影響を大きく受けました。
飼料費の高騰が酪農経済を圧迫して
いる中での自給飼料の減収は、外部
からの導入費用増に繋がり、頭の痛
い所となっています。
酪農を取り巻く情勢を見ますと、
言葉に出すのも憂鬱になる新型コロ
ナウイルス禍も丸２年になろうとし
ていますが、今年に入ってからも大
きな感染の波は第５波まで増え、緊
急事態宣言の発出などにより、人流
抑制、移動制限など、消費活動に負
の影響が大きく出ています。昨年の
ような学校休校措置はありませんで
したが、巣ごもり需要による家庭で
の飲用乳の消費も今年は昨年のよう
には伸びておらず、一部乳製品での
消費は伸びておりますが、全体の需
要を牽引するほどではありません。
更に、府県送りの生乳も気候による

12

30

生乳

8
9

令和３年産

集 農畜産物を振り返って

特

調講演が行われました。

道大学の小林国之准教授による基

第 回オホーツクＪＡ青年部
研修大会に参加
日、ホテルベルクラシック

オホーツクＪＡ青年部協議会は
月

肥料について学習
実施しませんでした。しかし同支

〜ＪＡきたみらい青年部東支部〜
ＪＡきたみらい青年部東支部は
部で「推進事業がなくても肥料に
ついての講習は受けたい」という

日、オンラインで肥料講習

月

会を開催しました。

長は大会を振り返り「自分たちの
加し、ホクレンの職員を講師に迎

意見があり、オンラインでの開催

未来を描くには、青年部として挑
同支部の貝沼隼人支部長は「資

に講習会を開いていましたが、昨

業があり、それに合わせて６月頃

例年は青年部による肥料推進事

した。

して慣れてもらえれば」と話しま

ると思うので、ぜひ積極的に参加

オンラインでの講習等は今後もあ

を決めました。

部研修大会を開催しました。今年
え、肥料情勢や土壌分析表の活用

人が参

はコロナ禍であるため会場の参加
戦し続けることが大事」と話しま

講習会には同支部部員

は人数制限を設定し、同時にＷｅ
料がわかりやすく参考になった。

「和衷協同」を大会テーマに掲
年と今年はコロナの影響で青年部

した。
げ、オホーツクＪＡ青年部の活動
の推進を中止したため、講習会も

純農Ｂｏｙオーディション、北海

日、訓子府地区事務所

▲リース作りの様子

〜ＪＡきたみらい女性部訓子府支部〜

女性講座を開催
月

ＪＡきたみらい女性部訓子府支
部は
当日は講師に長部こずえ氏を招

で女性講座を開催しました。
き、千日紅やコットンなどのドラ
イフラワーを使用したクリスマ
ス・正月兼用のリース作りに取り
人の部員が参加し、講師の

組みました。午前・午後の部合わ
せて
説明を聞きながら２時間程でリー

が捧げられました。

謝祭が行われ、１年の実りに感謝

区など当ＪＡ管内の各地で新穀感

この日は、訓子府地区や端野地

した。

の営農を振り返って挨拶を述べま

を執り行うことができた」と本年

とができ、このように新穀感謝祭

全体をみると豊穣の秋を迎えるこ

ど大変なことが多かったが、作物

象やコロナウイルスによる影響な

１年は高温や干ばつなどの異常気

当ＪＡの松井秀樹理事は「今年

祈りました。

〜ＪＡ管内各地で開催〜

１年の実りに感謝し新穀感謝祭
当ＪＡ管内各地で例年行われて
いる新穀感謝祭が今年も行われま
新穀感謝祭とは、その年の収穫

した。
に感謝して新穀を神様にお供えし、
来年の豊穣を願う行事で、新嘗祭

日、相内神社で新穀感謝

（にいなめさい）などとも呼ばれ
ます。
月

祭が行われ、当ＪＡの地区理事や
人

各生産組織、ＪＡ組織（青年部・
が参列。順に玉串を奉てんし、今

女性部）、農業団体の代表ら

野浩美支部長は「久々に部員同士

ことができた。無事開催すること

取り組み、思い思いの作品を作る

年の収穫への感謝と来年の豊穣を

開催にあたり、訓子府支部の今

23

顔を会わせて真剣にリース作りに

17

スを完成させました。訓子府支部
では、約２年ぶりとなる支部全体
での活動という事もあり、部員は
久々の交流に喜びを分かち合いま
した。

ができて本当によかった」と話し
ました。

▲▼相内神社での新穀感謝祭の様子

11

18

▲▼オンライン講習の様子

実績発表大会、動画コンテスト、

▲開会式の様子
▲講師から教わる様子
▲完成したリース

単組から各６人ほどが参加しま

方法などについて学びました。

当ＪＡ青年部本部の有馬慎吾部

24

した。

北見で第 回オホーツクＪＡ青年

11

ｂ配信も行われました。大会には

15

18
11
48

10
11

▲小林准教授の講演の様子

50

50

11
14

みらいプロジェクトチャンネル
「豊かで魅力ある農業・農村づくり」にむけたワークショップ vol.09
北海道大学大学院農学研究院

小林

国之

前号までで紹介したように、2019年度の調査では農業経営のこれからだけではなく、農村での
暮らし、農家の生活の豊かさをキーワードとして調査を行いました。「豊かさとは何か」という
質問を農家の皆さんに投げかけ、それについてそれぞれのお考えを述べていただきました。普通
の調査ではこうした皆さんの声を大学側が取りまとめて「こういう結果となりました」と報告を
して終わり、という場合が多いと思うのですが、せっかくの「みらいプロジェクト」ですのでそ
れだとどうも物足りない。ということで、今回は皆さんの声から「豊かさ」や「理想の暮らし」
にまつわる部分を抜き出し、さらに農業経営の課題などについての声もケーススタディーとして
抽出して、そうした「生の声」をもとに、職員の皆さんと学生とが一緒になって、ＪＡが取り組
むべきプロジェクトについて考える、というワークショップを行うことになりました。
ワークショップは11月29日の午後から始まり、11月30日は９時から17時までと長時間にわたり
開催されました。ＪＡきたみらいからは各部署から若手、中堅の職員の方15人、北大からは学
生・院生13人で参加させていただきました。
まずは、大学側から2019年に調査をさせていただいた92人の方からの聞き取り調査の概要説明
をしました。それを踏まえて、職員・学生混合で５グループつくり、グループワークを行いまし
た。グループワークの目的は「農業経営の発展は、農村生活の豊かさとともにある。農村の豊か
さは普段は意識していないことが多く、当たり前と考えられているが、少し長い視点から見る
と、その豊かさがいつのまにか失われてしまうことも考えられる。2019年の実態調査や日頃の考
えをもとに、農業・農村の豊かさをこれからも維持していくために、今どんなことに取り組む必
要があるのかを考える」としました。そして目標は以下の２点としました。①「豊かさ」とはな
にかを「あえて」定義する。その際にＫＧＩ（Ｋｅｙ Ｇｏａｌ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）とＫＰＩ（Ｋｅｙ Ｐ
ｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）という考え方を使う。②定義した「豊かさ」を維持、実現す
るために取り組むべき農協の事業・プロジェクトを提案する。そのなかで学生としてそこにどの
ように関わることが出来るのかも考える。
以上の目的と目標を目指して、１日半の熱いグループワークが行われました。まずは、調査で
伺った皆さんの声を取りまとめた資料にじっくりと目を通しながら、農業の課題、地域の課題、
生活の課題などを書き出して意見交換を行いました。その後「豊かさ」「理想の暮らし」に関す
る意見をまとめた資料から、皆さ
んがどんなところに豊かさを感じ
ているのか、価値を置いているの
かをディスカッションしました。
それをもとに、現在の課題と豊か
さとの間をどのように埋めていく
ことが出来るのか。そのために取
り組むべきプロジェクトを考える
という流れでした。五つのグルー
プの結果概要については次号から
ご紹介したいと思います。２日間
にわたって参加していただきまし
た職員の皆様ありがとうございま
した。
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●就農したきっかけ
小さな頃から親の仕事を見たり手伝ったりしていたのと、
トラクターなどの乗り物にも興味があったため将来は農家を
継ごうと決めていました。

●農業にかける思い
きたみらいといえば玉ねぎの一大産地であり、消費者から
も期待されていると思います。主に玉ねぎを栽培しているの
で、消費者の期待に応えられるような玉ねぎを作れるように
頑張っていきたいと思っています。

期待に応えられる
農家をめざして
置戸地区・豊住

齊藤

●青年部活動について
青年部に入り１年目は研修や飲み会などがたくさんありま
したが、２年ほど前からコロナウイルスがまん延し、青年部
活動がほとんどできていません。最近はコロナが落ち着いて
きているので、以前のように活動ができるようになったら積
極的に参加し、たくさん交流して色々学びたいです。

●趣味

ゆう や

悠也さん（26歳）

スノーボードが趣味です。最近はキャンプがブームになっ
ているので、始めてみたいと思っています。
今回は青年部南支部の齊藤悠也さんに登場いただきました。

この写真は10月下旬の夕方頃に撮った写真
で、夕焼けと玉ねぎ列車が西相内にある小麦乾
燥調製貯蔵施設に重なる時間帯を調べて、３日
間かけて撮影しました。収穫前の玉ねぎと収穫
後のコンテナを載せることで玉ねぎの生産から

玉ねぎの生産から
流通まで

流通を表現した１枚にしました。
写真は中学生の頃から興味があり当時は修学
旅行などで友達を撮っていました。今では天気
のいい日は被写体を求めて必ず外に出ます。私

温根湯地区・大和
ひろ し

山梨

博志さん
（82歳）

のお気に入りの写真は孫たちです。年々成長し
ていくのが見られて楽しいです。今後も孫たち
の成長を祈っています。
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参与制度を振り返る
当ＪＡの第５次中期経営計画で掲げている「女性・青年農業者のＪＡ経
営への参画の促進」に基づき、女性・青年農業者のＪＡ運営への参画意識
を醸成することを目的に昨年度から参与制度を導入しています。
今回は当ＪＡで取り組む参与制度と設置からの２年を振り返ります。
役員の役割などについて学習する機
会と位置付けています。理事会では
参与という立場から、議決権はない
ものの、報告、決議事項について意
見を述べることができ、ＪＡ事業運
営へ参画しております。

◆参与制度に係る意見交換会

が、その時に「女性の立場で意見
を反映してほしい」との言葉が、
その後のモチベーションとなった。
○会議体（理事会等）への参画につ
いて
・理事会への出席だけでは内容の理
解が難しい場面があり、事前の議
案報告や専門委員会に出席できる
よう配慮してもらえて助かった。
ただ、今後多くの人が参与となる
には、農繁期の時間調整などフォ
ローも必要だと感じた。
○参与推薦について
・青年層の参与候補として、青年部
の役員経験者に目が向きやすいが、
その他の年代にも適任者は多くい
ると思う。女性も社会経験を積ん
で農家パートナーとなった方は多
いので、幅広い目線から意見を持
っていると思う。
○将来に向けて
・多くの人が参与を経験し、ＪＡの
内側を見てもらうことで「集え一
つ」に近づく。
・女性は役員になる際、家族との協
議が大前提。家族の理解を得るこ
とで参与ができ
た。また、同地
域の理事の方に
は、会議の際に
声を掛けて頂き、
心強かった。そ
ういったフォロ
ーをしてもらえ
ると、とてもや
りやすい。

弘さん
森

千恵子さん
原

報を共有しました。

れ、統計データや実体験をもとに情

りやすくなるか」などの意見が出さ

討しているが、どうすれば人が集ま

で選んでいるのか」「今後利用を検

となった場合はどのような採用基準

参加した生産者からは「応募多数

意見交換を行いました。

約や労働条件について説明した後、

績報告や募集案内の注意点、雇用契

情報交換会では、今年度の運用実

います。

ｄａｙｗｏｒｋ
情報交換会を開催
当ＪＡは 月 日、センター事務
所で１日農業バイトアプリ「ｄａｙ
ｗｏｒｋ」に登録している生産者を
対象に情報交換会を開き、９人が参
加しました。
アプリは、生産者と農業で働きた
い求職者を１日単位で結びつけるサ
ービスです。生産者の求人情報を基
に求職者が応募するシステムで、当
ＪＡでは少子高齢化で不足する労働
力を確保するために昨年度から活用
し、今年度は 戸の生産者が利用し

R３.４.１ 参与に就任
略歴：（元）北海道農協青年部協議会副会長
（元）ＪＡ青年部本部部長
R２.３.24 参与に就任
略歴：（元）ＪＡ青年部本部副部長
（元）訓子府町畑作専門部長

◆参与設置までの
取り組み経過
女性役員登用の取り組みが平成
年に決定された国の「第４次男女共
同参画基本計画」において「女性の
参画拡大」が閣議決定されており、
それを受けて、農協法の改正やＪＡ
北海道大会での決議によりＪＡグル
ープ北海道でもこれに取り組むこと
としました。
当ＪＡでも女性・青年農業者は、
農業や農村社会で重要な役割を果た
していることを踏まえて第５次中期
経営計画に参与設置を掲げ、令和２
年度に参与制を導入しました。
参与制度の更なる充実に向けて、
参与４人と意見交換会を開催しまし
た。主要意見は左記になります。
○参与になって感じたことや学んだ
こと
・以前、他の組織の役員となったこ
とは貴重な経験であったが、同じ
ように参与も貴重な経験になった
ので、多くの人
が経験してほし
い。
・参与となり、内
側からＪＡに関
わり、農協事業
を理解できた。
・参与の推薦があ
ったとき「なぜ
私が」と思った

【東地域北見地区】
【南地域訓子府地区】

R２.３.24 参与に就任
略歴：（元）ＪＡ女性部置戸支部支部長
R２.３.24 参与に就任
略歴：（株）森谷ファーム代表
るべしべ白花豆くらぶ会長
（元）北見市第２農業委員

米
一さん
耕
城
髙

【南地域置戸地区】
【西地域温根湯地区】

柏
美さん
裕
谷
森

◆ 参与設置の目的
当ＪＡは参与と
して、総代会、理
事会、懇談会への
出席を通じて、Ｊ
Ａ事業運営全般に
ついて理解を深め
てもらうほか、Ｊ
Ａ役員作況視察へ
の同行等を通じて、

青 年 部 がランディングページを 制 作
作物紹介や地場産食材を使用してい
る企業のコラムなどの掲載を企画し
ています。
ＬＰは「クラフトフードシティ北
見」で検索すると閲覧でき、今後は
ＱＲコードで簡単に読み込める仕様
とし、当ＪＡで使用されるダンボー
ルやＦＧフィルム、加工品のラベル
等に印字を検討しています。

参与紹介（氏名・略歴）
▲意見交換会の様子
▲▼情報交換をする参加者

当ＪＡ青年部は、農業ＰＲを目的
として汎用性があるランディングペ
ージ（以下、ＬＰ）を制作しました。
作り手の「見える化」を図ることで、
産地を存分に紹介し、農業ファン及
びサポーターが全国に増えることを
ＬＰとは、検索結果や広告などを

期待しています。
経由して訪問者が最初にアクセスす
るＷｅｂページのことで、近年各分
野の企業においても主流となってい
る広告様式で、様々な媒体で紹介さ

▲理事会参加の様子

ておりマッチング率は ％を超えて
90

れています。
当ＪＡ青年部が制作したＬＰは、
「作り手紹介」をメイン項目に設定
し、農家＝クラフトマン（作り手）
というコンセプトで農家の農業に対
する思いを
一人一人の
視点で発信
しています。
現在は６人
を紹介して
いますが、
さらに作り
手紹介を充

22

▲当ＪＡ総代会での参与紹介

14
15

実させ、当
ＪＡ地域の

▲ＱＲコード
「クラフトフードシティ」

11

45

27

▲制作したランディングページ（作り手紹介）

新たな資材店舗（端野拠点）開店 秋の農業用廃プラスチック回収
この度11月８日、当ＪＡが掲げる「センター方
式による新たな購買事業の展開」の取り組みと
して端野拠点店舗が開店しました。これにより、
生産資材拠点店舗（訓子府）との２拠点化とし、
店舗間の連携強化による商品流通の効率化とコ
スト低減、組合員の方の利便性向上及び安定供
給を目指します。店舗拡張による商品の充実化、
全土曜日午前営業の通年化、店舗集約地区に対
する商品配送など力を入れて取り組んでいきま
すので、ぜひご利用ください！
場 所：ＪＡきたみらい端野地区事務所内
ＴＥＬ：５６-４１１３
営業時間 平 日 土 曜 日 日曜日 祝祭日

9:00～17:00 9:00～12:00

休

当ＪＡでは11月11日から12日までの２日間、
使用済み農業用ビニールやポリフィルム、農業用
廃プラスチックなどの回収を行いました。
生産者は種類ごとに分別し、会場の小麦乾燥
調製施設へ持ち込みました。持ち込まれた廃プ
ラスチックは専門業者が荷下ろし作業を行いま
した。
集まった廃プラスチックは廃棄物運搬業者が
苫小牧のリサイクル業者に運ぶこととなってい
ます。

み

※令和４年３月31日まで

設立15周年を祝い音楽会を開催 青年部主催「メンタルヘルス」
～みるくVACCA～
当ＪＡ温根湯地区の女性酪農家グループ「みる
Web学習会のご案内
くＶＡＣＣＡ（バッカ）」は11月30日、温根湯温泉
農業交流センター花えーるで「みるくＶＡＣＣＡ15
周年記念音楽会」を開催しました。
音楽会には会員10人が参加し、きたみらい管内
で農業と音楽を営む音農家、遠藤まさとさんのギ
ターとウクレレの演奏を聴きました。遠藤さんは
地元農業をモチーフに曲を作っており、
「甜菜」や
「馬鈴薯」などのオリジナル曲を披露したほか、
最後にはみるくＶＡＣＣＡ15周年に合わせて作られ
た「牛」という曲を披露しました。
同グループの石井加代子代表は「これまで歩ん
でこられたのは会員やご家族、関係者のご理解、
ご協力のおかげ。音楽会を癒しにしてまた日々の
仕事を頑張りたい」と話しました。

標記学習会を下記の日程にて開催いたします。当
ＪＡでは、数年に一度ほどの割合で、心の病気から
体調を崩す方や、亡くなられてしまう方がいるのが
実情です。昨今は新型コロナウイルスの影響から生
活への疲弊や経済・経営への不安など、知らないう
ちに精神的なダメージを受けていることが窺えます。
青年部主催のＷｅｂ学習会ですが、全組合員を対
象としていますのでぜひこの機会に「メンタルヘル
ス」を学び、ご自身やご家族などの心の健康維持に
役立てていただければと思います。
日

時：令和３年12月17日（金）午後４時〜
（１時間程度）
内 容：・「メンタルヘルス」とは
・うつ病のサイン、対処法
講師：株式会社青山プロダクション
青山千景 氏
場 所：Ｗｅｂ視聴
参加費：無料 ※通信料は個人負担
・参加（視聴）方法については同封の別紙をご覧
ください

▲生産者の農用廃プラの荷下ろし作業

※ご不明な点は事務局（織田：080－6088－6276）
にお問い合わせください

▲音楽会の様子

８会場において多くの組合員のみ

組合員戸数

出席人数

出席戸数

出 席 率

温 根 湯

62

30

21

33.9％

留 辺 蘂

33

16

15

45.5％

戸

77

41

29

37.7％

訓 子 府

265

33

32

12.1％

68

31

25

36.8％

置
相

内

96

19

19

19.8％

北

見

146

28

26

17.8％

端

野

176

17

16

9.1％

合

計

923

215

183

19.8％

上 常 呂

委員長の司会により進行しました。

17

地 区 名

させていただいてます。

地区毎の出席状況

▲41人が出席して行われた置戸地区懇談会

活発な意見内容が 件

なさんから活発な意見や質問が出さ

月１日から５日まで、８会場に

おいてＪＡの地区別懇談会が行わ

れました。

なお、懇談会で出された意見・要

れ、組合員と家族のみなさん２１５

ＪＡからは常勤役員と西・南・東

望などについては、別冊として同封

人が出席しました。

地域ごとに役員が出席し、地域運営

11

地区別懇談会終える

▲店内の様子

70

16

掲載の画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

18
19

第10 回 理事会報告
11月22日、午前９時00分より第10回定例理事会が
開催され、報告事項10件、決議事項６件が協議され、
原案通り承認されました。

健康日本21（第二次） 飲酒について

【報告事項】
①組合員状況報告について
②財務状況報告について
③第３四半期決算見込について
④反社会的勢力との取引排除にかかる対応状況につ
いて
⑤疑わしい取引の届出状況について
⑥令和３年度地区別懇談会意見集約について
⑦Ｒ３年産麦類の生産実績について
⑧Ｒ３年産馬鈴しょ・玉ねぎの選果販売状況につい
て
⑨Ｒ３年産馬鈴しょ・玉ねぎの概算金について
⑩気象災害に係る行政支援要請について
【決議事項】
①規程類の改正について
②固定資産の処分について
③出資減口について
④年末手当の支給について
⑤令和３年度地区別懇談会Ｑ＆Ａについて
⑥令和４農薬年度事業推進方法について

お問い合わせ：担い手グループ TEL:24−2145（榎本・辻本・長谷川）
21

20

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

11月号まちがいさがしの当選者
11月号のまちがいさがしの答えは「２、３、７、９、12」
でした。正解者58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
・諸橋
・木島
・前田

陽子さま（訓子府）・中川 陽子さま（相 内）
幸子さま（訓子府）・平川のぞみさま（端 野）
京胡さま（訓子府）・草場 佳子さま（上常呂）

以上の方々には、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。

事 玉ねぎの収量はいまいちでしたが元気が一番、
故もなく無事仕事が終り安心のひと言ですね。
コロナにまけないで！
（匿名希望さん）
今年は玉ねぎや馬鈴しょなど、多くの作物にとって大変
な年だったと思いますが、事故なく健康で過ごせてよかっ
たですね。あと１か月で今年も終わりますが、油断せず健康
に過ごして１年を締めくくりましょう！

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６名の方に、ＪＡきたみらいの
「白花美人」２袋と「オニオンコンソメ」を
プレゼント致します。

最

近はだんだん寒くなってき
て朝起きたら、窓が凍っ
ているなんてこともしばしば…。
風邪には気をつけたいです。冬休
みももう少しで待ちどおしいです。
（留辺蘂地区 井上侑大さん）
これからどんどん寒くなっていきますね。最近コロナは
落ち着いてきていますが、これからは風邪やインフルエン
ザにも注意して、冬休みや年末年始などを楽しく過ごせる
ようにしましょう！

をホームページで閲覧できます！
広報誌「おひさまサラダ」を当ＪＡのホームページで紹介しています。
右側にあるＱＲコードから閲覧できますので、ぜひご覧下さい。

23
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タラの ポ ン唐

サンマのカレー煮

◆ 材料（３人分）◆

◆ 材料（３人分）◆

vol.227

A
（ポン酢だれ）

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

生タラ
（薄塩を振って1時間ほど置いておく）…3切れ
マイタケ ………………………………1/2パック
片栗粉 ………………………………………適宜
サラダ油 ……………………………………適宜
塩 ……………………………………………適宜
ポン酢 ……………………………大さじ４
大根おろし ………………………大さじ３
ゆずこしょう ……………………小さじ１
ミツバ（１cmほどのみじん切り）…1/2把
トマト（さいの目切り）………………１個

◆作り方◆

責任者/大坪広則

❶生タラの水気をしっかりと拭き取り、大き
めにほぐしたマイタケと一緒に片栗粉をま
ぶす。
❷サラダ油を180度に熱し、①の生タラを表
面がカリッとなるぐらい（５～６分目安）
しっかりと揚げる。続いてマイタケも揚げ、
揚げ上がったら両方に薄く塩を振る。
❸皿にタラとマイタケを盛り付け、混ぜ合わ
せたＡを上から掛けて出来上がり。
✿献立を監修した人✿

Ａ（合わせ出し汁）
生サンマ（頭、尾、わたを取り３等分に
水 ……………200ml
切り薄塩を振って１時間ほど置いておく）
…………………………………………２本
カレー粉 …小さじ１
顆粒だし …小さじ１
薄力粉 …………………………………適宜
料理酒 ……大さじ２
トマト（大きめの角切り）……………２個
みりん ……小さじ２
セロリ（筋を取って乱切り）…………１本
酢 …………小さじ２
ミョウガ（千切りして水にさらす）…２個
しょうゆ …小さじ１
ニンニク ………………………………１片
塩 ………小さじ1/2
タカノツメ ……………………………１本
オリーブ油 ………………………大さじ３

◆作り方◆

❶サンマに薄力粉を薄く
はたき、フライパンに
セロリ、トマト、タカノ
ツメ、ニンニクと一緒
に並べ、上からオリー
ブ油を回し掛ける
（写真）
（写真右）。
❷①を強火にかけ、サンマの両面が焼き上がっ
たら、Ａを入れ強火のままふたをして煮る。
❸②の煮汁が少し残るまで煮詰め火を止め、
皿に盛り付け、上にミョウガをのせて出来上
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11月15日現在）

・早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。皆様にとって
今年はどんな一年だったでしょうか。今年もやはりコロナウイルスの
終息とはいかず、常に感染予防対策が必要とされている状況です。マ
スクの着用、身の回りの除菌など今では当たり前となり、新しい生活
スタイルが少しずつ確立されています。徐々に感染者数も落ち着いて
きていますが、引き続き感染対策に取り組みましょう。
・本年もおひさまサラダをご愛読いただきありがとうございました！
体調管理には十分に気を付けて良いお年をお迎えください！
（佐藤 輝）

JAきたみらいホームページ

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

・組 合 員 数（正） 1,615人
・組 合 員 数（准） 5,942人
・組合員戸数（正）
・貯

921戸

金 112,244百万円

・貸

出

金 20,540百万円

・出

資

金

4,845百万円

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

