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伝統の味を握る、職人の流儀
さっか

作家

こうたろう

幸太郎さん（寿し 大黒

店主）
何よりお寿司を食べることが大好き
だった少年が、いつしか寿司の握り手に
なっていました。寡黙で一見無骨そうな
なかに時折り見せる笑顔は“職人”として
の流儀と温かい人柄に溢れていました。

現在の寿司店の前身「居酒屋 大黒」
は昭和48年にお母様が開店した。幸太
郎さん１７歳のとき。幸太郎さんと妹さん
の学費を作るためだった。
「大黒」の名前
はお母様の本家、旭川市３条通りにある
昭和６年創業の老舗銭湯「大黒湯」が由
来。店内は少し照明を控えた静かなたた
ずまい。

幸太郎さんが大学３年生になったとき
のこと、お父様の一言「寿司屋をやってみ
ないか」…。就職して家を離れるか家業
として留まるか思案した。結果、寿司屋の
道を選ぶ。
“やる”と決断したものの、シャ
リの炊き方、酢の配合から握り方に至る
まで全てが初めて。身の回りには寿司職
人もいない。
「何もできなかった」。暗中
模索のなかで寿司を握れる旭川市の知
人が教えてくれるという機会を得る。
●作家 幸太郎さん（寿し 大黒）
1956年 現在の自宅で生を受ける。祖父母は東川町内で農業を営んだ
あと、現在地に移り綿打ち工場を始める。昭和52年に「寿し 大黒」を開
店。妻のあつ子さんと2人でお店を切り盛りする。

新鮮な“生”のネタを直接にぎる寿し屋
に共通するのは、常に清潔であること。そ
のために一回で完結する動作。昔から多
くの職業人が仕事の参考にしてきた所以

A.奥様のあつ子さんが、優しい笑顔でむかえて
くれる。
B.美しく、そして美味しい握り寿司。ゆっく
り味わっていただく、日本食の代表。
C.カニは北海道の味覚。味を引き立たせる
盛り付けも職人の仕事のひとつ。
D..四人ほどなら小上がりでくつろぎながら
楽しめる。
E.作家さんは典型的な職人気質。口数も少
なく、黙々と仕事に精を出す。
“寿司”
の伝統
を守るのは寡黙な職人であることを目の当
たりにする。
F.お店の繁盛を見守る、存在感抜群の大黒
さん。

A

でもある。
「いろいろなことを学んだ。本
当に助かった」。貪欲に、ただひたすらに
体と目に覚え込ませた。人の見ていないと
ころで握る練習を繰り返した。

昭和５１年に看板を「寿し 大黒」に改
称。妻あつ子さんとのご結婚を経て、毎日
を夢中で切り盛りするなか、自分で「納得

B

できる寿司を握れるようになった」と思え
たのは３０歳を過ぎてからだと話す。

1

E

寿司を握り始めて３７年になる。
「本当
にお得意さんとは長い付き合いになった
と感じる」。３０年来、毎年１２月３１日の
大晦日に握りの出前を注文してくださる

C

お客様もいる。
「みんな大事なお得意さん
だよ」。

「お店を営んで嬉しかったことは」と
尋ねると迷わずにこう応えた。
「『ごち
そうさま。おいしかったよ』が何より嬉し
い」と。
D
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〒071-1424
上川郡東川町南町2丁目3番3号
PHONE／FAX 0166-82-2539
●定休日 不定休

東川中学校

寿し 大黒（作家 幸太郎）

F

詳しくは裏表紙をご覧ください。
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のうぎょうきかい

農業機械を調べよう ～②コンバインの巻～

9月に入ると稲刈りの真っ盛り。稲を刈り取るためにはコンバインという農業機械を使うんだ
よ。コンバインは、イネの収穫、脱穀※１、選別※2という作業を一度にすることができる優れもの
なんだ。今回はコンバインのひみつを調べよう！ ※1 籾を茎から分けて離すこと ※2 粒の部分を選び分けること
撮影協力 :（株）北海道クボタ旭川東営業所

コンバイン大解剖
アンローダー

運転席

タンクにためたもみを外に送り出す部分。長い管の
部分を動かし、トラックの荷台に直接、もみを移す。

運転席の周りにあるレバーで、刈り取
り部や脱穀部の操作をする。
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刈り取り部
稲を刈り取り、脱穀部に送る部
分。コンバインの種類によって
同列の稲を一度に収穫できるか
が決まっている。

クローラー

デバイダー

たくさんの小さな車輪を
ゴムの板でつなげた装置。
地面がやわらかいところ
でも力強く走ることがで
きる。

田んぼに並んだ稲を列ごと
に分けて、刈り取ることが
できるようにする。

引き起こしづめ
稲を持ち上げて刈り取り
しやすくし、刈り取った
稲を脱穀部に送る。

刈り取り刃
2枚重ねの刃の、上の部分が左右に動いて稲
の茎を切る。

コンバインを下から写した写真

脱穀・選別部
コンバインの内側にある、稲
を脱穀して選別する部分。丸
い筒にⅤ字型の歯がついた「
こぎ胴」が回転して稲から籾
をそぎ落とす。籾は網を通っ
て下に落ちる。籾に風をあて
ると軽いわらくずや籾がらは
外に出され、残ったもみだけがタンクに送られる。
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Do you know JA?

絆づくり事業編
●ＪＡひがしかわの「絆づくり推進室」は、どんな部署？
絆づくり推進室は、協同組合の原点である「人・組織・地域」の元気づくり、心が豊かになる幸せづ
くりを目指して平成23年12月に設置されました。

●具体的にどんな活動をしているの？
組合員・地域住民の皆さんが楽しく集える“場”として、元気高齢者などを対象としたデイサロン、町
民女性の学びの場「ＪＡかがやき女性スクール」、ＪＡ事務所ホールの利用開放などを行なっています。
また、見守り活動としてコープさっぽろとの連携による移動販売車の運行支援、広報誌の発行な
ど、食糧や農業に関する情報を皆さんに発信しています。

●ＪＡひがしかわ 絆づくり推進室より
私たち職員は、地域に親しまれるＪＡひがしかわを目指しています。どうぞ施設の利用開放やデイ
サロン活動など、お気軽にお越し・お申込みください。お待ちしています！

●ＪＡひがしかわ 絆づくり推進室の取り組み
デイサロン
｢からだ楽々 (らくらく)
教室」

ＪＡ利用開放の様子

絆づくり推進室
スタッフ

かがやき女性スクール
「テーブルマナー教室」

絆づくり推進室に関するお問い合わせは
ＪＡひがしかわ絆づくり推進室（0166－82－2129）へ
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ニア野菜ソムリエ
ジュ

当JA職員「なべこ」こと

渡辺奈保子がお奨めするレシピ

No.9

ブロッコリーの茎のきんぴら

20 分 1 人分 134kcal

所要時間

ブロッコリーはビタミンBや鉄、カルシウムなどを豊富に含む野菜です。花蕾のビタミンC
はレモンの2倍といわれていますが、茎は花蕾よりも多くのビタミンA、Cを含んでいます。
今回は、そんな高い栄養価を持つ「茎」を使って、食卓に“簡単一品”を。

PROCESS

INGREDIENTS
2 人分
ブロッコリーの茎

１株分

人参

1/2 本

醤油

大2

砂糖

大2

油

適量

鷹の爪

適量

いりごま

適量

1
2
3
4

5

ブロッコリーの茎を細切りに
する
フライパンに油をひき、鷹の
爪を炒める。
2 に細切りした人参と 1 を入れ
て炒める。
しんなりしてきたら醤油と砂
糖を混ぜて全体にからめて煮
詰める。
お好みでいりごまをかけて完
成
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●来歴

原産地は地中海東部。ローマ時代、つぼみと茎部分のみ食していたキャベツを、15 世
紀からイタリアで改良したものがヨーロッパ中に広がりました。日本に渡ったのは明治時
代で戦後、食の欧米化とともに栽培が本格化しました。
●東川産ブロッコリーの特徴

高原の畑ですくすくと育ち、蕾がこんもりとして、しっかりとした歯ごたえがあります。噛
めば噛むほど中からうま味があふれ出します。まずは茹でて何もつけずに食べることをお
ススメします。
●選び方

こんもりと蕾が密集しかたくてしまり緑が濃いものを選びましょう。切り口がみずみずし
く変色や傷がないかも確かめましょう。
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⑨〜東川中学校の巻〜

「東川中学校 実習田「羽衣田」について」

東川中学校「羽衣田」の草創期の資料が学校沿革史の中にありましたので，ご紹介いたします。当
せとう

時の勢藤

ふかし

玄 校長の熱い思いが伝わってきました。

昭和５６年４月，東川中学校に赴任し学校田をつくりたいとの強い気持ちをもったの
は次の理由からである。
○昭和５６年５月１２日，修学旅行でバスガイドさんから「東川町はお米と観光の町で
すね。東川町では，どんなお米を作っていますか」と質問されるも，生徒の答え全
然なし。「なんだかわからないお米だよ」と１人２人…。町を挙げておいしい米作りで「き

東川養護学校生と一緒に（平成25年）

たひかり」が叫ばれているとき，また，農家の子が多いのにこれではいけないと思った。
○つっぱる子が多くなってきている社会情勢。当校でも職員室によばれ注意される子
が多くなってきた。この子らと田んぼに入り除草しながら，教師と子と共に同じ気持
ちになり一言二言いいきかせることは何にもまさる教育方法と考えた。
○東川町開基８８年，米寿の記念すべき年であり，少しでもこの子らに開拓当時の苦
労を知らせ，先祖に感謝の念を抱かせたかった。
（ほぼ原文のまま抜粋。
）

収穫祭会場の様子（平成25年）
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勢藤校長の熱い思いと中川音治町長（当時）はじめ関係の方々のご尽力により「羽衣田」が実現しま
した。昭和５７年１１月２日には，盛大に第１回収穫祭が開催されました。その模様は，全国版テレビ放
映で紹介されたそうです。
現在は，米作りに充てる時数の確保が難しい実態があります。そんな中でも働く喜びを味わい，自
然の恵みに感謝する気持ちをもつことができるこの活動を継続していきます。

いきいき 暮らしメモ
「大切に長く使う」
衣服、靴などの身の回りの物は、日頃の手入れをすることで良い状態を保つことができます。壊れた
場合も、修理をすればまた使える物もあります。靴であれば、定期的に汚れを落とし、クリームを塗って
おきます。毎日同じ靴を履かず、時々休ませる、雨でぬれたときは新聞紙などを詰めてしっかり乾かすな
どのお手入れをすると長持ちします。他にも、衣類のかけはぎ、家具の布の張り替え、かばんの修理など
をするお店は、以前よりは減りましたが、探せばまだあります。最近は、このようにして長く使う物が減っ
たように感じます。
大量生産、大量消費、大量廃棄の世の中、手入れをしたり修理をしたりしなが
ら、長い間大切に物を使う習慣を心掛けたいですね。
消費生活アドバイザー・エナジーコンシャス代表

●山川文子

、
と
ん
ど どんと
プレゼント!

今回の特集記事にご登場いただきました「寿し 大黒」さんの「生寿し
（中）」のお食事券（1,400円相当）を合計25名さまにプレゼントし
ます！応募方法は次の2通り。皆さんふるってご応募ください！
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

官製ハガキでチャンス!
ご希望の方は官製ハガキに以下の内容を記入のうえ、平成26年10月31日
まで（消印有効）にご応募ください。
■宛先

〒071-1495 東川町西町 1 丁目 5 番 1 号
JA ひがしかわ「東川米（マイ）タウン」プレゼント係
■記入事項 ○「東川米（マイ）タウン」へのご意見・ご要望 ○郵便番号
○住所、氏名、性別、年齢、世帯主 ○電話番号
※１世帯につき１枚のご応募とさせていただきます

ご利用
でチャンス!
チャンス!
ご利用で
下記の期間中に対象となる事業をご利用いただいた方に応募券を差し上
げます。必要事項を記入の上、当JA職員にお渡しください。
第8号（2014.Summer）
「 官 製 ハ ガ キで チ ャン
ス!!」のプレゼントに、た
くさんのご応募ありがと
うございました！

■期
間 平成26年9月15日から平成26年11月30日
■対象となる事業 ○自動車のご購入 ○車検のご利用 ○タイヤのご購入
○オイル交換のご利用 ○JAローンのご利用（住宅・マイカー・教育ほか）
○准組合員へのご加入 ○IZA カードの新規ご契約
○JA カードの新規ご契約

JAの組合員になりましょう!!

読者の声
第8号（2014.Summer）で「官製ハガキでチャンス！！」のプレゼントに、たくさん
のご応募ありがとうございました！恒例となった皆さんの「お声」をご紹介しますね。
●「アディナのヘルシークッキング」に参加しました。シンプルな味付けで東川産の
野菜が沢山ならび、野菜の美味しさに感激でした。安全な野菜を作ってください。
（60代、女性）
◆ありがとうございます。採れたてや旬の野菜はより一層、素材の味覚を堪能
することができますよね。これからも生産者と共に安心・安全な野菜づくりに
努めます。

ご融資・ローンを

組合員向けの金利に!

●紹介記事について、住所の他に地図も載っていると他の地域に住む人でも東川町
のイメージが膨らむと思います。
（30代、女性）
●東川町はぜひ行ってみたい町のひとつです。お米はもともと好きなので、お米を
使った料理ももっと紹介してもらいたいです。
（30代、女性）

組合員金利が設定されている商品に限ります

がん検診を助成 !
指定病院に限ります。一部検査は助成の対象外となり
ます。准組合員の場合はご本人のみ対象となります

◆他町村からのお便り、そして貴重なご意見をありがとうございます。さっそ
く今回から特集記事のお店の地図を掲載させていただきました。
◆東川町はおいしい空気と水、肥沃な土など自然環境に恵まれた町です。ど
うぞご来町を心よりお待ちしています。

スタンド給油券もしくはホクレンショップ商品券などの

プレゼント

粗品を

●「東川米」は平成24年5月に、北海道のお米では初めて地域団体商標登録されました。
本コミュニティ誌「東川米（マイ）タウン」は、「東川米」ブランドと、わが町｢マイタウン｣を掛
けてネーミングしました。
●本誌「東川米タウン」が平成２５年度 全道ＪＡ広報コンクール“コミュニティ誌の部”におい
て最優秀賞を受賞することができました！これもひとえに組合員・読者の皆さまからのご意見
の賜物と感謝申し上げます。これからもより良い誌面づくりに努力して参ります。
●８月２１日から、ＪＡひがしかわ「facebook」の運用を開始しました！
ゆるきゃら「てっぺん」と共に東川農業に係る情報を発信していきたいと思います。
ＪＡひがしかわホームページにfacebookのリンクを掲載しています。どうぞご覧下さい！
●季刊東川米タウン 第9号 2014年9月15日発行
●発行元/JAひがしかわ絆づくり推進室 〒071-1495上川郡東川町西町1丁目5番1号
●デザイン・印刷/公園前グラフィクス

東川町内にお住まいで当ＪＡの各事業を
ご利用いただける方は准組合員になれま
す（1口1,000円から。但し出資金には上限
があります）。
町外にお住まいでも一定の要件を満たす
ことでご加入いただけます（例：灯油の定
期配送、プロパン、車検のご利用など）。

1,000 円相当

当JAの業績に応じて
出資配当も!

平成25年度の配当率は1.5％。但し配当の有無・
配当率についてお約束するものではありません。

問い合わせはＪＡひがしかわ管理課

0166-82-2121まで

TEL.0166-82-2129

●発行人/樽井

功

