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常に新たな発想で、変化を起こす主体者に
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A.店舗外の角地に鎮座するフクロウの木彫看板。通り
過ぎる人を見守っている。
B.店舗内の文房具コーナー。要所に掲示している川柳
は訪れるお客様を和ませてくれる。
C.商品の袋詰めを手伝う台湾、
ベトナムから来た日本
語学校の生徒。彼らにとっては日常会話を学ぶ貴重
な時間。
D.ホワイト急便のクリーニング業務。奥様の洋子さんが
笑顔で応対する。
E.店舗前で。頼まれればフォトコンテスト写真撮影のモ
デルも快く引き受ける。
F.本年8月15日、日本語研修生を連れて参加した中央
地区の盆踊り大会。前列左から4人目が義博さん。

[ コラボ de JAひがしかわ ]

常に新たな発想で、変化を起こす主体者に
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長沢 義博さん（フレンドシップ ながさわ

店主）

いつも笑顔を絶やさずに東川町内の
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自動車が普及し駐車場が必要な社会。中

財産になったと言い切る。
「店長さんが商

心街が必ずしも良いとは言えない」。

品の包み方、紐の掛け方に至るまで親切

義博さんは時おり休日に他町村へ車を

に教えてくれた。学校が休みのときは売

走らせることがある。そこで見える商店

り場にも入ったよ」。一生懸命さを見込ま

街のシャッターが軒並み降りている光景

れ、店長さんから「卒業したらうちに来な

…。
「おそらく当人はそれほど感じてい

いか」と声を掛けられたという。発想を行
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古い建物に設置したため真冬はインクが

フレンドシップながさわ
〒071-1434
上川郡東川町西町1丁目1番1号
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FAX
0166-82-2025
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のチラシ作りも行なった。印刷機を近くの

道の駅｢道草館｣

東川郵便局

3百万円もする印刷機を共同購入。手書き

フレンドシップながさわ
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●長沢 義博さん（フレンドシップ ながさわ 店主）
東川町出身。1945年、4人兄弟の長男として生を受ける。北海道旭
川商業高等学校、千葉商科大学 商学部を卒業。1967年、長沢商店に
入る。
東川町商工会理事、東川消防団第一分団分団長、東川町写真の町
実行委員会 企画委員などの要職を務める。その他、東川煙火師会代
表、東川町芸術文化招へい委員も務めるなど各種イベントをサポート
している。

フレンドシップながさわ

イアウトを大幅に変更するなどアルバイト
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詳しくは裏表紙をご覧ください。
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東川米取扱店MAP

第4回「JAひがしかわ

東川米は全道のコープさっぽろをはじめ、下記の各店舗で取り扱いされています。

施設を紹介します！

資材店舗」

※店舗によっては、取り扱いされていない場合もありますので、予めご了承ください。

今回は肥料・農薬などの農業用資材から、家庭菜園用資材まで幅広く取り扱っている「資
材店舗」の歴史をご紹介します。
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清水フードセンター

分業体制の頃。
旧事務所内（上）に資材課が、事務
所裏には物品庫（中）があった。
また、農協の生活店舗（下）は現在
の安原商店さんとゝ月庵さんの間に
あり、一階の一部で小農具類も取り
扱っていた。

現在のアグリサポートセンター外観（上）と店内
の様子（下）

ニア野菜ソムリエ
ジュ

具だくさん
当JA職員「なべこ」こと
渡辺奈保子がお奨めするレシピ しばれほうれん草のシチュー 所要時間25 分 1 人分 384kcal
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体が芯から温まる、野菜たっぷりシチュー。美味しく食べられるので、野菜が
苦手なお子さんにもオススメです。また、ほうれん草にはビタミンCが豊富に含
まれているので、感染症予防にも効果的です。体の内側から元気に！
INGREDIENTS
2 人分
しばれほうれん草
鶏肉
さつまいも
にんじん
玉ねぎ
シチューの素
水
牛乳
サラダ油

1束
100g
中1/2個
中1/2個
中1/2個
2欠片
40ml
280ml
少々

PROCESS
1 しばれほうれん草は軽く下茹でし、水気
を絞ったものを 3cm 程度に切る。		
2 鶏肉を一口大、サツマイモは半月切り、
人参と玉ねぎはいちょう切りにする。
3 サラダ油を熱し、②を炒めて、水を加える。
4 灰汁をとり、サツマイモと人参が柔らか
くなったら火を止めて、シチューの素を
入れる。
5 とろみがつくまで煮込み、牛乳と①を加
えてひと煮立ちさせて完成。
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平成 27 年 6 月 2 日、田植えの様子

⑭～東川中学校の巻～

「羽衣田｣から「ゆめ公園」へ
～米作り体験学習～

毎年、東川中学校１年生は「町の基幹産業である農業体験を通して、働くことの喜びを実感し、郷
土や保護者に対する感謝の気持ちをもつ」ことを目標に「東川の米作り」という学習に取り組んでい
ます。
羽衣公園にあった「羽衣田」から、今年度「ゆめ公園」の実習田に場所を移し、米作りの学習も新
たな一歩を踏み出しました。6月2日に行われた田植えでは、苗をていねいに「船（運搬用のケース）」
に移し替え、一株ずつ植えていきます。小学校の時にも体験している生徒がほとんどですが、なんと
も言えない土の感触に歓声が上がります。1時間ほどの作業で苗を植え終わり、その後は1週間ごとに
記録を取り、米の生長を見守りました。
9月以降、不順な天候が続き、なかなか稲刈りをすることがで
きませんでしたが、10月5日にようやく行うことができました。羽
衣田よりも面積が小さいこともあり、収穫量は例年より少なかっ
たですが、735kgの収穫がありました。翌6日には、これまでの水田
学習のまとめとして学習交流会を行い、農業体験を通して学んだ
ことや、働くことの意味をお互いに交流することができました。
また、本校恒例の「もちつき交流会(注)」は１０月２２日に行われ
ました。日本の伝統的な食文化「もち」を堪能するとともに、東
川養護学校中学部のみなさんとの交流を深めることができまし
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同年 10 月 5 日、稲刈りの様子

た。
田植え・生長観察・稲刈り並びにもちつきを通して、農業や日本の食について「感じ」
「考え」
「味わ
う」ことができた１年生でした。
（注）一昨年まで「収穫祭」として開催していましたが，当日日程編成の都合上，学習発表を切り離したため，昨年度から行事名を変えました。

いきいき 暮らしメモ
「冬のおやつに「ほしいも」のは？」
●来歴

ほうれん草の原産地は西アジア。イラン（ペルシャ）を経由してアジアでは東洋種が、
ヨーロッ

パでは西洋種が生まれました。日本への伝来は１６世紀の中頃で、現在は東洋種と西洋種の

手軽に食べられ、しっとりとした食感、もちっと程よく硬さもあり、じわーっと甘味が口の中に広がり
ます。後を引くおいしい冬のおやつといえば？干し芋ですね。

交配種が主流となっています。

サツマイモを収穫した後、しばらく熟成させます。それをふかして、皮をむいてスライスし、乾燥させる

●東川産しばれほうれん草の特徴

と、しっとり甘い干し芋の出来上がりです。

縮みほうれん草とも呼ばれる「しばれほうれん草」。東川町では北海道の方言「凍てつく」

を意味する “ しばれ ” を用いています。ほうれん草は寒気に当てることで凍結から身を守ろうと
葉を縮めます。そうすることで、夏のほうれん草より葉に厚みがでて、甘く、柔らかいが歯ごた

えのある食感になります。
●選び方

特に乾燥した晴天が続きやすい関東平野は干し芋を作るのに最適で茨城
県での生産が全国のなかでも非常に多くなっています。食物繊維も多く、栄
養面でも良いおやつです。冬に「ほしいも」のですね。

葉先がピンとみずみずしく、濃い緑色をした肉厚なもの。根の赤みが強く、切り口が大きいものを選ぶと良い

です。根本の赤い部分には骨の形成に重要なマンガンが豊富に含まれています。

一般財団法人日本気象協会

●檜山靖洋
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今回の特集記事にご登場いただきました「フレンドシップながさわ」
さんで取り扱っている「ＰＩＬＯＴ こすると消えるカラーボールペン12
色」と交換できる引換券を合計25名さまにプレゼント！
※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!

書いて、消して、また書ける。
独自開発の特殊インキです。

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28年1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13号（2015.Autumn）
「 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27年12月12日から平成28年3月11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13号（2015.Autumn）で「官製ハガキでチャンス！！」プレゼントに多くのご応
募・ご意見をありがとうございます。皆さんからの「お声」をご紹介します。
●東川町に移住する方にはそれぞれの思いがあり感慨深いものがあります。次回、ファーマーズ・カ
フェ風土に行くときは一層楽しめそうです。
（50代、女性）

◆おハガキありがとうございます。移住を決断するきっかけは十人十色なので
しょうね。東川町を大好きな人が更に増えてほしいです(^^)
●先日、東川町の実家で「東川米タウン」を見ました。今回はランチを食べに行っているので嬉しい
です。
（20代、女性）

◆本誌を手に取っていだだきありがとうございます。本誌を通じて読者の皆さま
と記事でご紹介した方々との間に新たな繋がりができることを願っていま
す！

ご融資・ローンを

組合員向けの金利に!
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 !

●前回、清酒「東川米」が当たり大変嬉しかったです。ありがとうございました。お酒の大好きな友達
と頂きました。美味しかったです。
（80代、男性）

◆喜んでいただき何よりです。日本酒は“百薬の長”と言われています。これか
らも清酒「東川米」をご愛顧いただけると幸いです。

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。

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

●農業後継者や町外からの就農者の紹介を通じて町民に知っていただき、多様な応援をすることで
町と農業の良さをＰＲできると思います。
（70代、男性）

◆貴重なご意見ありがとうございます。町民や消費者の皆さまの応援は東川農
業者が「がんばろう」と思えるパワーの源です！ちなみに組合員広報誌「てっ
ぺんだより」では農業者を特集でご紹介しています(^^)/

1,000 円相当

当JAの業績に応じて
出資配当も!

平成26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。

●「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。
●季刊東川米タウン 第14号 2015年12月12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）。

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

