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思うことはありましたかと尋ねまし

昨年新規就農をしたときに︑何か

います︒

太さんに師事しながら毎日頑張って

た友輔さんは父・貴樹さんと兄・翔

家の農場で働き︑昨年新規就農をし

旭川農業高等学校卒業後一年間実

ようになって来ました︒三年目の今

次の作業を考えながら仕事が出来る

動くことが多いけれど︑自分の中で

かり始めました︒まだ言われてから

期にこの作業をして︑というのが分

は︑なんとなく作業の内容やこの時

あるんだなと感じました︒二年目

知らないことや苦労している作業が

の仕事を実際にやってみて︑意外と

夜遅くでも仕事をしていますし︑今

ら︑堆肥生産組合の仕事が入ったら

ています︒家の仕事を把握しなが

に父の仕事をする姿はとても尊敬し

している姿を見て学んでいます︒特

ことも多いのですが︑二人が仕事を

﹁父や兄には︑言葉で教えられる

尊敬する父と兄の姿に学ぶ

からできるようになりたいです﹂

われてから行なうのではなく︑自分

～父と兄の背中を追いかけて～

た︒
年は︑作業に対する自分なりの考え
の時期は森林組合での草刈りの仕事

積極的・効率的な
農業者を目指す

﹁新規就農者激励会のときに︑
や︑こうしてみたらどうだろう︑と

農業者の一員として

やっと東川の農業者の一員になれた
など︑朝早くから夜遅くまで毎日自

へ

ながら話してくれました︒

いる姿に憧れます﹂と︑目を輝かせ

いう思いが少しずつ出来てきまし

来年からの目標を聞きました︒

気がしました︒身の引き締まる思い

高校生のときも︑積極的に家の手
﹁一つひとつの作業の効率を上げた

分たち家族のために頑張ってくれて

伝いとして農作業をしていた友輔さ
いと思っています︒トラクターの作

た﹂と語ります︒

んですが︑ 年前から本格的に農業
業や機械作業では︑綺麗に作業でき

青年部の活動も頑張ります。こ

趣味は車、ボウリング、ミニバレーでは東

を営むようになりました︒

でした﹂と話します︒

経営内容
水稲……………………23ha
蕎麦…………………… 3ha

川町のチームに所属している。

れからもよろしくお願いします。

年新規就農。父・兄に師事する。
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た時など︑効率よくできたんだと実

等学校卒業。卒業後1年間家業を手伝い、昨

年間の実感と来年からの目標
感します︒ちょっとした作業でも言

平成8年東川町生まれ。東川町立東川第二

﹁一年目のときは︑見ているだけ

小学校、東川町立東川中学校、旭川農業高

～明日への挑戦～

畑中
友輔

はたなか

家族構成（敬称略）
畑中 友輔……（本人20歳）
貴樹……（父 48歳）
美智恵…（母 49歳）
翔太……（兄 24歳）
幹夫……（祖父71歳）
あや子…（祖母68歳）

人物プロフィール
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稲穂の様子を見る

Shine
シャイン

(2）玄米による判定

JA水稲専任指導員 窪田の
高品質マキシマム東川米づ
くり情報 9月編

より正確な刈り取り判断は、玄米にして判定する手法が最適です。その手法は次の通りです。
① 生育中庸な3～5株を刈り取る。
② 脱穀して乾燥させ、籾摺り。（共済坪刈りサンプルを乾燥させても良い）
③ ふるい目で選別し整粒を数える。（白い粒を青粒と区別する）
④ 整粒歩合を調査した後、整粒80％となる日を予測する。
ア １日あたり3％程度（整粒60％以上は2％程度）の青米が整粒になるとして計算する。
イ 判定の結果、刈り取り適期が10日以上先の場合は再度判定を行なう。
ウ 着色粒がある場合は早めに収穫を開始する。

1.稲の生育
りました。

① 倒伏したほ場やいもち病に感染したほ場は、品質が低下しやすいので別収穫とする。
② 品質を高めるため、適正な二段乾燥を実施するとともに、的確な玄米調製・網目の選択・色彩選別機の効率的
な利用準備を行なう。
③ コンバインや乾燥機などの機械施設の点検と整備、清掃を行なうとともに、水田内のゴミや流入物を除去し異
種穀粒や異物の混入防止に努める。

しかし、茎数が少なくなったため穂数がやや少なくなりました。そのため㎡
当たり籾数がやや少なくなり、登熟に要する積算温度条件は平年より少なくな
ります。籾の黄熟度合いを確認し、刈り遅れの無いよう注意してください。

2.登熟積算温度条件

④ 異品種混入を回避するために、品種ごとの収穫・乾燥調製計画をたてる。

平年並みの籾数での登熟積算温度条件は、表１のとおりです。

4. 乾燥調製のポイント

表１

水稲の作業も終盤になります。品質の低下を防ぎ高品質の製品に仕上げてください。
① 異物混入防止およびコンタミ防止のため清掃・点検を徹底する。
② 胴割れ米を防ぐため急激な乾燥は行なわない。（毎時乾減率0.8～１％）
③ 二段乾燥を行なうことにより品質向上、作業の効率化が図られる。
④ 肌ずれを防ぐため、籾摺り作業は穀温が常温に下がってから行なう。

水稲刈取適期判定受付について

品種別の出穂期から成熟期までの積算温度の目安

品種名

積算温度

ゆめぴりか

980℃

ほしのゆめ

980℃

ななつぼし

1,000℃

今年の積算温度条件は表2になります。成熟期の見込みは平年並みの籾数で8月23日以降は平年値の気温を積算して

資材課入口にて受付、本部事務所ロビーにてお知らせします。

います。

期間：8月29日
（火）
～9月16日（土）
圃場の中庸な株を3～5株刈取り、品種・育苗方式・刈取り日を記載の上提出してください。

表2

主要品種の出穂期と登熟温度

判定に要する期間は、受付日から2営業日後となります。

品種名

出穂期

8月23日までの積算温度

成熟期見込み

ゆめぴりか

7 月 22 日

663℃

9 月 10 日

ほしのゆめ

7 月 24 日

618℃

9 月 13 日

ななつぼし

7 月 24 日

618℃

9 月 14 日

適期刈取判定に関するお問い合わせは指導課（82-2172）へご連絡ください。

今年こそ出来る秋の土づくり
来年度の高品質米生産に向けたほ場管理を行ないましょう。

3.適期刈り取り

稲ワラの処理

出穂からの積算温度条件を参考にして、穂の黄熟程度や玄米にして適期を判断してください。

稲ワラの搬出で東川の米産地の意気込みを見せましょう。

(１）ほ場の観察

稲ワラを搬出することによって

本年は㎡当たり籾数の低下と気象条件から、登熟が良好で、成熟期は平年に比べ早まりそうです。出穂後40日

① 春先にほ場が乾燥しやすい。

頃からほ場を良く見回り、生育中庸な株2～3株を手に取り黄化籾の割合を確認し、遅れ穂を除いた１株の穂の黄

② ワキを軽減し、初期生育が向上する。
③ 生育の後まさり傾向が抑えられ低蛋白米の生産につながる。
などが挙げられます。大旨3年に一度搬出しましょう。
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JAひがしかわ

7月中旬まで生育が遅れていましたが、その後の高温で出穂期が平年並みとな

(3）収穫に当たっての注意事項

5

営農
情報

化籾率が90％に達したら刈取りを開始します。
写真１

稲ワラの搬出作業

収穫適期期間は黄化籾率が90～95％となる約7日間です。割籾の多い品種（ほしのゆめ・ななつぼし）は茶米
や紅変米が発生しやすいため、収穫の適期幅が狭くなりやすいので注意が必要です。
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7/

JA野菜専任指導員 田中の
高収益ブリス野菜づくり情報 9月編
9月の気象経過は、平年15日以降、平均気温で15℃を下回り、最低気温も10℃を切ってきます(表－１)。日照時間も
6月に比べ、2割程度短くなります。
①気温の低下に応じて品目ごとの適温確保を図り、生育促進に努めましょう。
②換気により湿度低下を図り、病害の発生を防ぎましょう(表－2)

ピーマン
• 日照時間が短くなり、果色が淡くなるので、果実に光が十分当たるようにしましょう。
• 気温の低下により、土壌からの吸水量が減少します。気象条件と生育にあわせた灌水を行ないましょう。
• アブラムシ類・ハダニ類・アザミウマ類の発生には引き続き注意し、発生予察と適期防除に努めましょ
う(写真)。

ル～

トマト

エー
からの

性部
～JA女

• 気象条件と生育にあわせた灌水を行ない、急激な土壌水分の変化を避けましょう。
• 気温の低下にともない裂果の発生が多くなります。最低気温12℃以上を確保し、果皮の硬化を防ぐとと
もに、こまめな湿度管理や灌水開始の変更を行ないましょう。

今年も恒例になります、写真甲子園の季節を迎え、盛況のうちに無事終了しました。
写真甲子園出場生徒をはじめ、それを支えるスタッフのために、JA女性部の皆さんで炊き出
しの支援を行ないました。
7月25日のメニューはひがしかわサラダのピーマンを使った三色丼弁当と、軟白長葱たっぷり
のスープ。三色丼にはミニトマトも添えられ、彩り豊かなお弁当に皆笑顔で食べていました。
28日の昼食にはおむすび、豚汁、夕食では田園そばを含むオリジナルオードブルと、とって
もカラフルな食事でした。トレーいっぱいのおむすびと、東川の野菜をはじめ具沢山の豚汁、
華やかなオードブルに歓声が上がるほどでした。この日は、JA女性部が中心となって400個
（200人前）のおむすびを握ったそうです。
全国から東川町へ訪れた写真高校生たちは、東川

露地長葱 ・降雨後に滞水する圃場は溝切りなど排水対策に努めましょう。
ほうれん草
• 気温の低下により伸長が悪くなるので9月10日以降の播種を行なう場合は、被覆や加温により生育を促
進させてください。

寒締めほうれん草
• 朝霧・冬霧7
9月5～20日頃
• ※播種が9月15日以降になる場合は、天候や生育状況を見ながら、生育後半は被覆等を検討しましょう。
• 朝霧はべと病抵抗性レース4のため、発生に注意し初発の防除を心がけてください。

軟白みつば
• ハウス内での菌核病の発生により、収量に影響を及ぼします。
• 9月中に圃場での薬剤防除を行ない、ハウス内への持ち込みを防ぎましょう。

米をおなかいっぱい食べて、過酷な3日間を乗り越
えました！
2017年の優勝高校は、近畿ブロック代表・和歌

9月の平年気温推移
9月の平年気温推移
平均

最低

25.0

山県立神島高等学校でした。

20.0

おめでとうございます！

15.0

来年はどのようなドラマが繰り広げられるのか、

10.0

今から楽しみです。

最高

℃

5.0

1旬

2旬

3旬

4旬

5旬

6旬

ピーマンに寄生するアブラムシ

注意すべき病害

作

7
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物

病

気

発生環境

トマト

灰色カビ病

気温 20 度前後で湿度が高く、換気不十分なハウスに発生が多い

ピーマン

灰色カビ病

低温、多湿条件、降雨が続くと発生しやすい

露地ねぎ

べと病

気温 15℃前後で多湿条件、排水不良圃場に多い

ほうれんそう

べと病

8 ～ 18℃の比較的低温条件、曇天と降雨が続いた条件で発生が多い
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話題満載 ! 今月の

7/18 トマト出荷最盛期

～トマト部会青空教室～

7/29 映画監督とキャスト再び東川へ

～東川米購入キャンペーン抽選会～

7月18日、JAひがしかわ青果集出荷場にて、
上川農業改良普及センター大雪支所による、ト
マト部会青空教室が開催されました。
現在発生している病害虫状況の報告と初期発
生時の症状や対策が説明され、出荷最盛期を迎
えるトマトの管理について注意が促されまし
た。また、青果課からは出荷基準の目ぞろえが
行なわれ、今後出荷するトマトについて説明が
行なわれました。

6月下旬～7月28日まで全道と関東で開催された映画「写真甲子園〜0.5秒の夏〜」全国公開
キャンペーンの抽選会が、どんとこい祭り会場で行なわれました。

8/5 今から生前整理をしましょう

をさま

～女性部主催教育文化活動～

8月5日、女性部主催による教育文化活動
「順番も大事！片付けからはじめる「あった
かい生前整理」」のワークショップが開催さ

映画「写真甲子園」の菅原浩志監督や出演したキャスト、関係者らがキャンペーン当選者を抽
選しました。
第2回キャンペーンの開催も10月中旬から開始が決定しました。もう一度東川米1年分をはじ
めとした豪華景品が当たるチャンスです!!どんとこい祭り会場では、同時に映画前売り券購入
キャンペーンも行なわれました。
映画の前売り券を会場で購入し

れました。

たお客さまに、1等・東川米1年

講師として一般社団法人生前整理普及協会

分が当たるチャンスです。

竹腰美春さまをお迎えし、当日は様々な年代

家族人数分のチケットを購入さ

の男女約50名が生前整理の考え方やレジュメ

れるお客さまもいて、ガラポンを

を用いた実践を通して、生前整理を行なう必

まわす様子に大変盛り上がってい

要性や考え方、実際の生前整理の仕方などの

売状況や市況についての説明や、出荷規格の
説明がありました。
JA指導課・田中専任指導員からは、新種
「ゴールドラッシュネオ」についての生育調
査報告と、アブラムシの防除の徹底について
注意喚起が行なわれました。

6

おしらせメール

ロンさまをお迎えして、スイートコーンの販

7

プラントの解体が終了しました。

8月5日、JA青果集出荷場にて株式会社エプ

月から行なわれていたプラントの解体工事が
月末をもって終了しました。
近隣住民の方々のご理解とご協力に感謝いた
します。

～スイートコーン部会～

ました。

玄米センター補修工事が行なわれ
ました。

8/5 甘いトウキビ出荷に向けて

色選機をセン
ター内に移動
し、新しい自主
検査装置を導入
しました。
より効率の良
い玄米受入態勢
を目指します。
今年の玄米受入体制等については、米穀課よ
り説明があります。

ポイントを学びました。

抽選を行うコープさっぽろ 中島専務（写真左）と樽井組合長（写真右）

定点で撮影した、解体開始時点（上）と、解体後
新しく導入した自立検査装置

9
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話題満載 ! 今月の

7/27・29 主要取引先の皆さまが表敬訪問されました

8/8 東川町の名水と、ひがしかわサラダ大玉トマトがテレビ取材

7月27日（木）に大榮産業株式会社（愛知県名古屋

8月8日、HTB（北海道テ

市）の伊藤社長、赤司部長、犬飼課長が来所されまし

レビ放送）の東川町特集取材

た。伊藤社長から「東川米は、その美味しさから中部

が行なわれ、JAひがしかわ

圏エリアでも非常に好調な売れ行きです。29年産米に

ではトマト部会長蓼原俊太さ

ついても主食用、加工用米ともに出荷量増大を是非と

んが取材を受けられました。
レポーターの方は蓼原さん

もお願いします」との要望をいただきました。

のトマトハウスで採れたての

右から犬飼課長・赤司部長・伊藤社長・樽井組合長・馬場専務・宮﨑参事

トマトを美味しそうに食べた
りと、笑顔で取材されていま

7月29日（土）に生活協同組合コープさっぽろ（札

した。

幌市）の中島専務、菅原地区長が来所されました。

ハウスでトマトを食べるレポーター（右）と蓼原俊太さん（左）

蓼原俊太さんと、当JA渡

中島専務から、「東川産農産物のさらなるブランド

辺職員がインタビューを受け

化を図るため、そのための支援は最大限させていた

る様子や、ひがしかわサラダ

だきます」との激励のお言葉をいただきました。ま

について紹介する様子など、
東川町農業の魅力いっぱいの

た当日は、どんとこい祭り会場で行われた映画「写
真甲子園〜0.5秒の夏〜」全国公開キャンペーンの抽
選会にもご協力いただきました。

取材となりました。

右から菅原コープ旭川地区長、中島専務、樽井組合長、

取材の様子については、8

宮﨑参事

月26日（土）HTB「イチオ
シ！モーニング」（朝6：30

8/18 板谷前会長お疲れさまでした

～）にて放送されました。
～板谷重徳さま感謝の集い～

8月18日、長年東川町の農業のため勤めてこられ、ホクレン副会長および初代東川町農業協同
組合会長をご勇退された板谷重徳さまの感謝の集いが開催されました。

実りの水田を背景に、ひがしかわサラダのサラダを食べる。
（写真右は当 JA 渡辺職員）

和やかな雰囲気の中で会は開かれ、板谷さまはテーブル一つひとつを回り、職員一人ひとりと
思い出話やこれからの農協を担う若い世代の職員と共に、会話に花を咲かせていました。
15年間、本当におつかれさまでした。

JA職員、共同選果のお手伝い

～ひがしかわサラダ出荷最盛期～

ひがしかわサラダ出荷最盛期、JA職員ら
は共同選果場にてトマトやピーマン等の選果
作業を行ないました。
普段は事務所にいる職員も作業員の皆さん
に混じって、一生懸命作業をしていました。
選果に参加した職員は「初めての仕事で戸惑
うことも多かったけど、選果場の作業員さん
たちが親切に教えてくれました」「農家の皆
さんは、毎日この作業をしているんですね、
尊敬します」と、とても勉強になったと話し
ていました。
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2017

9 月の予定

■理事会の動き

1

金

2

土

3

日 資材課営業（午前8:30～正午）

4

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

5

火

6

水

7

木

8

金

9

土 資材課営業（午前8:30～正午）

10

日 資材課営業（午前8:30～正午）

11

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

12

火

13

水

14

木

15

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

16

土

17

日 ATM休止（コンビニ・ネットバンク含む）

18

月 敬老の日

19

火

20

水

21

木

22

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

スタンド通常営業

平
日 午前7:30～午後7:30
日曜祝日 午前8:30～午後5:00
洗車割引キャンペーン（スタンド）
卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

【議決事項】 日

時

｢第10回 理事会｣
平成 29 年 8 月 18 日（金）

議案1号
議案2号
議案3号

洗車割引キャンペーン（スタンド）
資材課営業（午前8:30～正午）

平成29年産東川米取扱方針について
JA全国監査機構監査報告について
就業規則の一部変更について

洗車割引キャンペーン（スタンド）
卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）
洗車割引キャンペーン（スタンド）

洗車割引キャンペーン（スタンド）

洗車割引キャンペーン（スタンド）
資材課営業（午前8:30～正午）
ATM休止（コンビニ・ネットバンク含む）

資材課営業（午前8:30～正午）

〈お詫びと訂正〉
8月号で一部語句の誤りがありました。ここにお詫びして訂正させていただきます。

洗車割引キャンペーン（スタンド）

23

土

24

日 資材課営業（午前8:30～正午）

25

月

26

火

27

水

28

木

29

洗車割引キャンペーン（スタンド）
金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

30

土 資材課営業（午前8:30～正午）

◆P13 旭川プロレス旗揚げ戦開始時刻

（正）11時30分

謹んでお悔やみ申し上げます
上岐登牛区 菅沼 キヨ 様 93 歳 7 月 28 日 ご逝去
11区 樋口 順子 様 87 歳 8 月 2 日 ご逝去

●葬儀・法要のご用命は・・・24 時間フリーダイヤル
洗車割引キャンペーン（スタンド）

2017

10 月の予定

JA事業推進係

0120 － 82 － 2125 へ

組合員の推移（平成29年7月末現在）

1

日

2

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

3

火

4

水

スタンド通常営業

平
日 午前7:30～午後7:30
日曜祝日 午前8:30～午後5:00
資材課営業（午前8:30～正午）

正組合員戸数

493

（前月比

〒071-1495

（誤）1時30分

洗車割引キャンペーン（スタンド）
秋分の日

北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号

TEL0166-82-2121

戸

変動なし）

正組合員数

557

（前月比

発行所/東川町農業協同組合

准組合員数

名

変動なし）

責任者/樽井

功

1,057

（前月比

名

− 1 名）

編集者/営農販売部 営農課
大雪清流てっぺんだより
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