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～農業の魅力～

学ぶ気持ちを
忘れずに
別世界からの飛び込み
高校を卒業してから 年間︑東川

33歳）
いずみ（妻

大（長男 2歳）

こ う だ い

が︑曽祖父から代々受け継がれてき
一筋のサラリーマンでした︒﹁忙し

旭人さんは農家になるまで仕事

とができ︑合理的に仕事が進む﹂

より作業時間・量の効率化を図るこ

さんも仕事に携わり﹁作業の分担に

年に﹁株式会社ファームＭＩ・Ｎ

た農家としての道を自分も歩み︑繋
くてなかなか自由な時間がなかっ

が︑現在は旭人さんが中心となり営

らず補助的作業が主な仕事でした

農家になり間もない頃は機械に乗

について話してくれました︒

えて決めました﹂と就農のきっかけ

うという気持ちと︑両親の年齢を考

きたけれど︑この土地を守っていこ

今が充実していること︑そして農業

外にもたくさん得ることがある﹂と

て︑農業の情報はもちろん︑それ以

なったからこそ知り合えた仲間がい

を大切にできています﹂﹁農家に

裕ができて︑今は〝家族との時間〟

時期はあるけれど︑少しは時間に余

その頃と比べて﹁農家にも忙しい

いきたい﹂と続けました︒

る﹂と話し︑﹁自分も更に努力して

ながらの共同経営は必要になってく

なるのではと思っています︒協力し

けで農業を行なっていくのは難しく

そして今後に向けて﹁自分の力だ

平成26年度青年部代表監事、今年度から
蔬菜青年部部長を務める。

25

へ

のメリットだといいます︒

思の共有ができること﹂が共同経営

農を行なっています︒農業の難しさ
には魅力があることを教えてくれま

旭人さんの父︑泰光さんは平成

について﹁途中まで上手くできてい

﹁ずっとサラリーマンとして働いて

いでいきたいと平成

年に就農︒

もまた勉強︒１つずつ学んでいきま

パセリ………………… 0.8a

Ｏ・ＲＩ﹂を設立し︑生産者３戸で

サンチュ……………… 4.9a

す﹂︒

水稲…………………1680a

共同経営をスタートしました︒旭人

経営内容（共同経営含む）

大切な時間

倖

人（本人34歳）

﹁営農を行なっていく中で意見・意

を出て働いていた旭人さんでした

あ き ひ と

旭

本
滝

した︒

動車の車両整備士を経て、平成24年に就農。

りを進めてほしいです。

若い職員が働きやすい職場づく
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家族構成（敬称略）

た﹂そう当時を振り返ります︒

趣味はドライブ、子どもと遊ぶこと。

ても︑天候の影響等で作物がだめに

校を卒業後、トヨタ自動車に就職。自衛隊、自

わさびな……………… 0.8a

チマ・サンチュの収穫作業
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今後を見据えて

学校、東川町立東川中学校、旭川実業高等学

～明日への挑戦～

6東区

なってしまうこともある﹂と話しな

昭和57年東川町で誕生。東川町立東川小

あきひと

たきもと

滝本
旭人

がらも気持ちは前向きです︒﹁それ

人物プロフィール

別ショット。ポーズを変えて

Shine
シャイン

平成29年

祝 成人式

梅井 健汰さん（北町3丁目）

おめでとうございます

森谷 南美さん（北町３丁目）
①米・水
②みんなを笑顔にできる人
③これからも
迷惑をかけますが
親孝行します！

1

月

9

29

日、東川町文化芸術交流

名が

77

センターにて平成 年成人式が開

名中

124

催され、東川町の新生人（国外か

らの研修生を含む）

参加しました。

新成人の皆さんは華やかな振袖
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ました。新成人自己紹介では、そ

③家族へ一言

れぞれの今、未来について希望溢

②将来の夢（目標）

れる発言が多く聞こえました。

①東川町といえば

本年も、当ＪＡの取材に協力し

氏名（現在の行政区）

ていただいた皆さまをご紹介いた

します。

～質問内容～

①水
②ホテルマン
③北海道を離れますが
しっかり仕事をするので
安心して下さい

川原 将史さん（2東区）

片澤 誠さん（4北区）

①水
②仕事をしっかりする
③今までありがとう
ございます

①米
②今の仕事をしっかりする
③今まで育ててくれて
ありがとう

稲場 匠さん（6東区）

片山 祐貴さん（11区）

①水が美味しい
②怪我なく生きる
③今までありがとう
ございます

①水
②ダーツのプロ
③今までありがとう

石田 颯さん（11区）

宇山 知希さん（12北区）

①自然
②日本を守る
③俺についてこい！

①米・水・山
②金融系の職に就く
③これからもよろしく
お願いします

菊地 秀さん（17区西町）

畑中 公輔さん（南町2丁目）

①米・水
②優しい人
③迷惑をかけず、
頑張ります

①水
②農家を継ぐ
③これからもよろしく
お願いします

江添 創一さん（21区）

河治 らんさん（30区）

①米が美味しい
②資格をとる
③これからも
よろしくお願いします

①米
②看護師
③これからも
よろしくお願いします

津谷 咲絵さん（33区）

児玉 真悟さん（34区）

①水
②幸せな家庭をつくる
③いつもありがとう
ございます
心から愛しています！

①自然
②旅をする
③今までありがとう

畑中 友輔さん（東雲）

梶畑 佐奈さん（東雲）

①水が美味しい
②兄弟で農家を継ぐ
③今まで育ててくれて
ありがとう

①地下水
②管理栄養士
③20年間お世話になりま
した
これからもよろしく
お願いします

大雪清流てっぺんだより

2017/2

4

ハーブ部会（平成28年12月9日）
平成28年度は春先の雪解けが早かったこともあり、計画通りに播種する事ができました。出荷

蔬菜園芸研究会

各部会総会の総括

計画比は年間で98％となりほぼ達成しています。平成29年度は計画達成できるよう部会で協力
し、特に需要期である8～9月の出荷量増量を目指します。また、今年度は新たに共同選果を取り
入れましたが、コスト低減に向けた課題等残されておりますので、引き続き試験を行ないます。

ピーマン部会（平成28年12月12日）
平成28年度は新規に3名の作付者が加わり部会役員中心となって指導・情報共有し、共同選果
2年目として利用者も拡大しました。春先は高値で取引され他産地と出荷が重なる7～9月は低迷し
ましたが、10月は平年より高値で推移しました。
平成27年度に引き続き天敵資材試験を実施しましたが、被害は抑制されており防除回数は減っ
て作業の省力化に繋がったと非常に良い結果でした。
共同選果での課題が大きく見えた年であり、平成29年度においては使用方法や規格について利用者と再度確
認しながら取り組んで参ります。

養液栽培部会（平成28年12月15日）
平成28年度はサンチュについては年間通して出荷量は少なく出荷先を縮小して販売して
おりましたが、特に9月以降は極端に減り欠品状態が続きました。需要期である8月・9月の
出荷量を増やすべく植え替えのタイミングやリレー出荷を確立させる事が課題となっていま
す。安定した所得確保に向けてトップバリュ用ＦＧでの出荷も継続していきます。
パセリについては他品目（スイスチャード）への切り替えが行われている事から年々作付・出荷量は減ってい
ますが、8月以降については病気の発生もあり極端に減少しました。次年度の課題としてしっかりと防除を行な
い、継続安定出荷を実現していきます。

JA

蔬菜園芸青年部（平成28年12月17日）
平成28年度には活動方針と部会目的意義の原点を見つめ直し、農業経営に必要な技術と知
識の習得することを目的にキャベツの共同生産事業を行ないました。事業の狙いであった「管
理時間の短縮」
「収入減少リスクの軽減」などについては品目をキャベツ単作としたことで、他

の作業との重複を回避できたことから積極的に部会員が参加することができ、事業開始初年度としては野菜生
産技術の習得ができ良い経験となりました。
平成29年度については、蔬菜園芸青年部員は１人１人が野菜生産のプロとして生産活動を意欲的に行ない、作
物生育の最適環境（土づくり・温度・湿度等）を中心に知識習得の他、栽培技術向上を目的とする共同生産事業
を継続して実施します。また圃場での学習会と合わせて、農業経営者に必要な知識や情報の習得を目的とした
農業経営分野における座学会などを複数回開催して参ります。

ブロッコリー部会（平成28年12月20日）
平成28年度は8月に上陸した台風の影響で水没した圃場があり出荷に影響がありました。排
水対策を行なう事により出荷量は減少しますが、継続的に出荷出来る事からしっかり排水対策
をした上で生産して参ります。また、単価の高い8～9月は出荷量も少なく非常に作りにくい時期
になりますが、圃場条件や出荷時期にあった品種を選定し収量の増加を目指します。
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トマト部会（平成28年11月18日）
平成28年度の販売環境については近年稀にみる厳しい年となりましたが、東川産大玉トマトにつ
いてはＦＧ規格を中心に出荷を行なっていることにより、相対販売を確立させ、販売単価を維持する
ことができました。
共同選果事業については品質面で各市場より高く評価されており、秀品・優品のブレがなく、新規販売先への商
談材料となっています。しかし、出荷最盛期（8月）と需要期（9月・10月）の出荷数量の幅が大きくなってしまう事に
より、安定した流通が困難になってしまった時期がありました。平成29年度の課題としては需要期の出荷数量安定
化が挙げられます。対策として7月に定植、出荷ピークが9月に来るよう試験を行ないます。7月定植については過去
の実績がないことから、高温期に安定的に作業ができるよう品種試験についても同時に行ないます。
アイコについては販売先が確立されているため、残る課題としては定植時期を分散させることによる安定した
リレー出荷となっております。生産者１人１人が責任を持ち、部会一丸となり課題に取り組んで参ります。

スイートコーン部会（平成28年11月22日）
平成28年度より鮮度保持フィルム（Xtend）を内袋として導入することにより格段に品質保持・食味
評価が上がりました。また、収穫・選果作業を軽減させるためのコンテナ規格も継続して行ない、安定
した出荷が出来ました。
販売については新しい取り組みとして早朝の航空便で出荷をし、関東の量販店へ納品を行ないました。当日収
穫されたスイートコーンが当日に店頭へ陳列され、消費者に食べていただけるという今までにない良い取り組み
となりました。取引先からも高評価を受けていますので平成29年度についても継続的に行なって参ります。

長葱部会（平成28年11月29日）
軟白長葱は6月中旬より出荷開始され、7月上旬には他産地の出荷も始まり相場環境が低迷する中で、
当産地は相対販売を主軸として行なっている事から安定的な販売を確立させ、昨年度の課題であったリ
レー出荷も改善し、順調に各取引先へ納品することが出来ました。露地長葱は連続した台風の影響で北
海道内大産地の大きな被害により弱かった相場も変動し、安定した単価で販売出来ました。
次年度は病害虫をカバーする品種や収穫適期に合った品種の選定を実施します。また、継続して地中に堆積し
た肥料成分を明確にし、基肥を削減する減肥試験を取り入れコスト削減や病害虫被害の抑制を目的とします。

ほうれん草部会（平成28年11月30日）
平成28年度は年間通して葉物野菜は高値で取引されましたが、度重なる台風の影響もあり、収
量は落ち込みました。また、
「タイベック」という資材を使用してほうれん草の発芽率を向上させ
る試験を行ないました。資材代が発生しますが、夏の暑いときにでも出荷できる体制にすべく継
続して試験して参ります。小松菜についても暑い時期のトロケや黄変を回避すべく品種を変更し
て作付したところ、クレームもなく市場評価も高かったので継続して良品作りを目指します。
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販売課より
東光食品株式会社様が来所、東川米ブランドへのご支援の言葉をいただく
1月20日（金）、東光食品株式会社（神奈川県川崎市）より渡川社長と坂田課長の2名が来所されました。
東光食品株式会社は、首都圏を中心に81店舗を展開する東急ストアの関連会社で、その富裕層が多い地域
を中心に精米事業や炊飯事業を展開する企業です。

ホクレン農業協同組合連合会米穀事業本部（札幌市）の皆さまが表敬訪問
1月13日（金）にホクレン農業協同組合連合会米穀事業本部（札幌市）の皆さまが表敬訪問されました。
米穀事業本部は、道産米の集荷・販売や品質管理、産地情報の収集・発信やＪＡ生産販売計画の企画提
案、品種・用途別の作付誘導や優良種子の供給、パールライス工場の運営など、北海道米を全国のお客さま

東川米の販売は平成23年産より開始され、
「東川米ゆめぴりかは、非常に美味しい！」と評価いただき、
年々右肩上がりで販売数量が拡大しています。しかしながら、28年産米では収量不足や品質面（乳白・腹白
の発生）の影響もあり、要望数量に応えられない状況となっています。

に安定してお届けするために、ＪＡや関連機関と連携し、一貫した事業管理体制のもとで名実ともに日本一
と評される「米どころ北海道」の実現に向け取り組まれていますホクレン本所の専門部署です。
このたび、日々刻々と変化するコメ市場や業界動向などの情報提供や、ＪＡひがしかわとホクレンによる東

現在、東川米は白米を中心に販売されていますが、東急ストアプレッセ田園調布（高級店）では、弁当やど

川米の複数年契約取引のメリット措置、水張り面積の維持・拡大を目指す施策展開など、今後ともＪＡ組織

んぶり等のお米として採用され、順調に販売されています。今後、プレッセ東京ミッドタウン六本木店にも導

間連携を強化させ、さらなる生産者所得の増大に向けた取り組みを積極的に行なっていくことを確認いたし

入予定で、今年の春以降には新たな商品展開がされる見込みです。このため、29年産では「ゆめぴりか」を中

ました。

心に「ななつぼし」を含め取扱数量の拡大を強く要望いただきました。
渡川社長より「目指していただき
たいのは、27年産米から新たに取
り組んでいる“高品質マキシマム東
川米生産運動（蛋白6.5％以下）”
を展開し、良食味米をより多く生産
していただくことです。
今後、真の東川米ブランドが確
立できるよう、そのための支援は最
大限させていただきます！」と産地
への激励のお言葉をいただきまし
た。

右から南主食課長・駒形米穀総合課長・八巻パールライス販売課長・花田パールライス量販店販売課長、佐藤旭川支所米穀課長

木村旭川支所米穀課係長
米穀企画課

右から渡川代表取締役社長、坂田仕入課長

ホクレン事業本部

組織図
米穀総合課

東急ストアプレッセ田園調布店で販売されている「東川米を使用した弁当」

米穀部

米穀生産課
主食課
原材料課

米穀事業本部
管理本部

農産事業本部
てん菜事業本部

理事会

会長・副会長
専務・常務

参

事

パールライス部

パールライス販売課
パールライス総合課

酪農畜産事業本部
資材事業本部

農業総合研究所

資材事業本部
生活事業本部
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話題満載 ! 今月の

1/17・18 交流の輪を広げる

平成28年度 東北・北海道地区JA青年大会

元気に頑張ります！

話題満載 ! 今月の

ピクトグラム

JA職員2名が成人に

1月17日〜18日の2日間、札幌市に
よ

し

か

おいて「平成28年度 東北・北海道地

平成29 年は当ＪＡ職員の谷 佳 志香（販売

区ＪＡ青年大会」が行なわれ、当JA

課）、長澤 京 香（管理課）の2名が成人となり

から青年部部員5名が参加しました。

ました。

1日目は開会宣言・綱領朗唱の後
「JA青年の主張発表大会」が行なわ

きょうか

ピクトグラム・トピックスは、タイトル部分を3
つの色で見やすく分類。さらに記事を6つのカテゴ

これからも組合員の皆さまのために笑顔で

リーに分けて、活動を〝見える化〟します。これを
もとに今後の活動などに活用して参ります。

頑張ります！

れ、選ばれた代表者7名が発表を行な
いました。続いて「JA青年組織活動

タイトル分類

実績発表大会」の代表者7名による発
綱領朗唱

表では、北海道代表として出場した方

青年部

が最優秀賞に選ばれました。夜には情報交換会が行なわれ、他地域の部員との交流を深めまし

女性部

記事カテゴリー

た。

東川町稲作研究会

2日目は「ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ」のリーダー 森崎博之氏による「生きることは食べること」と題して

JAひがしかわ青年部

記念講演が行なわれました。同氏は現在テレビ放送されている「あぐり王国ＮＥＸＴ」の紹介を交え

JAひがしかわ

ながら、北海道のみならず全国の子どもたちに農業の魅力を広げたいと意気込んでいました。

ＪＡひがしかわ温泉湯治

その他

東川町蔬菜園芸研究会
JAひがしかわ女性部
その他

左から谷職員、長澤職員

12/13 女性部桜の会研修旅行

富良野でゆったりと過ごす

女性部の世代組織活動の「桜の会」では、研修
旅行として会員7名が富良野のカントリーテラス
コロポックルにて羊毛クラフト体験を行ないまし

1 月 10 日～ 1 月 13 日、層雲峡ホテル大雪にて

た。

「平成 28 年度 温泉湯治」が行なわれました。1 泊

羊毛をフエルトの台紙に針で刺し込む地道な作

2 日・2 泊 3 日・3 泊 4 日の 3 プランが用意され、

業に参加者達は指を差さない様に集中しながら、

合計 66 名の方が参加されました。
参加者の方たちは「カーリンコン大会」や「パー
クゴルフ大会」で体を動かしたり、カラオケや映画

みんなで黙々と羊毛クラフト体験

も2時間かけてそれぞれの思い描いた通りに作品
パークゴルフ大会

鑑賞・温泉を楽しむなど、充実した時間を過ごして

が完成しました。「持って帰って作品を見せた
時の家族の反応が楽しみ」と話していました。

いました。

その後はふらのラテールにて昼食をとり、日

また、12 日には教育文化活動の一環として、健

頃の疲れを癒しました。開催時期の関係で少人

康管理士蔭山 善昭氏による健康増進講座「笑いは

数での旅行となりましたが、その分、お一人お

健康のもと～健やかに生きるために～」に多くの方
が参加され、たのしい講演に聞き入っていました。

時には会話が盛り上がって手元が進まないながら

ひとりとの交流が一段と深まり、楽しめた様子
カーリンコン大会

でした。

すてきなオリジナル作品ができました

健康増進講座
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2017

2 月の予定

1

水 スタンド通常営業 平日土曜 午前7:30～午後6:30

2

木

3

金

4

土 立春

5

日

6

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

7

火 蔬菜園芸研究会総会（午後1時30分〜）

8

水

9

木

日曜祝日 午前8:30～午後5:00

節分
農事組合長会議（午前9時30分〜）

10

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

11

土 建国記念の日

12

日

13

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

14

火 聖バレンタインデー

15

水

16

木

17

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

18

土

19

日

20

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

21

火

22

水

23

木

24

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

25

土

26

日

27

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

28

火

読んで役に立つ！面白い！誌面を紹介します。
●購読のお申込みについて

2,520円（税込）

1ヵ月

※お近くの新聞販売店からお届けします。

82-2124

お申込み先：営農課

お世話になりました
経済部 機械燃料課

金融共済部 金融課

福井

佐藤

節子

和代

●平成29年1月31日付退職

●平成29年1月31日付退職

謹んでお悔やみ申し上げます
2017

3 月の予定

1

スタンド通常営業 平
日 午前7:30～午後6:30
水
日曜祝日 午前8:30～午後5:00

2

木

3

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

4

土

5

日

6

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

7

火

8

水

9

木

ひな祭り

〒071-1495

日本農業新聞の購読のお勧め

4 北区

酒井

利幸

様

80 歳

12 月 31 日

ご逝去

3区

吉岡

秀雄

様

97 歳

1月 1日

ご逝去

●葬儀・法要のご用命は・・・24 時間フリーダイヤル

JA事業推進係

0120 － 82 － 2125 へ

組合員の推移（平成28年12月末現在）
正組合員戸数

493

（前月比

北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号

TEL0166-82-2121

戸

− 2 名）

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

− 2 名）

責任者/樽井

功

1,034

（前月比

名

＋ 7 名）

編集者/営農振興部 営農課
大雪清流てっぺんだより
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