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第 6 回ＪＡ北オホーツク通常総会
○第６回ＪＡ北オホーツク通常総会
○退職・新採用のお知らせ
○ＪＡ北オホーツク女性部第６回定期総会
○北オホーツク農業担い手対策協議会設立総会
○座学研修 dairy-school 開講
○酪農体験実習生受け入れ
○理事会のうごき、市場案内
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子会社の決算報告について

▼報告事項三

について

労働保険事務組合の平成
年度徴収・納付状況の報告

▼報告事項二

ＪＡバンク基本方針の変更
について

▼報告事項一

通 常 総 会
▼議案第一号
定款の一部変更について
▼議案第二号
信用
 事業規程の一部変更に
ついて
▼議案第三号
平成
年度事業報告、貸借

対照表、損益計算書、剰余
金処分案、附属明細書およ
び注記表の承認について
▼議案第四号
平成
年度事業計画の設定

について
▼議案第五号
土地
 改良法に基づく土地改
良事業の実施について
▼議案第六号
平成
年度賦課金の賦課及

び徴収方法について
▼議案第七号
役員報酬の支給について

議案の審議終了後に附帯決
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議案として、ＪＡ北海道大会

る特別決議を河原靖幸青年部

千田

昭博

礼治

副部長が読み上げました。
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なお総会開始前には、乳質

横石

㈲ブルーグラスファーム

旬全ての検

森田

てクリアした方に優秀賞を、

石田
体細胞

１・５万以下をクリアした方

旬で体細胞

・４万以下・生菌１・５万

へ 優 良 賞 を、

以下をクリアした方へ奨励賞
の表彰を行いました。

優秀賞・優良賞・奨励賞に

表彰された方は次の通りとな
っております。

㈱伊吹牧場

・ ４ 万 以 下・ 生 菌

査において、体細胞

改善協議会より

・０万

特別決議を読み上げる河原青年副部長

北オホーツク農業協同組合
第６回

日

北オホーツク農業協同組合
第６回通常総会が、４月
㈮に興部町中央公民館におき
まして開催されました。
午前９時から受付が開始さ
名、書面

名、合計１４６名

名、委任

れ、正組合員２１４名中、本
人出席
議決出席
となり定足数を超えたので開
会宣言が行われました。
はじめにＪＡ綱領を全員で
朗唱し、続いて吉田隆好組合
硲一寿氏、雄武町長

長の挨拶、来賓を代表して興
部町長
伊藤慎治氏よ

中川原秀樹氏、ＪＡ北海道信
連北見支所長
りご祝辞を賜り議事に移りま
議長には、雄武地区より坂

した。
口和彦氏が選任され、議案第
一号から議案第七号までの説
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明及び審議を経て原案通り可

30

19

決承認されました。
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第６回通常総会を終えて
北オホーツク農業協同組合

にあわれました。心よりお

見舞い申し上げて、今後の

早期復興と営農再開を心よ

り御祈念申し上げるところ

で御座います。

育不良が続き、収穫が大変

年１月トランプ大統領就任

勢でありますが、２０１７

吉 田 隆 好

測史上、関東では、最低気

懸念されたところでした

代表理事組合長
北オホーツク農業協同組

温を更新したところでござ

で始まり

さて、世界を取り巻く情
合第６回通常総会の開催に

が、７月と９月の気温の上

ムをイスラエルの首都とし

紙西

いますし、日本海側の山形

月にはエルサレ

あたり、時節柄大変お忙し

昇に助けられて豊作の秋を

たその発言によりイスラム

正寿

県では、積雪４ｍを超えて

迎えることができました。

諸国の反発による中東情勢

小川
い中、組合員皆様の多数の

記録更新となったところで

牧草収穫においては、若干

の 緊 迫 化 等、 ま た 最 近 で

克宏
ご出席を頂き、ご提案申し

ございます。本道において

平年を下回ったところであ

佐藤

上げました全ての議題を承

は、日本海側で豪雪が続き

は、貿易制限として鉄鋼や

一夫

本年度も良質乳出荷に向
認いただきました事に厚く

りましたが、デントコーン

大場

けて、皆様のご協力をお願

幌加内町において、約３ｍ

％も

い天候に恵まれ良質な自給

ております。今年一年が良

本格的時期を迎えようとし

雪となりビニールハウスや

らの寒気の通過によって大

十勝地方においても本州か

が少ない函館や日高地方・

ございます。いつも、降雪

に梅雨前線の影響で局地的

し、九州においては、７月

こ ろ で あ り ま し た。 し か

平年並みに収穫ができたと

収穫することができ、ほぼ

被害はありましたが全てを

の影響で一部倒伏や折損の

繰り返す北朝鮮情勢の緊張

の活発化やミサイル発射を

どによる頻発するテロ活動

ります。過激派組織ＩＳな

き不透明の状況となってお

待と失望が相まって、先行

等トランプ政権に対する期

の一方的な追加関税の実施

アルミニウム等への

飼料の確保ができます事

畜舎などの農業施設の倒壊

な大雨となり九州北部豪雨

月の収穫直前の台風

を、心より願っているとこ

被害が相次ぐ等、本年は全

は、

ろでございます。

国的に大変寒く、雪の多い

化などで一年間にわたって

もの積雪となったところで

本年の幕開けは、大変気

が発生し、大きな災害とな

ながらの状況が続いている

スタートとなったところで

１６年に九州熊本大地震に

ところでありますが、世界

温の高い穏やかな年明けを

昨 年 は、 大 変 雪 が 少 な

見舞われて復興途中での再

全体の経済情勢について

迎えたところでありました
流れ込み東日本の日本海側

く、その影響で春先には、

びの災害であり、熊本と大

は、全体に緩やかな回復基

不安定・不透明要因を抱き
を中心に大雪となり、その

ほとんどの地域で低温干ば

分の酪農地帯が大きな被害

りました。この地は、２０

後、関東や東北の太平洋側

つとなり、全ての作物の発

あります。
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が、中旬には、強い寒気が

さて、いよいよ農作業の

お礼申し上げます。
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でも大雪となりました。観
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い申し上げます。

良質乳出荷表彰

続への道か譲渡をするか等

要請をしてまいる所存でご

しては、中期振興計画に基

事業収支においても順調な

７、４５９万円・前期繰越

調で推移をしているところ

成やプレミアム価格の継続

剰余金と目的積立金取崩額

推 移 を 示 し、 当 期 剰 余 金

昨年６月に改正畜産経営

実施をしてまいりました

を合わせて１億１、４９６

づいて施設投資に対する助

られることとなります。十
安定法が成立をいたしまし

が、生乳生産においては、

ざいます。

一方、日本国内において
分協議を重ねて結論を出し
た。本年４月からは、この

も判断していく必要にも迫

は、輸出主導の景気拡大が
ていきたいと考えておりま

であります。

続きデフレ脱却に向けて緩

することができました。

万円の未処分剰余金を計上

復する事に時間がかかり、

剰余金処分案といたしま

一昨年秋の落ち込みから回

乳補給金制度もスタートを

残念ながら計画乳量８万

しては、利益準備金として

新しい法律の中で加工原料

酪農畜産情勢につきまし

します。需給調整面におい

９、８００ｔに対して実績

１、５００万円・生産基盤

す。

前進をしております。また
ては、アベノミクスの国際

て、今後将来に向けて懸念

として８万７、９５９ｔと

やかながらも経済は着実に
月に行われた衆議院
交渉の推進政策によりＴＰ

されることも考えられます

昨年
議員選挙において与党が圧
月に大筋合意となり

拡充のための積立金３、０

Ｐが

・９％・前年対

勝したことにより、官邸主

計画対比

本年３月８日には、チリに

ので施行後に、短期的な需

導の政権運営が今後とも継

００万円・経営安定化積立
した。平成

円

銭と前年対

５、５００万円を内部留保

・１％の結果となりま

おいて署名式が終了してお

て負担の強いる事のない様

乳価が、

の適用性の厳格化などに対

いるＪＡに対しての独禁法

性、また、現在認められて

事業利用規制面での方向

えた方向性や、準組合員の

ける信用事業の将来を見据

その中でも、総合農協にお

いかなければなりません。

投資をし、現在、経営基盤

スター事業や楽酪事業等で

れぞれの組合員が畜産クラ

立ち向かっていくため、そ

高値の中、その輸入外圧に

在の乳価や個体販売価格の

はだかってまいります。現

今後大きな荒波として立ち

がされ、国内農業に対して

していくことも必要となり

踏まえて単価見直しを判断

影響など経済状況の変化を

十分検証して、施行による

金においても初年度価格を

でありますし、集送乳調整

要請をしていくことが必要

需給逼迫期から国に対して

した需給安定対策の構築を

保管経費などを支援対象と

８億７、９７０万円となり

含めた総販売実績は、１２

円の増加となり、買取品を

と前年比１億８、７７１万

で推移し、

格についても引き続き高値

りました。また、畜産物価

２、１８３万円の増加とな

１４０万と前年対比１億

った事より、生乳代金

比２円

億１３５万円

このような社会情勢化の

ろであります。

くご提案を申し上げるとこ

２５５万円を処分いたした

き、次期繰越金として２、

７万円を計上させていただ

新規契約奨励の配当に３５

して１、３８３万円・共済

円・農畜産物販売取扱に対

扱いに対して２、０００万

比

ります。日欧ＥＰＡにおい

に、乳製品製造経費や調整

し、改革推進の動きが強く

強化に努力しているところ

ますので継続的に道酪農畜

前年対比４億１、９１５万

中にあって計画以上の成果

させていただき、利益分量

なるものと考えられます。

でありますので、今後の情

産対策委員会の組織を通じ

の増加となり、計画対比１

銭の引き上げにな

特に信用事業においては、

勢変化によって経済環境が

て、要請を続けてまいりた

を上げることが出来ました

の配当として飼料購買品取

内部審査や監査体制への高

大きく変動をしない事を最

０４％前年対比１０３・４

年５月までに

大限に厳守してもらう様

度化を平成

いと考えております。

整備していかなければなり

に、国に対して継続をして

29
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ませんし、今後を考えて継

年度事業概況におきま

事に、組合員皆様の組合運
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％の実績となりました。各

億

93

給変動等、生産現場におい

続されることとなり、農業
月８日に最終合意

金 １、 ０ ０ ０ 万 合 わ せ て

改革に向けた規制改革推進
ては、

年度のプール

の動きに対して注視をして
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営に対するご理解、ご協力

合様・雄武町ノースクリエ

と各関係機関にバックアッ
プして戴く事がとても大切
日に、

ート様を始めとして北見市
年３月

の賜物と深く感謝申し上げ
度、平成

な 事 で あ る と 考 え、 こ の

年度の御

や紋別市の複数の業者の皆
さんに対しても

ますとともに常日頃よりご
支援、ご協力を賜りました

年

ておりますので、本年は、

プロジェクトチームから設

とり進めてきましたが

度は、５戸の建設があり、

立準備委員会に移行をし

４戸が決定をしている状況

し衷心より厚くお礼を申し

統連合会・各関係機関に対

セ

分な人材の確保と庸車体制

に余裕ある期間をもって十

きております。事業開始前

手対策協議会を設立いたし

ＪＡ北オホーツク農業担い

い、統一した組織体として

策協議会の組織統合を行

ーと雄武町の農業後継者対

て、これから未来永劫・酪

議中であり、当ＪＡにおい

員プロジェクトチームで審

てでありますが、現在役職

ツク研修牧場の新設に向け

振興計画のＪＡ北オホー

せによる就農研修を酪農後

ルの座学研修との組み合わ

実施をするデイリースクー

会の中で、今年度から事業

いります。担い手対策協議

ド感を持ってとり進めてま

場の方向性を定め、スピー

上げるところでございます。
ットの収穫体系を確立し組

ました。今後は、より一層

を確立して、本年度は

第２次中期計画としての酪
合員の負託に答えるよう、

継者も含めた形で実施をし

さて、北オホーツクは、
農振興計画に基づきその実

農専業地域として新規酪農

る力強い農業と豊かな魅力

の、５５０万道民と共に創

の目指すべき方向として

進め、ＪＡグループ北海道

規担い手倍増に向けてとり

め、組合員の所得向上と新

年度も各種支援対策に努

手対策をとり進めて来たと

係機関との連携の基、担い

れぞれの担い手組織と各関

興部町・雄武町両行政がそ

ておりますが、今までは、

日頃より大変お世話を頂い

始め各関係機関の皆様には

しては、改めて、両行政を

農業後継者対策につきま

域への誘致や就農希望者の

り、研修生や従業員の当地

備を取りすすめた事によ

た。いち早く住宅環境の整

住宅が完成をいたしまし

を向かえ、興部地区単身用

手専用住宅建設が、４年目

度より取り組んできた担い

ことが必要な事だと考えて

て就農希望者を呼び込める

ということをブランド化し

クに、就農研修の場がある

要な事は、ＪＡ北オホーツ

らない事だと思います。重

事を進めていかなければな

策をとっていく事と同様に

も離農させることのない方

り、現在の組合員を一人で

べき役職員一丸となって取

Ａとしてその役割を果たす

と地域社会に信頼されるＪ

７年目を迎えます。組合員

Ａ北オホーツクは、合併後

終わりになりますが、Ｊ

てまいります。

キュラムを持って推進をし

２ヶ年に渡り、様々なカリ

よる開講式を執り行い今後

践に取り組んでまいりまし

ある農村づくりの一役とし

ころでございましたが、Ｊ

受け入れに対して、大きな

り組んでまいる所存でござ

てまいります。

て取り組んでまいります。

Ａ合併をして、これから将

お り ま す。 幸 い 本 Ｊ Ａ に

います。どうぞ皆様方の特

た。その４年目を迎え、今

本年の事業方針としてコ

力となってくれておりま

は、新規就農を志し酪農ヘ

段なるご指導・ご協力を賜

名に

ントラクター事業におきま

来に向かってＪＡ組合員と

す。また、各組合員の雇用

ルパーや牧場研修生として

ります様お願いを申し上げ

日に、第１期受講生

しては、昨年は、人材と庸

して一役を担う後継者や新

対策の一貫として、昨年度

研修中の若い就農希望者が

は、 必 要 不 可 欠 な 事 で あ

車のそれぞれの絶対量の不

規就農者への担い手対策

より組合員敷地内での従業

月には、平成

足といった反省を基にホク

を、ＪＡが主体となった形

るところでございます。

昨年

レン等連合会のご協力も仰

現在、数多く来てくださっ

ございます。

の事業推進を図り各種事業

にございます。

て、充分な審議をして、牧

年度においても、すでに

29

最善の努力をしてとり進め

興部町の担い手育成センタ

30

員住宅建設に対する助成を

年

10

10

で力を注ぎ、それを両行政

26

てまいります。先般４月

年度のお願いをして

28

就農者を招き入れること

礼と

30

をとり進めてまいる所存で

興部町・雄武町をはじめ系

29

ぎながら地元興部町環境組

くみあいだより

5

30

11

13

退職のご挨拶
佳恵

信用部 金融 共 済 課 金 融 係

田畑

金融共済課

青木

金融係

里奈

また役員改選が行われ、次

第６回定期総会

ＪＡ北オホーツク女性部

日㈪、農協本所研修

硲

聡子（興部支部）

景子（興部支部）

6

くみあいだより

信用部


３月

の通り新役員が決定いたしま

早春の候、皆様におかれま

室におきまして、第６回ＪＡ

名、委任状３名、

しては、お忙しい毎日をお過

が、部員

長

した。

年に入

部

北オホーツク女性部定期総会

さて、私こと平成

名の参加を得て開催さ

知子（興部支部）

ごしのことと存じます。

合計

武田

副部長

れました。

開会宣言、ＪＡ女性組織綱

細川

郁子（雄武支部）

領を朗唱し、栗山部長の挨拶

洋美（興部支部）

事

照井美智子（雄武支部）

田中

監

後、来賓よりご祝辞を賜り、

議事では、議長に興部地区

圭子（雄武支部）

議事へと進みました。

ておりますが、皆様の温かいご

大井

事

より武田知子さんを選出し、

理

指導のおかげで充実した日々を

年度事業報告ならびに

平成

村上

裕美（雄武支部）

菅井久美子（興部支部）

計画並びに収支予算案・規約

遠藤

年度事業

収支決算報告を本部・支部ご
と、経験のすべてを活かして

の一部改正について審議がな

とに協議し、平成
いきたいと思っております。

野川由美子（雄武支部）
ました。

され、全て原案通り可決され

とさせていただきます。

お祈り申し上げ、退職の挨拶

のさらなるご健勝とご活躍を

最後になりましたが、皆様

今後はこちらで学んだこ

りお礼申し上げます。

過ごすことができました。心よ

をおかけし誠に申し訳なく思っ

在職中は、たくさんのご迷惑

ました。

退職させていただくことなり

したが、３月末をもちまして

組し１年間勤めさせて頂きま

29

営農課営農企画係


陽春の候、皆様におかれま
しては、お忙しい毎日をお過
ごしのことと存じます。
さて、私こと平成 年に入
組し５年に亘り勤めさせてい
ただきましたが、４月 日を
もちまして退職させていただ
くこととなりました。
入組させていただいて初め
て社会人となり、至らない部
分が多々あった私でございま
すが、皆様の多大なるご指導
やお力添えにより、ここまで
勤める事ができました。在職
中大変お世話になり、心より

19

22

営農部

雪華

新緑の候、皆様におかれま
しては、益々ご清栄のことと
お慶び申し上げます。
さて、私こと平成 年に旧
興部農協に入組し 年に亘り
勤めさせていただきました
が、３月末をもって退職させ
ていただく事となりました。
在職中は資材課、畜産課、
営農課と様々なところで学び
経験をさせていただきまし
た。組合員の皆様には未熟な
私にご指導して頂きました事
心よりお礼申し上げるととも
に、ご迷惑をおかけしました
お詫びと感謝を申し上げます。
今後はこちらで学んだこと
を活かし、経験したことを忘

小川

ことをこの場をお借りしてお
詫び申しあげます。
当組合で学んだ事を無駄に

れず精進してまいりたいと思
います。



せずこれからも活かしていけ
るよう心がけていきたいと思

ご健勝とご多幸をお祈り申し
上げます。ありがとうござい

最後となりますが、皆様の

最後になりましたが、皆様
のご健康とご多幸をお祈り申

ました。

います。

し上げ退職の挨拶とさせて頂
きます。本当にありがとうご
ざいました。

30

25

13

25

29

20

10

新 採 用 のお知らせ
うめ

とも

だ

のり

梅 田 知 則

生年月日

平成 7 年 12 月 25 日（22 歳）

出 身 地

北海道北見市常呂町

出 身 校

酪農学園大学

趣

味

運動全般・野球・サイクリング

特

技

遠投

抱

負

元気を一番に持って、早く仕事を覚
えて安 心して 仕事を 任せて もらえ
るよう に頑張 ってい きたい です。よ

努力

好きな言葉

まる

かわ

平成 9 年 7 月 1 日（20 歳）

出 身 地

岐阜県

出 身 校

帯広畜産大学

趣

味

映画鑑賞、朝ドラを観る、料理作り

特

技

暗算

抱

負

まだ分からない事も多く、ご迷惑をお

別科

笑顔

好きな言葉

かけすると思いますが、早く仕事を覚
えれるよう頑張ります。どうぞよろし
くお願いいたします。

ゆう

か

そう

だ

な

平成 11 年 11 月 15 日（18 歳）

生年月日

平成 11 年 4 月 25 日（18 歳）

出 身 地

紋別市

出 身 地

紋別市

趣

味

音楽を聴くこと

趣

味

野球観戦

特

技

ご飯をたくさん食べられること

特

技

バレーボール

好きな言葉

Rather be dead than cool

好きな言葉

抱

わから ないこ とがた くさん あると
思いますが、早く職場に慣れて頑張
っていきたいと思います。

負

くみあいだより

興部高校

な

惣 田 奈 々

生年月日

出 身 校

な

生年月日

市 川 優 歌

7

ゆう

丸 山 祐 奈

ろしくお願いします。

いち

やま

抱

負

出 身 校

紋別高校

感謝
一日も早く仕事を覚え、皆様のお役に
立てるよう一生懸命頑張りますので、

よろしくお願いいたします。

北オホーツク

３月

日 ㈫、 農

協本所研修室にお
き ま し て、 北 オ ホ
ーツク農業担い手
対策協議会設立総
会が開催されまし
た。
この協議会
は、 興 部 町 農
業担い手育成

酪農体験実習生受け入れ

は、昨年 月に当組合で行いました酪農体験
ツ ア ー「 酪 農 な う 」 に 参 加 し た 学 生 た ち で
す。体験ツアーを通して、短期実習に興味を
持っていただき、参加してくれたことに当組

平 成 年 ２ ～ ３ 月 に か け て、 短 期 の 酪 農
実 習 生 を 受 け 入 れ ま し た。 こ の 酪 農 実 習 生

いただきます。今後も、酪農ファンの応援と
支援を行い、地域の皆様にとっても、希望や
励みになるよう頑張って参ります。ご協力と
ご理解をお願い申し上げます。

合とても喜びを感じています。短期実習に参
加してくれた方々の声を皆様にお伝えさせて

りもしました。農家さんの

には近隣の牧場を見学した

作業は朝と夕だったので昼

とても好きな時間でした。

ゆっくり話すことができる

大学や将来のことについて

きました。実習生のレベル

でとても有意義な実習がで

さいました。私はそのこと

ころは丁寧に指導してくだ

を見守りながらもダメなと

菅井さんは酪農初心者の私

短期実習生

私が今回の実習を行った

を農家さんが把握すること

者対策協議会

当日は、町長、農

めに設立されました。

援体制を強化するた

婚相談員を３名ずつ配置

策を充実させるため、結

区、雄武地区の後継者対

会 長 に 選 出 し、 興 部 地

ことでした。１週間という

か実際に見てみたいという

でどんな生活パターンなの

農家さんでの実習だったの

初めて家族経営されている

もうと思いました。

識しながら勉強や実習に励

な酪農家になりたいのか意

た。これからは自分がどん

の未熟さを思い知りまし

ました。興部を実習地に選

たちの温かさに何度も触れ

最後に実習では興部の方

のだと思います。

でスムーズな実習が行える

鎌田 真帆
実習先：菅井裕貴牧場

業委員会会長、指導

いたしました。

し承認されました。

収支予算などを協議

経過や規約の制定、

席いただき、設立の

係機関の皆様にご出

してまいりますので、よ

協議会の行事として開催

修、婚活、親子遠足など

酪農体験ツアー、座学研

新規就農希望者の誘致、

今後におきましては、

牛舎の説明などを丁寧に教

類・作り方・成分の割合、

な機械の説明やエサの種

は仕事の合間をぬって様々

入れてくださった菅井さん

短い期間の中で実習を受け

そしてその変化を毎日自分

きな変化につながること、

応していくことが後々の大

かで少しの変化に気づき対

は、毎日同じ作業をするな

今回の実習で感じたこと

ます。次は夏にまた興部に

大事にしていきたいと思い

たちとのつながりもずっと

で、今回お世話になった方

あったからこそです。なの

んだのも人とのつながりが

行きます

の１つの楽しみであるとい

の目で見られることが酪農
搾乳前の休憩時間は菅井家

うことです。また実習先の

えてくださいました。また

ろしくお願いいたします。

では、吉田組合長を

の皆さんやヘルパーの方と

!!!

また、役員の選出

女性部長の他、各関

農業士、青年部長、

を 一 本 化 し、

酪農学園大学１年

目的は放牧酪農をされてい

様々な話を聞くなかで自分

武町農業後継

新規就農や後

る方の話が聞きたい、また

センターと雄

30

担い手
対策課
より
10

28

継者対策の支

農業担い手対策協議会設立総会

8

くみあいだより

が育つのかといったような

の状態や、春にどんな牧草

の太さや分げつの数から土

初めてで、小さな芽の根茎

ら仕事の話を聞いてくださ

方、時には冗談を言いなが

談にのってくれる農協の

に詳しい方や、いつでも相

さんの周りには、牧草管理

お世話になりました。岩田

短期実習生

情報を読み取ることができ

る方たちがいました。興部

策協議会が主催する座学

オホーツク農業担い手対

研修室におきまして、北
に」をテーマに技術コー

方」
、
「経営者になるため

の基礎」
、
「クミカンの見
実習先 ：㈲イワタファーム

鈴木なごみ

いました。続いて、横内

介を兼ねて発表してもら

れが目標を立て、自己紹

り、始めに研修生それぞ

いた後、開催要領の説明

より激励の言葉をいただ

があると教えていただき、

改善に力を入れている牧場

方から、放牧をやめて植生

した。そんなときに農協の

もって言えなくなっていま

放牧がしたい！

と自信を

のだろうかと不安になり、

技術や知識が自分にはある

草地を管理していくだけの

ましたが、最近になって牧

ら放牧がしたいと思ってい

私は将来自分が就農した

さんから、どんな土の条件

と考えていましたが、岩田

壌のあるところでやりたい

きには牧草を育てやすい土

私は、自分が就農すると

と言っていました。

の土壌の質を上げていく」

も堆肥を加え、排水性など

が黒くなるまで何度も何度

いました。岩田さんは「土

い層にはっきりと分かれて

土の層と堆肥が混ざった黒

した。

ます。ありがとうございま

方々には本当に感謝してい

を組んでくださった農協の

さんご家族をはじめ、実習

実習でお世話になった岩田

か知りたいと思いました。

と興部がどういう地域なの

今回の実習を通してもっ

思います。

とても魅力的なところだと

たいと思うほど、温かくて

人たちがいるところでやり

ス・経営コースに分けて
開催し、９月には視察研

帯広畜産大学１年

ることに感動しました。ま

は、就農するならこういう

研 修「 dairy-School
」の
開構式が開催されました。

研修」
、
「サイレージ調製

３月にイワタファームさ

た別の草地で土を掘ってみ

修を予定している他、カ

日㈫、農協本所

んで短期の実習をさせてい

ると、元々あった茶色い粘

開講式には、受講の申
リキュラムを設定し開催

４月

ただきました。

請があった後継者や新規

次長より北オホーツクの

すぐに実習に行くことを決

下でも時間や手間をかけて

か ら は、
「北オホーツク

究センターの宿野部係長

りました。降り積もった雪

に草地を見に行く機会があ

実習中、岩田さんと一緒

て一から土壌を改良してい

田さんをみて、手間をかけ

見ながら嬉しそうに話す岩

ていただきました。草地を

っていくということを教え

土壌や草種について研修

農業の特性」をテーマに

をスコップで掘ってみると

今回、３日間という短い

小さな緑色の芽が隠れてい

を行いました。その後、

のがわかりました。冬の草

実習でしたが沢山の方々に

くことへのやりがいを感じ

交流会を開催し、もう一

つの目的でもある仲間作

りを行いました。

地を見に行ったのは今回が

て、雪の下ではもう来春に

終了後、早速研修に入

を行い終了しました。

名が参加し、吉田組合長

10

ました。

してまいります。

酪農の歴史や農協の概

めました。それが岩田さん

いくことで必ず良い土にな

名中

況、振興計画についての

の牧場でした。

就農希望者など

説明があり、農業科学研

13

５ 月 に は、
「植生現地

くみあいだより

9

10

向けて準備が始まっている

座学研修 dairy-school 開講式

第１回理事会
平成 年２月
日

年度子会社の決算に

▼報告第１号
平成
ついて
年１月末生乳生産実

▼報告第２号
平成
績及び乳質の状況について
年１月末組合員勘定

▼報告第３号
平成
取引実績について
資金の貸付実行報告につい

▼報告第４号
て
年度コンプライアン

▼報告第５号
平成
スプログラムの実施状況に
ついて
年度監査室業務報告

▼報告第６号
平成
について
▼報告第７号
第１回総務委員会の報告に

ついて
▼報告第８号
第１回営農委員会の報告に
ついて
年度子会社の事業計

▼議案第１号
平成
画について
年度事業報告及び監

▼議案第２号
平成
査報告、回答について
▼議案第３号
剰余金処分案について
▼議案第４号
固定資産の取得計画及び償
還計画について
年度事業計画案につ

▼議案第５号
平成
いて
年度余裕金の運用計

▼議案第６号
平成
画について
平成

年度特定組合員の選

▼議案第７号
定案について
年度の理事に対する

▼議案第８号
平成

資金の貸付について
▼議案第９号

号

理事に対する資金の貸付に
ついて
▼議案第

号

資金の借入貸付について
▼議案第

平成

年度コンプライアン

年度貸付金利率の最

号

年度監査計画につい

号

スプログラムについて
▼議案第
平成
て
▼議案第
平成

高限度額並びに信用供与等

年度３ヶ月以上延滞

号

最高限度額の設定について
▼議案第
平成

号

債権（経済債権）処理方針
について
▼議案第

信用事業規程の一部改正に
ついて
号

号

定款の一部改正について

▼議案第
▼議案第

号

規程の一部改正について
▼議案第

号

組合員の加入について
▼議案第

組合員懇談会の開催につい
て

第２回理事会
平成 年３月

日

年２月末生乳生産実

26

年２月末組合員勘定

第６回通常総会に係る議決

▼議案第５号

改正について

特定事業者作成書面の一部

▼議案第４号

固定資産の取得について

▼議案第３号

いて

貸付金利率の一部変更につ

▼議案第２号

資金の貸付について

▼議案第１号

ついて

第２回総務委員会の報告に

▼報告第６号

ついて

酪青研海外酪農研修報告に

▼報告第５号

て

資金の貸付実行報告につい

▼報告第４号

取引実績について

平成

▼報告第３号

績及び乳質の状況について

平成

▼報告第２号

人事の発令について

▼報告第１号

30

30

30

30
12

30
13

30
14

30

15
16
17
18
19

理事会のうごき
26

30
29
30
30
30

30

10
11

30

29
30
30
29
29

権行使書面について

▼議案第６号

第６回通常総会の開催並び

に提出議案について

くみあいだより 10

組合員懇談会開催

年度

組合員懇談会が４月３日㈫に雄武地区、４月４

日㈬には、興部地区で開催されました。

吉田組合長が情勢報告を行った他、平成

の生乳生産の状況、事業実績、事業計画について

説明を行いました。

組合員の皆様には、大変お忙しい中ご出席して

いただいたうえ、貴重なご意見を賜りありがとう

ございました。

畜産
課

29

●各市場のご案内
組合員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃、農協畜産事業推進につきましては、特段なるご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
5 月～ 6 月の各市場開催は次の通りです。

《ホクレン市場・渚滑市場》
5

月

1日㈫

一般市場

乳牛市場

肉牛・
和牛市場

サロマ
一般

7日㈪

サロマ

一般
サロマ

22日㈫

29日㈫

サロマ

サロマ
育成含み

11 くみあいだより

肉牛・
和牛市場

一般

28日㈭

渚滑市場

サロマ
一般
サロマ
サロマ
一般
サロマ

21日㈭
26日㈫

一般

31日㈭

12日㈫

19日㈫
一般

24日㈭

5日㈫

乳牛市場
サロマ

14日㈭

サロマ

17日㈭

一般市場

11日㈪

10日㈭

15日㈫

月

7日㈭

サロマ

14日㈪

6

4日㈪

3日㈭

8日㈫

渚滑市場

一般
サロマ
育成含み
一般

