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第 32 回 牛乳の里マラソン大会
○農畜産物大収穫祭
○うまいもんまつり
○青年部・女性部活動
○小学生社会見学
○乳牛感謝祭
○公共牧野 下牧無事終了
○市場案内・理事会の動き
1

くみあいだより

発行人・吉田
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農畜産物

大収穫祭

ＪＡ北オホーツク青年部主催

ンチ加工、部位ごとに販売致
しました。他にも牛乳の激安

月５日㈯、農協本所前駐

車場におきまして、青年部主

販売を行いました。

ました。牛肉販売では道産牛

価格にて販売させていただき

力をいただき生鮮野菜を特別

今年も管内青年部よりご協

した。

盛況のなか無事に終了致しま

き長蛇の列ができるなど、大

が、多くの方にご来場いただ

ってしまい肌寒い気温でした

あいにく雨天での開催とな

肉にこだわりハンバーグやミ

されました。

催の農畜産物大収穫祭が開催

10
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第
９月

回 雄武の宝

うまいもんまつり開催

回雄武の宝うまいもんまつり

日㈰、雄武町ふるさと１００メモリアル

公園において、第

性部は牛乳をたっぷり使った手作りシチューを販

の無料配布、サイコロステーキの販売を行い、女

また青年部では乳製品消費拡大運動として牛乳

ズなど販売致しました。

っぺカップアイス、ブルーグラスファームのチー

Ａ北オホーツクでは恒例の玉ねぎ詰め放題やおこ

天候にも恵まれ秋晴れの中での開催となり、Ｊ

が開催されました。

13

売し大盛況の中、完売致しました。

おこっぺ街中マルシェ

 おこっぺカップアイス販売

９月７日㈯に行われたおこっぺ街中マルシェに

て、おこっぺカップアイスを特価販売致しました。

今年で９回目を迎えるおこっぺマルシェは商店街

の空き店舗や空き地を利用して、カフェや工房など

町内外から多くの出店を頂いて開催しております。

風が強く寒い中での販売となりましたが、多くの

方に手に取って頂きました。
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部にて沙留小学校で食育授業

９月６日㈮に青年部興部支
る配合を与えていました。見

体験し大きい牛に驚き恐る恐

その他に、親牛への給餌を

農業体験学習 農業塾

の一環として農業塾を開催し
学の最後には、休憩室で搾り
たての牛乳を御馳走になりま

ました。
パソコンを用いて担当職員
した。
ーで、牛乳がアイスクリーム

による興部町の歴史や興部酪
日㈫には研究センタ

部長により牛の一生や農家の
になるまでを勉強するために

９月

仕事の説明をし、あらかじめ
製造体験を行いました。

農の概要を説明し、青年部副

３年生６名の児童から寄せら

月６日㈰、総合セン

回

い機会となり、また青年部員

知り、興味を持ってもらう良

女性部興部支部では懇

行われました。

牛乳の里マラソン大会が

ターを会場にして第

児童からの質問には「牛の

にとっても、日々扱う牛や酪

親会で配られる鮭鍋作り

小学生が興部酪農について

寝る場所の掃除はどのように

農について改めて勉強をする

た。

布の手伝いにあたりまし

ポーツドリンクを無料配

また青年部は選手にス

けていただきました。

しかったです」と声を掛

している方も多く「美味

年、鮭鍋を楽しみに参加

提 供 い た し ま し た。 例

をして７５０食分を作り

日も早くから集まり作業

ら野菜切り等の準備や当

を担当しており、前日か

す る の で す か？」
「農家さん

れたたくさんの質問に答えま

牛乳の里
マラソン大会

32

興部支部

良い機会となりました。

した。

第 32 回
10

17

で飼う牛の頭数は決まってい
ま す か？」
「牛がなんで草を
たべるのですか？」などの質
問があった他に答えるのが難
日㈭には沙留の仙野

しい質問もありました。
９月

び交いました。

て「かわいい」という声が飛

した際、小さい牛を間近で見

牛に実際に触れ、哺乳を体験

当日に生まれた子牛や育成

た。

牧場で農場見学が行われまし

12
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９月

日㈫北オホーツク農協本所にて興部小

学校３年生の社会科見学受入をいたしました。
名、教諭３名でし

見学内容は「農協での仕事の内容や様子」につ
いてです。参加人数は児童

て暮らせる豊かな地域社会を築こう」ＪＡ綱領

「環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心し

に つ い て 楽 し く 勉 強 し て 帰 っ て い き ま し た。

と映像を使った講義に参加して、農協の必要性

た。児童たちは、１時間に渡り、事務所の見学

25

が掲げる取組の一環として、今後も地域との共

８月

日㈪～

日㈯において、

ました、組合員の皆様ありがとう

学生受け入れにご協力いただき

学んでいただきました。

業務に限らず幅広く酪農の仕事を

との交流を深めるなど、ヘルパー

場視察、組合員・ヘルパー役職員

作業、卒業生との意見交換会、市

合に１名の学生が参加し、朝晩の

当ＪＡにはオコッペヘルパー組

ーンシップが実施されました。

ーの就業体験を目的とするインタ

協力し、酪農体験及び酪農ヘルパ

進協議会と各ヘルパー利用組合が

ＪＡ北海道中央会ヘルパー事業推

31

17

存を目指した取組を進めたいと思います。

学生インターンシップ
北海道酪農ヘルパー

26

ございました。
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社 会 科 見 学 受 入
興部小学校３年生

第７回理事会
令和元年８月
▼報告第１号

日

子会社、関連会社の７月末
実績について

固定資産の取得について
第２四半期定例監査の回答に

▼議案第１号
ついて
▼議案第２号
令和元年度７月末財務実績及
び決算見込みについて
▼議案第３号
固定資産の取得について
▼議案第４号
役員研修について

した。㈲パインランドデーリィ

16

第８回理事会
令和元年９月
▼報告第１号

日

勘定取引実績について

▼報告第３号

資金の貸付実行報告につ

いて

▼報告第４号

令和元年度

ＪＡ共済コ

ンプライアンス点検結果

生乳生

組合員の加入について

▼議案第１号

について

令和元年８月末

組合員

産実績及び乳質の状況に
ついて
▼報告第２号
令和元年８月末

日㈮、交通事故防

興部町一日女性警察官
月

6
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▼報告第８号
第２回総務委員会の開催報告
について
▼報告第９号

号

第３回営農委員会の開催報告
について
▼報告第
第２四半期定例監査の報告に
ついて

日㈰北海道

第 回北海道総合畜産共進会
日㈯から

止を訴えるため、興部高校

９月

女子生徒２名が一日女性警

い。

安全運転を心掛けて下さ

交通事故には十分注意し、

なって行きます。皆さん、

早くなり、道路も冬道へと

これからは日が沈むのも

です。

運動に取り組んでいるそう

づくりを目指し、交通安全

目標として安全で明るい町

交通事故ゼロ４５００日を

興部町では、町内の死亡

防止要請書を手渡しました。

れ、吉田組合長に交通事故

察官となり本所事務所に訪

席
という結果になりました。

様の出品牛が第２部１等１席、

頭）の出陣にて開

田井道広氏が当

ピーライン

クラツシユ
メロデイ］の２頭を出品致しま

ジアツプ ＡＷ

不祥事発生に伴う内部牽制

▼報告第７号

いて

ル］と、村上祐志様の［ビレツ

エムビーシヤンブ

インランドデーリィ様の［ハツ

ＪＡ北オホーツクからは㈲パ

査していました。

体型や乳房など細かく比較し審

たり、各クラスに別れた乳牛の

審査部次長

海道ホルスタイン農業協同組合

オフィシャルジャッジには北

催されました。

ジャージー

１頭（ホルスタイン３９８頭・

村上祐志様の出品牛が２等

て
▼報告第３号
令和元年７月末

33

機能の一斉点検の報告につ

▼報告第６号

報告について

内部監査並びに内部審査の

▼報告第５号

て

資金の貸付実行報告につい

▼報告第４号

定取引実績について

組合員勘

ホ ル ス タ イ ン 共 進 会 場（ 安 平

▼報告第２号

27

町）にて、申込み出品頭数４３

生乳生産

25

令和元年７月末

29

実績及び乳質の状況につい

10

10

17

28

理事会のうごき
30

畜産 ●各市場のご案内
課
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。
11 月〜 12 月の各市場開催案内のお知らせをいたします。

《ホクレン市場・渚滑市場》

11

月

肉

一般市場

1日㈮ サロマ（育成）
5日㈫

牛・

乳牛市場 和牛市場 渚滑市場

サロマ

7日㈭

11日㈪

12日㈫

サロマ

19日㈫

サロマ

14日㈭
20日㈬

21日㈭

26日㈫

サロマ

一般
サロマ

一般

サロマ

28日㈭

一般

一般

12

月

一般市場

2日㈪ サロマ（育成）
3日㈫

サロマ

10日㈫

サロマ

5日㈭

12日㈭

13日㈮

16日㈪

17日㈫

サロマ

24日㈫

サロマ

19日㈭

26日㈭

肉

牛・

乳牛市場 和牛市場 渚滑市場

一般

サロマ

一般

サロマ

一般
一般

27日㈮ サロマ（初生のみ）

＊各市場申込締切については、ホクレンー般市場は前週の木曜日、渚滑市場は前日の午前まで、各専門市場
（乳牛・育成・肉牛）については、その都度連絡致しますので申込の程、お願い申し上げます。
（期日厳守）
尚、各市場の開催日が重なる場合は上場する市場を一市場にする場合がありますので、ご理解の程よろし
くお願い申し上げます。

出生報告のお願い

※出生報告はＦＡＸだと1週間程度かか
ります。音声応答報告ですと、2日で登
録になります。
お急ぎの方は、音声応答報告での登
録をお勧めいたします。

最近、出生報告がされていない牛の市場申込みが増加しております。

報告されていない牛は、市場で販売することができません。
必ず登録をご確認のうえ、各市場に申込み下さい。

授精証明書発行のお願い
Ｆ１初生犢申込みの際には先に授精証明書の発行をＮＯＳＡＩに依頼のうえ申込みくださるようお願い申し上
げます。

日㈪に公共牧場で飼育管理していた牛た

28

公共牧野 下牧無事終了

10

月

ちが大きく成長し、それぞれの飼い主のもとへ帰

っていきました。

当日は秋晴れの中の作業となり、組合員・各関

係機関の皆様の御協力もあり無事に終了すること

ができま

した。改

めて感謝

申し上げ

ます。

日㈪、家畜の霊を慰め酪農の発展を願う

21

乳牛感謝祭並びに
牛馬祭・犬霊祭

月

ため、乳牛感謝祭並びに牛馬祭・犬霊祭がオホー

ツク農業科学研究センター横の乳牛感謝碑・牛馬

の碑前で行われました。

吉田組合長を始め、役

員やＡＤ連合会、各関係

くみあいだより

機関の方々に出席をいた

だき、日頃の乳牛に対す

る感謝の気持ちをこめ、

参拝いたしました。

ご出席していただきま

した皆様、ありがとうご

ざいました。

7
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ＪＡグループ通信

あれから 1 年。

ＪＡ北海道中央会
感謝の気持ちを
動画でお届け
いたします。

あれから 1 年

ありがとう！ 頑張っています！
左の QR コードの読み取り、または URL を入力してください。

http://ja-dosanko.jp/tv/cm.php

2018 年 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震から 1 年が経ち、その間、ＪＡグループ北海道に対して全
国の皆様より、多大なるご支援をいただきました。そのご支援に対するお礼として、9 月 6 日の朝日新聞と
農業新聞に感謝広告並びに動画メッセージを掲載いたしました。私たちＪＡグループ北海道は今後とも、被
災された組合員・組合員家族を支援して参ります。皆様方からのご支援、本当にありがとうございました。

北海道胆振東部地震に際しまして、日本全国からたくさんの応援や募金を頂きました。深く御礼申し上げます。

ＪＡ北海道信連

ＪＡグループ北海道

ＪＡ共済連北海道

9 月 5、6 日、東京都内で開催された商談会「イ

ＪＡ共済連北海道は、大規模な災害が起きた時

ンフォメーションバザール」に特別協力し、道内

の備えとして、災害時に利用できる「非常用給水

14 ＪＡとともに出展、道内の農畜産物や加工品を

タンク 10 リットル」10 万個を全道ＪＡに配布い

紹介しました。

たします。

今年はＪＡ出展エリアの一角に「窓口」を設置

飲料水や生活用水等の確保に利

しナビゲーター役が各ＪＡブースを案内したほ

用することが可能で、9 月上旬か

か、バイヤーズガイド「なまらうまい！ＪＡ」を

ら配布し、災害への備えの意識向

配布し、ＪＡや特産品の

上を呼びかけます。

ＰＲに工夫を凝らし、よ

ＪＡ共済連は、組合員・地域住

り多くの人に道産の魅力

民の安全・安心に貢献できる活動

を伝えました。

にこれからも取り組んでいきます。

ホクレン

ＪＡ北海道厚生連

ホクレンと北海道米販売拡大委員会は、8 月 25

7 月 26 日㈮岡山県で開催された「第 60 回日本人

日に開催された「北海道マラソン 2019」の前日

間ドック学会」の中で、全国の 4 施設が人間ドッ

と前々日に、会場となる大通公園にて北海道産の

ク健診施設機能評価優秀賞に選出され、その 1 施

もち米を使った「赤飯おこわ」を無料配布しまし

設として旭川厚生病院が表彰されました。今般、

た。マラソンでは、グリコーゲンなどが豊富な食

平成 30 年度に人間ドック健診施設機能評価を受審

物により体内にエネルギー源をため込むことが推

した施設を対象に選考が行われ、「健診当日に健診

奨されていることから、例年に続きこの取り組み

結果を説明している」「専門スタッフが保健指導を

を実施。特設会場で「エ

実施している」「精密検査や治療が必要な受診者に

ナジーブース」という看

対するフォローアップが適

板を掲げ、もち米が有効

切である」が評価され、人

であることをアピールし

間ドック健診施設機能評価

ました。

優秀賞に選ばれました。

ＪＡグループ北海道の連合会・中央会の活動内容を紹介
します。各団体の詳しい取り組み内容はＷＥＢサイトをご
覧ください。

がんばれ！ 日本の農業
耕そう、大地と地域のみらい
ＪＡグループ https://org.ja-group.jp

ＪＡグループサポーター

林

くみあいだより

修
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「必ずチェック最低賃金!  使用者も、労働者も」

北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者（臨時、パート

タイマー、アルバイト等を含む。
）に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定さ
れました。

最 低 賃 金 額
効力発生年月日

時 間 額

８６１ 円

令和 元 年 10 月 3 日

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間
外等割増賃金は算入されません。

○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されること
があります。

○特定の産業（
「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」
、
「鉄鋼業」
、
「電子部品・
デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
、
「船舶製造・修理
業、船体ブロック製造業」
）で働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金が適用
されます。

厚生労働省

北海道労働局

労働基準監督署（支署）

新和衣料外販
興 部 マート にて ‼

11月12日㈫〜

ぜひ来て下さいね！
9
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15日㈮

監修 = ＪＣＡ
（日本協同組合連携機構）
くみあいだより 10
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材料（2 人分）

材料（2 人分）

作り方

きのこマリネ

シェフ永井のおすすめ

作り方

