組合員の
活動をご紹介
します!

a la c a r t e

アラカルト

10月1日（月）
「札幌黄」初セリ

「札幌黄」販売開始
初セリで1箱1万円の最高値
「札幌黄」玉ねぎの初セリが札幌市中央卸売市場
で行なわれ、昨年同様、最高値1ケース（10kg）1万
円で取引されました。今年は、6月・7月の長雨など
天候不順の影響もあり昨年よりも二週間ほど遅い
初セリで、全体的に小玉傾向ですが、味は非常に良
く市場関係者からも上々の評価を得ていました。
札幌黄は肉厚で柔らかく、味は甘さと辛さのバ
ランスが良く、熱を加えるといっそう甘味が増す
のが特徴で、日本の玉ねぎ栽培の先駆けとして札
幌で誕生しました。形や大きさが不揃いになりが
ちで、病気にも弱く栽培が難しいことから、一時
は生産者が10戸程度にまで激減。近年その価値が
見直されたことで再び栽培に乗り出す生産者が増
え、現在は約30戸で栽培されています。

最高値が付けられた札幌黄。
報道機関からインタビューを受ける、
生産者の澤田喜幸さん。

10月5日（金）
とれたてっこ南生産者直売所

とれたてっこ南で年に1度の収穫祭
実りの秋を迎えた、とれたてっこ南生産者直売所では、年に1度の
一大イベント「収穫感謝祭」を開催しました。この日は店舗の外にも
売り場を広げ、出品している生産者自ら店頭に立って新鮮な農産物
を販売。午前9時半のオープンには、この日を待ちわびた来店客の大
行列ができていました。所狭しに並んでいた野菜や果物は次々と来
店客が手に取り、30分ほどで売り切れてしまう商品も。数量限定の牛
乳配布、地元産の米や野菜、果物などが当たる抽選会も好評で、大盛
況の一日となりました。

豪華景品に笑顔。

屋外にもテントがずらり。
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地元農産物をお手頃価格で販売
篠路地区「大収穫祭」＆北札幌地区「農産物即売会」開催！
ＪＡまつりに代わる地区のイベントとして、10月6日（土）に篠路地区「大収穫祭」、7日（日）には北札幌地区「農産物即売
会」
を開催しました。
篠路地区「大収穫祭」では、農産物の販売の他、女性部の手作り品の販売や特製たまねぎドレッシングの試食、たまごや
砂糖のお得なタイムセールなどを行ないました。また、初めての試みとして来場した子ども達が参加できる「野菜のイラ
ストコンテスト」
を企画し、入賞者には賞品を贈呈しました。
北札幌地区では、当初ＪＡまつりとしてステージイベントも企画していましたが、台風や地震の影響で実施を断念。今
年は、
「農産物即売会」として女性部・青年部による生産者直売品コーナーや購入金額に応じたおたのしみ抽選会で来場者
の皆さんに楽しんでいただきました。

篠路地区「大収穫祭」

篠路産レタスに特製たまねぎドレッシング
をかけて、
「試食どうぞ〜！」

イラストコンテストの金賞作品。

北札幌地区「農産物即売会」

野菜がどんどん売れて
売り場は大忙し！
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組合員の
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します!
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9月21日（金）
厚別統括支店 1統括支店1協同活動

大迫力！至近距離で牛を観察
小学生が“牛乳”を学ぶ
厚別統括支店では、㈲小林牧場と新札幌乳業㈱
にご協力いただき、信濃小学校の2年生児童105名を
牛との距離が近くてびっくり！
牛が驚かないように静かに見学しました。

招いた牧場見学と生乳が牛乳になるまでを学ぶ食育授業
を行ないました。
550頭のホルスタインを飼育する小林牧場では、牧場内の様々な施設
を見学。搾乳牛の牛舎では、600kg以上にもなるという牛を間近で観察
することができ、児童は迫力に圧倒されていました。牧場見学後には新
札幌乳業㈱より生乳が牛乳などの商品になるまでの工程を解説。同社が
小林牧場の生乳で製造する「のむヨーグルト」も振舞われ、
「 おいしい！
もっと飲みたい！」と児童から大好評でした。
小林牧場では、牛舎から排出される糞尿をすべてバイオガスプラ
ントに集め、そこから分離したバイオガスは発電設備の燃料、液肥
は牧草などの畑の養分、繊維質の資材は再生敷料として利用してお
り、牧場内で土からエサ、エサから牛、牛からまた土へと戻る循環酪
農を実践しています。この度の地震による停電では、道内各地の牧
場で搾乳ができないなどの被害が発生しましたが、小林牧場では自
家発電によって同様の被害は免れました。

（左から）小林牧場の小林智行さん、新札
幌乳業の中澤卓司さん・引地あけみさん。
児童からあがったたくさんの質問に答え
ていただきました。

9月29日（土）
南統括支店 1統括支店1協同活動

豊作の「こがねの里」で
親子と新陽高生が稲刈りに挑戦
南統括支店では、南区小金湯の土田栄子さんにお借り
した田んぼ「こがねの里」で稲刈り体験を行ないました。
稲刈りに参加した親子の皆さん。

今回は、6月に田植え体験をした親子と札幌新陽高校の生
徒の皆さんなど総勢60名が参加。2面の田んぼの稲を1日
かけて全て手作業で刈り取りました。
はじめに同地区組合員で稲作農家の南里正博さんがお
手本を披露。正確にどんどん刈り取られる様子に参加者
からは歓声があがりました。その後、お手本を参考に全員
で稲刈りスタート。参加者は予想以上にスパッと切れる
鎌の切れ味に驚きつつ、小さい子どもたちには大人が付
き添って稲刈りを楽しんでいました。収穫した米は後日
精米し、参加者にプレゼントする予定です。
（
 野呂特派員）
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10月3日（水）
白石統括支店 1統括支店1協同活動

昨年に引き続き、
豊作に恵まれた大豆。

実入り良く豊作！
待ちに待った大豆の収穫
白石統括支店では、同地区組合員の宮﨑勝吉さん
の圃場に東札幌小学校3年生の児童を招き、鶴の子大
豆の収穫を行ないました。
この大豆は、6月初旬にサッポロミドリ（エダマメ）
とともに植えたもの。今年は、サッポロミドリの成
長が早く夏休み中に収穫してしまったため、児童の
収穫体験は今回が初めてです。児童が畑に集合する
と、宮口理事が「サッポロミドリの収穫体験ができな
かったので、大豆の収穫をみんな楽しみにしていた
と思います。今年も実入りが良い大豆ができました」
と挨拶。収穫は、全員で一斉に根本から引き抜き、瞬

組合員の皆さんが
根本の部分を
切り落とします。

く間に終了。実をたくさんつけた大豆に児童も組合
員の皆さんも大満足の様子でした。収穫した大豆は
学校で十分乾燥させ、きな粉に加工して味わう予定
です。

10月19日（金）
篠路統括支店 1統括支店1協同活動

収穫した玉ねぎを使ってカレー作り
篠路統括支店では、太平保育園に組合
員と職員が出向き、9月に収穫した玉ねぎ
を使って園児とともにカレー作りを行な
いました。
園児は、玉ねぎ・ニンジン・じゃがい
もを切る作業をお手伝い。慣れない手つ
きで包丁を握りながらも「もっと切りた

「手を切らないように気をつけてね」

い！」と次々と野菜を手に取り、一生懸命
取り組んでいました。また、野菜と肉を炒
める作業も体験。大鍋に入った材料は園
児にとってはとても重そうでしたが、混
ぜる回数をみんなで声を合わせて数えな
がら楽しそうに炒めていました。できあ

切った具材を大鍋で炒めます。

がったカレーはその日のお昼ご飯に全員
で味わいました。
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します!

9月22日（土）
・23日（日）
ＪＡさっぽろ青年部

青年部員が札幌産農産物をPR販売
つとむ

ＪＡさっぽろ青年部（平賀 農 部長）では、農業PR事業の一環としてサッ
ポロさとらんどの「たまねぎフェスタ」で札幌産農産物と茹でとうきびの販
売を行ないました。
サッポロさとらんどの主催で行なわれるこのイベントは、
今年で8回目。
玉
ねぎの知識を広めることを目的に、
玉ねぎを使った料理や加工品が多く販売
されます。
当青年部からは出品者と販売者合わせて29名の部員が参加。
玉ね
ぎをはじめ、
とうきび、
レタス、
ミニトマト、
カボチャ、
花など生産者が丹精込
めて育てた多数の農産物を販売し、
2日間で用意したほとんどの商品が完売
しました。
今年は、
台風や地震による農業への影響を心配する来場者も多く、
「食べて応援するので頑張って」
と商品を手に取る様子が多く見られました。

10月4日（木）
女性部西町支部

試食してびっくり！
Jファームのとびきり甘いミニトマト
女性部西町支部（佐々木トシ子支部長）では、部員17名が参加し苫小
牧・白老方面への日帰り旅行を実施しました。
今回メインの訪問先は苫小牧市柏原にある㈱Jファーム苫小牧工場。
ハウス内を植物の生育に最適な栽培環境に制御するスマートアグリシ
ステムを採用した植物工場で、ベビーリーフとトマトが水耕栽培され
ています。この工場で収穫されたミニトマトの糖度は10度にもなるとのことで試食してみると、あまりの甘さに一同
感激！工場内をじっくり見学でき、充実した一日になりました。

（佐々木特派員）

9月10日（月）
酪農畜産部会琴似・手稲支部

平成30年度
デントコーン収量調査を実施
酪農畜産部会琴似・手稲支部
（上野裕一支部長）
では、
部会
員7名が参加し、平成30年度デントコーン収量調査を実施
しました。
午前9時30分に近藤牧場より車3台を連ねて出発
し、
3地区
（3戸3圃場）
に分かれて行ないました。
本年は、6月中旬から7月中旬にかけ低温で推移したことから初期生育が抑制。また、この時期はまとまった降雨があり
土壌は湿潤で経過しました。
その後8月上旬にかけて高温・少雨傾向で、
8月中旬からは低温で推移し雨量も極めて多く、
9
月5日の台風21号の影響で倒伏が多く見られました。
調査後には、関係機関から「全体的に生育が遅れたのと湿害が顕著に現れたことで収量は前年に比べ大きく減少してい
る」
との講評をいただきました。
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9月13日（木）
資産管理部会中央支部、青色申告会中央支部

美術館・博物館を巡り交流深める
資産管理部会中央支部（末原隆一支部長）と青色申告会中央支部
（佐藤隆一支部長）
では、
部員13名が参加し、
富良野方面への日帰り
合同研修旅行を実施しました。
上富良野町の後藤純男美術館では、日本を代表する日本画家に
よる日本の風景画を堪能。同所のレストランにて十勝岳連峰やのどかな丘陵地帯を
眺めながら昼食も楽しみました。土の博物館「土の館」では、国内外のトラクターや
プラウを見学し、農耕の歴史を学びました。その後、麓郷にて「北の国から」で使用し
た手作りの家を見学。札幌市内到着後には参加者全員で懇親会を行ない会員相互の
交流を深めました。震災後で開催も危ぶまれましたが、滞りなく実施することがで
き、
1日を通じて天気にも恵まれ充実した視察研修会となりました。
 （小山特派員）

9月26日（水）
資産管理部会篠路支部、青色申告会篠路支部

余市・小樽で充実した一日を満喫
資産管理部会篠路支部
（松木道夫支部長）
と青色申告会篠路支部
（熊木
基雄支部長）
では、
両部会から30名が参加し、
余市・小樽方面へ合同現地
研修会を実施しました。
余市町の山本観光果樹園ではリンゴ・プルーン・ブドウの果物狩り、
ニッカウヰスキー北海道工場では施設見学と試飲を楽しみました。
昼食
は鮨ブッフェダイニングふじでお寿司の食べ放題を堪能。その後、小樽
の田中酒造での酒蔵見学と試飲、かま栄での買い物を満喫しました。会
員相互の親睦を深め、
充実した一日を過ごしました。


（宮口特派員）

ニッカウヰスキー施設内を見学。

10月4日（木）
資産管理部会白石支部、青色申告会白石支部

土地価格の動向と遺言信託について
専門家を招いて研修会
資産管理部会白石支部（丸亀鐵治支部長）と青色申告会白石支部
（稲垣政博支部長）
では、
会員10名が参加し、
合同研修会を開催しました。
今年度は豪華2部構成。第1部は、札幌市まちづくり政策局都市計画部より講師
を迎え、
「札幌の土地価格の動き」
について。
会員が居住する白石区の最新データを
交えながらお話いただきました。第2部は、農中信託銀行㈱より講師を迎え、
「遺言
信託」
について。
相続を
“争族”
としないために遺言や信託を
“道具”
として利用する
ことで生活
（農業）
資産の継承に役立てることができる旨の説明がありました。
質疑応答では、
会員自身の居住地区の動向や実際の相続手続について等、
気にな
る点を聞くことができ有意義な研修となりました。


（尾崎特派員）
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