r t e

アラカルト

第20回

女性の集い
─更なる親交と結束を─

スケジュール
1日目

2日目

JAさっぽろ女性部（菅原利恵部長）では、11月21日（水）から
2 日 間 に 亘 り 、第 2 0 回「 女 性 の 集 い 」を 開 催 し ま し た 。定 山 渓
ビューホテルを会場に、女性部員161名と役職員40名の計201名
が参加しました。

開会セレモニー
 ャリティーオークション・定額販売
チ
抽選会
懇親会・芸能発表会
レクリエーション
〜人間ロボットPepperと一緒に
あへあほ体操〜
講師：しもの まさひろ先生と
あへあほロボットプロジェクトの皆さん

開会セレモニー

▲新 女性の歌「明日、輝くために」を全員で声高ら
かに歌いました。

チャリティーオークション・
定額販売コーナー

▲今年も菅原部長が中心となって野菜の生花「ベジフルフ
ラワー」を制作し、部員の皆さんを会場で出迎えました。

不用品や手作り品を持ち寄って行なわれたチャリティー
オークションと定額販売。売り上げ総額は昨年を大きく上回る
333,050円でした。売り上げの一部は、社会奉仕活動の一環とし
て札幌市子ども未来局に寄付されます。また、台風21号・胆振東
部地震に対する義援金募金も行ない、
33,766円が集まりました。

▲当 選多数の本部3役主催のお楽しみ抽選会 ▲今 年は、本部役員が制作したハーバリウム
も昨年に引き続き実施。
も販売。

レクリエーション

〜人間ロボットPepperと
一緒に あへあほ体操〜

2日目のレクリエーションは、
（株）AHプ
ロジェクト代表取締役のしものまさひろさ
んをお招きし、腹式呼吸とドローインとい
う技法を取り入れた“あへあほ体操”を実
施。
ヒト型ロボットの
“pepper”
も加わり、
全員で簡単に楽しく体を動かしました。

▲“
 あへあほ体操”のインストラ
クターのしものまさひろ先生と
pepperくん。
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a la c a

組合員の
活動をご紹介
します!

芸能発表会

今年も支部ごとに趣向を凝らした演目を次々と披露。
おひねりが飛び交い、会場は歓声と拍手につつまれました。

▼白 石支部の「お江戸チョイチョイ節」でスタートした芸能発表。
今年も最後にスローガンがお目見え。

▲誰もが知るあの曲に合わせて元気にダンス！南支部の「サザエさん体操」。

▲前 半の司会は、琴似支部の
漆崎あい子さん（左）と佐藤
▲新琴似支部は「好きになった人」で観客を楽しませました。
京子さん（右）。
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▲前 半の飛び入りは、渡部
篠路統括支店長で因幡晃
「わかって下さい」。

▲前 半を締めくくったのは、北札
幌支部。
「お米さんありがとう音
頭」で会場を盛り上げました。

▶今 年も川 崎イツ子先生が中

▶篠路
 支部の「マジカル・アメリ
心となり、
揃いの舞で魅せま
カン・サンバ」は、
スピード感
した。
平岸支部で
「出船音頭」
。
ある演目で大トリにふさわし
い盛り上がりを見せました。

“三
▶au
 のCMでお馴染みの
太郎”
に扮してWANIMA ▶ノリ
 ノリの衣装に身を包み、
の「 やってみ よ う 」を 踊った 「 林 檎 殺 人 事 件 」を 披 露 し
た琴 似 支 部 。
豊平支部。

▲後 半の司会は、手稲支部
の 池 田 富 美 子さん（ 左 ）
と大能紀恵子さん（右）。

▶後半 の ト ッ プ バッ タ ー
は 、厚 別 支 部 で「 昭 和 歌
謡メドレー」。

▲西町支部のフラダンス
で気分は常夏！
？「憧れ
のハワイ航路」。

▲お 揃いのスカートをなびかせながら「黄色いさく
らんぼ」を踊った手稲支部。

▲土 田常務がBORO「大阪
で生まれた女」で飛び入り
参加。

r t e

アラカルト
11月8日（木）〜9日（金）
ＪＡさっぽろ女性部

食の大切さを次代につなごう
ＪＡさっぽろ女性部（菅原利恵部長）では、北区のガトー
キングダムサッポロで2日間に亘り開催された「ＪＡ北海
道女性大会・北海道家の光大会」に本部役員18名で参加し
ました。
両大会には全道から女性部員約550人が参加。女性大会
では、女性組織のあり方を議論し、食や農の大切さを次世代
につなぎ、住みやすい地域社会を構築することを確認しま

家の光の特集記事を紹介する
菅原部長。

した。また、家の光大会では、家の光記事活用体験発表が行
なわれ、代表地区の6人が協同活動を発展させるための情
報機関紙である「家の光」を通じた取組みを発表したほか、
石狩地区女性協議会会長を務める菅原女性部長が、家の光
の読み聞かせとして11月号に掲載の特集記事「最高にうま
いご飯の炊き方」を紹介。記事のポイントを表現豊かに伝え
ました。

11月12日（月）
ＪＡさっぽろ青年部

活動実績発表で札幌の農業と
青年部活動を紹介
つとむ

ＪＡさっぽろ青年部（平賀 農 部長）では、札幌市内
で行なわれた後志石狩地区ＪＡ青年部冬期研修会に
参加しました。研修会ではグリーンストーリープラ
スの林真由さんが「消費者との関係をどのように創

活動実績発表大会でスピーチ
をする大畑支部長。

るか」をテーマに基調講演を行なったほか、
「 人材」
「農業機械」
「婚活」
の三つのテーマで分科会が行なわ
れました。
研修会で行なわれた活動実績発表大会には、ＪＡさっぽろを代表して北札幌支部
の大畑一郎支部長が出場しました。全道大会への出場をかけて張り詰める空気の中
での発表でしたが、抑揚のあるはきはきとした口調で札幌の農業とＪＡさっぽろ青
年部の活動を紹介しました。惜しくも全道大会出場とはなりませんでしたが、堂々と
した発表は審査員からも高評価を得ました。また、力自慢を競うアームレスリング大
会には、
同じく北札幌支部の氏家雄太副支部長が出場しました。
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組合員の
活動をご紹介
します!

a la c a

10月15日（月）〜16日（火）
女性部北札幌支部

心地良い秋晴れの道南探訪
観楓会で羽伸ばす
女性部北札幌支部（土谷眞理子支
部長）では、部員12名が参加し、函
館方面への観楓会を実施しました。
初日は、大沼公園や新函館北斗駅
内の散策と道の駅を巡り、湯の川温
泉へ。温泉と食事を存分に楽しみま
した。2日目には、木古内のサラキ
岬や松前城の他、江差追分会館を
訪れました。江差追分会館は、北国の厳しい自然と生活の中から生まれた人間
讃歌である「江差追分」について、DVDなどを見ながら丸わかりできる内容と
なっており、とても興味深く部員の皆さんからも大好評でした。
今回は両日とも秋晴れに恵まれた絶好の観楓会日和となり、行く先々で美し
い景色を背景に写真を撮り、お土産をたくさん抱えて帰路に着きました。


（水野特派員）

11月1日（木）
女性部白石支部

毎日のお掃除で活躍！
毛糸を使ってミニモップ作り
女性部白石支部（越野ナミ子支部長）では、部員22名が参加し、
「ミニモップ講習会」を実施しました。
今回の講習会は、3名の部員が講師を務め、毛糸や割り箸を使っ
てミニモップを製作。細かい作業に最初は戸惑いながらも、色鮮や
かな毛糸とマスキングテープを使う事で可愛いモップに仕上がり
ました。軽くて使いやすいので、家じゅうあちこちのお掃除で大活
躍間違いなし！！「子どもや孫と一緒に作っても楽しそう！」と部
員の皆さんからもとても好評でした。
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（澤田特派員）

r t e

アラカルト
11月14日（水）〜16日（金）
女性部平岸支部

京料理を堪能！
！2泊3日京都・滋賀の旅
女性部平岸支部（古屋妙子支部長）では、部員9名が参加し、
2泊3日で京都・滋賀への道外研修旅行を実施しました。
今回の旅行は有名な観光名所だけではなく、地元の人しか
知らない穴場スポットも観光しました。嵐山や旧竹林院の日
本庭園など、北海道ではあまり見ることができない風景を堪
能した他、2日目の宿の窓からは琵琶湖を一望できました。ま
た、女性部の旅行らしく市比賣神社や若宮八幡宮社など女性
にまつわる神社を参拝し、バスの運転手の計らいで立ち寄っ
た京都の漬物屋さんでは、急遽試食会を開催。あまりのおい
しさに一同感激し、身も心も大満足の3日間になりました。


（山崎特派員）

11月13日（火）
青年部琴似支部

創業99年の老舗長靴メーカーに迫る
青年部琴似支部（山末学支部長）では、部員9名が参加し、小樽
市にある㈱ミツウマにて秋の見学会を実施しました。
同社は、創業当時より長靴のメーカーとして有名ですが、長
靴の他にも様々な製造工場で使用される特殊な作業靴も用途
に合わせて製造しています。今は一部セラミックを使用した軽
量設計の長靴がおすすめだとか…。また、現在は天然ゴムと合
成ゴムを原料として工業用のラバー製品も製造しているそうで、踏切のゴム製板や橋の緩衝用ゴムも同社の製品が使わ
れています。工場では多くのゴム製品を見学しましたが、オートメーション化された機械製造ではなく、製造工程におい
て手作業も多いことがわかり、高品質な製品を製造するための努力はさすがです。手作業ならではの製品が現在にも受け
継がれていることがわかりました。
なお、現在は小樽の本社及び工場では長靴は販売されておらず、インターネット販売や札幌市内に販売店舗があるとの
ことですので、
皆さんも自分に合う長靴を求めてみてはいかがでしょうか。

（相座特派員）
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組合員の
活動をご紹介
します!

a la c a

11月3日（土・祝）
玉葱部会

生産者が店頭に立って札幌黄をPR
ホクレンくるるの杜農畜産物直売所にて、玉葱部会の坂東
和宜さん、亀田浩市さんが「札幌黄」のPR販売を行ないまし
た。今回も、加熱すると甘味が増す札幌黄の特徴を活かし「札
幌黄のフリット（天ぷら）」の試食を用意。来店客に味わって
もらいながら札幌黄の魅力を伝えました。簡単に作れて美味
しいフリットは、子どもから大人まで大人気で、レシピとともに札幌黄を手に取る来店客
が目立ちました。札幌黄と他の品種との違いや、保存方法など来店客が生産者に直接質問
する姿も見られ、
周知を図る良い機会となりました。

10月10日（水）〜12日（金）
北札幌支店年金友の会

秋の富良野、層雲峡3日間
北札幌支店年金友の会（山本博会長）では、会員12名が参加し、
富良野・層雲峡方面へ視察研修旅行を実施しました。
旅行中は、
周りや移動中は雨模様でしたが、
参加者皆さんの楽し
い笑い声のおかげか見学や立ち寄った先では、ほとんど雨に当た
らず和やかに過ごすことができました。
初日は上富良野トリックアート美術館を訪れ、
2日目はお昼の和
食庭園でのひとときや黒岳のみごとな紅葉をロープウエイやリフトから満喫、
最終日は留萌方面の鰊番屋や国稀酒造など
に立ち寄りました。
各地で食事やスイーツを堪能しつつ、
両手いっぱいのお土産とともに帰路に着きました。


（永井特派員）

10月23日（火）〜26日（金）
資産管理部会新琴似支部・青色申告会新琴似支部

広島で平和を祈り、歴史を感じる
資産管理部会新琴似支部（梅本正支部長）と青色申告会新
琴似支部（篠田正治支部長）では、
「安芸の宮島と古都旅情
岩国・津和野・萩を巡る旅」
として合同親睦旅行を実施しま
した。
初日の原爆ドーム・平和記念資料館では、
被爆遺品や当時
の写真を観て、改めて核の恐怖と“ノーモアヒロシマ”の思
いを強くしました。厳島神社では、荘厳なパワーを感じ、松下村塾では明治維新の息吹に想いを馳せました。錦帯橋や秋芳
洞そして湯田温泉の名物女将も印象深く、
思い出に残る楽しい旅行となりました。
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（杉田特派員）

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29日（月）〜30日（火）
篠路支店年金友の会

恒例の温泉湯治で日頃の疲れを癒す
篠路支店年金友の会（中西俊一会長）では、会員11名が参加
し、
例年行なっている一泊温泉湯治を実施しました。
当日は天候にも恵まれ、途中休憩で立ち寄った道の駅マオイ
の丘公園で販売していた採れたての野菜を篠路地区で採れる
ものと比較したりしながらホテルへ。到着すると部屋に荷物を
置き、
早速温泉に入りました。
夜の宴会では、
「年々参加者が少な
くなるね」と寂しい話にもなりましたが、カラオケタイムに入ると手拍子も起こり、楽しい時間を過ごしました。
中西会長から参加者の方へ
「来年も参加しましょう」
との言葉をいただき、
帰路に着きました。


（白取特派員）

11月6日（火）〜9日（金）
資産管理部会豊平支部

見どころ満載
しまなみ海道縦断
資産管理部会豊平支部
（山田和彦支部長）
では、
部会員19名が
参加し、
関西や四国をめぐる3泊4日の研修旅行を実施しました。
大阪で日本一の高層ビル「あべのハルカス」を訪れた後、四国
に渡り、徳島ではうずしお観潮船で鳴門海峡を見学しました。
愛媛では松山城や道後温泉を満喫し、しまなみ海道で尾道へ。
最後は世界遺産の姫路城で締めくくりました。5県をまたぐ盛
りだくさんの行程で歩き疲れましたが、毎日天候に恵まれ充実
した研修となりました。


（浦島特派員）

11月12日（月）〜14日（水）
資産管理部会篠路支部・青色申告会篠路支部

美味しい料理と
沢山のお土産を抱えた合同旅行
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、
両部会員21名が参加し、
北陸方面への2泊3日
合同旅行を実施しました。
初日は日本三名園のひとつ、兼六園を見学。冬の訪れを告げる風物
詩となっている唐崎松の見事な雪吊りなど、
情緒ある庭園を楽しみま
した。
2日目の世界文化遺産の白川郷では、25棟余りの合掌造りがあり、当時の暮らしと文化をいまに伝えていました。その後、
飛騨の小京都と言われる高山市内を散策しました。
3日目は火曜サスペンス劇場で有名な東尋坊や、
禅の道場大本山・永平寺
を見学し、
美味しい料理と沢山のお土産を抱え無事帰札となりました。


（宮口特派員）
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