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今金町畜産共進会 二人で W 受賞！
最高位 木島 隆浩さん
グランドチャンピオン 菊地 章太さん

７月 19 日、道南ＮＯＳＡＩ 今金家畜診療所裏手の今金町畜産共進会場において、第 49
回目を迎える今金町畜産共進会が開催されました。当日は乳用牛 21 頭、黒毛和種牛 40 頭
の合計 61 頭が出陳され、生産農家の日頃の研鑽努力による改良成果が披露されました。
審査は厳格公正に行われ、順位は下記の通りとなりました。また第 59 回道南畜産共進
会は、肉用牛の部が８月２日、乳用牛の部が８月 23 日にそれぞれ八雲町にて開催されます。
今金勢からの出陳牛の活躍に期待しましょう。

ʐဇཅƷᢿ
未経産牛グランドチャンピオン 経産牛グランドチャンピオン
クリサンス エコー ジエーン キクチ エルメン サム サララン
出陳者 菊地 章太
出陳者 菊地 章太

部別
入賞家畜名
１部 クリサンス エルメン ダンディー サーシエス
２部 ホツト フイーバー ダーハム
３部 クリサンス シド カエラ
４部 クリサンス エコー ジエーン
６部 メップ クレイタ サンチエス
７部 インヌマエル ダイアモンド サム
８部 キクチ ストーマテイツク ウインク
９部 クリサンス エコー レイリー
１１部 キクチ エルメン サム サララン
１３部 インヌマエル サム ミツクス
１４部 ブリーダーバード・ベストスリー

出陳者
菊地 章太
湯元 宏
菊地 章太
菊地 章太
本塚 羽
山崎 良介
菊地 章太
菊地 章太
菊地 章太
山崎 良介
菊地 牧場

᱅ൗԧᆔཅƷᢿ
育成牛の部最高位
かなり
出陳者 木島 隆浩

経産牛の部最高位
みおか
出陳者 木島 隆浩

部別
１部
２部
３部
４部
５部
６部
７部

入賞家畜名
やすこ
ふくおう
かなり
ちえ
かれん
みおか
きらら

出陳者
野田 直樹
佐藤 弘一
木島 隆浩
田中 一也
中野 勝広
木島 隆浩
境田 哲哉
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１

種子馬鈴薯 防疫検査
無事終了！
日本一の﹁今金男しやく﹂の
元となる種子馬鈴薯の防疫検査
が第一期は６月

日︑第二期は

７月２日︑第三期は７月

日に

実施され︑全筆合格しました︒
原種︑採種それぞれ圃場が抽出
されウイルス株︑アブラムシ︑
植物検診︑土壌検査が行われま
した︒この防疫検査は収量や品
質などに重大な被害を与える病

報われますよう︑豊穣の秋を期
待したいものです︒

若手農業者 野球交流

広域連 共選スタート

ＴＰＰ総決起大会

の野菜出荷施設で７月１日︑ブ

各地から農業者を中心に約７︐

反対集会が行われました︒全道

日︑札幌でＴＰＰ交渉

ロッコリーの共選作業が始まり

０００人が参加し︑今金町から

７月

ました︒春先の遅れを取り戻す

は

檜山北部広域農業組合連合会

かのように気温・日照にも恵ま

落ち着いています︒大根の共選

ていましたが︑現在は平年並に

については初めは高値で推移し

日の初出荷となりました︒価格

れ︑ブロッコリーは昨年と同じ

守る運動をしていきたいと決意

けました︒これからも北海道を

を果たしてもらいたいと呼びか

済︑農業をしっかり守り︑責任

く反対の姿勢を見せ︑北海道経

加に進んだ日本政府に対して強

人が参加しました︒交渉参

日に始まり︑大根

何度も圃場を巡回してきた生産

春から優良種子生産に向けて

出荷させないために行われます︒

お互い軽快な動きで︑両者一歩

普段やりなれない野球でしたが︑

対決をして交流を深めました︒

とＪＡ今金町職員チームで野球

となって努力していきます︒

全な生産を心がけ︑部会員一丸

る品質・技術の向上︑安心・安

した︒今年も消費者に求められ

も昨年と同じ初出荷日となりま

ていくか気になるところです︒

ＴＰＰ問題がどのように集結し

危機感を訴えました︒これから

してＴＰＰ交渉参加への怒りと

を示し︑大会後にはデモ行進を

作業も７月

者の皆さん︑抜き取り等指導に

も引かず白熱した試合を繰り広

▲デモ行進をする今金の生産者たち

日︑若手農業者チーム

25

当たられた補助員もほっと一息

査の実施など厳格な検査を行い︑

先輩諸氏の努力により現在の地
位を築いた﹁今金男しやく﹂の
名声を維持︑向上させるために
収穫まで気を緩めずに生育管理
・環境整備の徹底をお願いしま

▲選別されたブロッコリー・大根

７月

48

げていました︒

▲検査を受けている様子
▲熱投する若手農業者

したと思います︒今後も自主検

気︵種子伝染︶を持った種子を

10

17

す︒また︑そのたゆまぬ努力が
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19

東北交流事業

など今金食材の料理が振舞われま
した︒

日はピリカ遺跡まつりで

女性部

花埋み 夏季研修会

日︑七飯町︑

檜山北部女性グループネットワー

ク〝花埋み〟は７月

北斗市で研修しました︒当日はＪＡ

化石のレプリカを消しゴムで作っ
たり火おこし体験を楽しんだり︑

今金町女性部から

カラオケ大会に参加して歌での交

笹蒲鉾﹂を堪能し食文化でも交流︑

は今金和牛と石巻名産の﹁白謙の

は大喜びでした︒ピリカまつりで

を視察・六輪村の現在の経営に至る

んでいました︒あぐりへい屋で売場

焼き上げ︑いいお土産ができたと喜

プルパイを︑苦労しながらも上手に

井観光農場で普段作り慣れないアッ

人が参加し︑石

流も楽しみ︑雄勝町の方が地区入

までの苦労話を聞きました︒六輪村

間で宮城県石巻市雄勝町から

日︑

イベント盛りだくさんで子供たち

賞を果たしました︒最後は今金町

がどうして設立されたのか︑経営が

ｉｎ 今金

と雄勝町の子供達でプレゼント交

軌道に乗るまでの苦労話を皆さん真

けに素敵な出会いもあったようで

の親子を招いて交流をしました︒

3
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青年部
アグリフェスタ 開催
檜山管内の若手農業者が中心と
なって７月６日︑浮島公園でＡＧ
ＲＩ・ＦＥＳＴＡを開催しました︒
檜山管内の農業関係者に出会いの
機会を作るという目的で開催され
たこのイベントですが︑町内から
はもちろんのこと︑町外からも多
くの人が駆けつけ︑総勢３００名
の男女が参加しビンゴやバーベ
キュー︑ドラム缶ピザなどを楽し

日の二日

換をし︑子供同士でも絆を築きま

す︒来年度以降も継続して行って

昨年︑震災の復興支援として今

青年部は７月

人

いきたいということなので︑参加

金町の野菜をＪＡ今金町青年部で

▲アップルパイ作りをするメンバー

みました︒このイベントをきっか

４

12

剣に聞いていました︒

されなかった方は来年こそ参加し

雄勝町へ販売しに行ったという経
緯があり︑そこから交流が始まり
日は農業体験として青
司さんの
農場でミニトマトの収穫︑日進牧
場でトラクターの試乗など普段で
きない体験をしました︒夜はドラ
ム缶ピザや芋の塩煮︑大豆アイス

▲日進牧場で記念撮影

28

年部副部長である伊藤

ました︒

27

28

した︒

▲ミニトマトすくいを楽しむ参加者
19

27

てみてはいかがですか？
▲ドラム缶ピザ焼き上がり！
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馬鈴薯

豆 類

軟白長ネギ

55

±
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15

今後の農作物管理

花蕾腐敗病の発生に注意が必要で
す︒銅剤は高温時の散布で薬害・薬斑
を生じますので︑夕方などの気温の下
がる時間帯に散布しましょう︒

16

45

60

40
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50
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大根・小かぶ
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露地︵早１日︶
大豆︵早３日︶
８
月はネギアザミウマ︵スリップス
・茎葉処理についてデシカン乳剤の使 ・品種に合わせた病害虫防除
類
︶の発生最盛期です︒ハウス周辺の
用方法は使用基準を守りましょう︒
黄大豆では紫斑病が黒大豆ではべと
雑草から進入し︑成虫および幼虫とも
土壌が極端に乾燥しているときは避
病が子実に病斑を形成し問題となりま
ネギの葉上で食害します︒ハウス周辺
け︑朝露の無い時間帯に︑茎葉にム
す︒べと病は︑風通しが悪いと発生
の雑草を処理するとともに発生に注意
ラなく散布しましょう︒
しやすくなります︒生育と発生状況を
して適切な防除を行いましょう︒
・収穫作業についてキズや打撲といっ
観察し︑適期防除に努めましょう︒
牧草 ０
た機械作業による規格外の発生が増
・マメシンクイガ 早めの防除を！
畜 産
飼コーン 早４日
えています︒収穫前に収穫機械の調
近年全道的に発生が増え︑被害が増え
節 ･整備︑特に緩衝材部分の調整を行
ています︒大豆連作ほ場や昨年の大豆 ・夏場の飼養管理
いましょう︒また︑収穫時にコンベ
生乳のＭＵＮが適正な範囲︵バルク
作付ほ場に近いほ場では特に注意し︑
ヤの回転速度・堀取り刃の深さを調
〜 ｍｇ ／ｄｌ個体 ８〜 ｍｇ ／
早期にローテーション防除を実施しま
節しましょう︒茎葉処理後 日以降︑ しょう︒
ｄｌ︶になければ︑飼料中のエネルギー
ほ場が乾いた晴天の日に収穫作業を
小豆︵早３日︶
と蛋白質のバランスがくずれてないか
行いましょう︒寒い日に行うと打撲
・病害虫の防除
チェックしましょう︒また食い込みが
が多くなります︒収穫後のいもは︑
病害の発生や今後の天候に十分注意
全体的に落ちていないか観察しましょ
風通しの良い光の当たらない場所に
し︑防除を行いましょう︒
う︒放牧草の８月以降の再生量は︑大
置きましょう︒ＪＡで行う収量調査結
・マメアブラムシに注意！
きく下がります︒放牧牛の栄養確保の
果を参考にして作業を進めてください︒ マメアブラムシは︑黒色で集団寄生す
ため︑面積拡大や乾草などを補給しま
早出し︵生育平年並・収穫早３日︶
るのが特徴です︒ほ場をよく観察し︑
しょう︒
・収穫作業について
早期の防除に努めましょう︒
・２番草の刈取り
皮剥けを防止するため丁寧に収穫し︑
・
病
害
の
防
除
︵
灰
色
か
び
病
・
菌
核
病
︶
２番草はあまり出穂しないため刈遅
品質の良い出荷に努めましょう︒
今
後
茎
葉
が
繁
茂
し
︑
病
害
の
発
生
・
蔓
延
れる傾向にあります︒刈り遅れは︑ギ
の恐れがあります︒病害の発生状況を
シギシの繁殖を助長します︒チモシー
てんさい 早１日
確認し︑早期防除を実施しましょう
主体草地の刈取り適期は︑１番草刈取
り後 〜 日ですが︑マメ科率が ％
・ 病害虫の発生に合わせた防除
秋まき小麦
以上で１番草を早刈りしたほ場や︑中・
０日
ほ場をよく観察し︑病害虫の発生状況
晩生品種主体のほ場は 〜 日程度の
・９月は次年度のは種が始まります
に注意しましょう︒褐斑病の発生に注
生育期間を確保しましょう︒また︑オー
は種前に土壌診断を行い︑土壌ｐ Ｈを
意し早期の防除を心がけましょう︒ヨ
チャードグラス主体草地は 〜 日を
確認し極端に低いほ場は︑炭カルなど
トウムシは若齢幼虫のうちに早めの防
目処に刈り取りを進めましょう︒
石灰質資材で矯正しましょう︒生育期 ・衛生管理の徹底
除を︑ハダニは発生を確認したら︑す
間中に低ｐ Ｈによる障害が出てしまう
みやかに防除を行いましょう︒
残暑と湿度の高い状況が続きます︒
と︑対処の方法がなく施肥効果が半減
・ 育苗土の準備
家畜の栄養補給に努め︑﹁病気を持ち
します︒
病害虫発生の恐れのない腐植に富む土
込まない︑持ち出さない︑広めない﹂
を準備しましょう︒
ｐ Ｈ矯正目標は６． ・は種機の調節を行いましょう！！
ことを徹底しましょう︒外部の人が入
０〜６．５です︒土壌ｐ Ｈを測定し︑ ﹁きたほなみ﹂は茎数が増加しやすく︑ れるエリアを制限し︑家畜のエリアは
適期・適量は種が重要です︒は種作業
必要に応じて石灰質資材で矯正しま
乾燥と衛生的な状態を維持しましょう︒
の前にドリル機のは種量調節のダイヤ ・オーチャード草地の追肥
しょう︒
ルを調節して︑適量は種を行いましょう！
チモシーは春先に︑オーチャードは
にんじん
８ 月下旬に新芽の発生や分けつをおこ
ブロッコリー
ないます︒この時期に適正な追肥があ
ると︑その働きを高め︑その後の収量
性に効果があります︒
10

黒葉枯病は︑生育最盛期から後半に
発生が多くなる病害です︒気温が高く︑
晴天と雨天が繰り返されると多発しま
す︒収穫までの日数を考慮し計画的に
防除を行いましょう︒

10

水
７月下旬の低温で生育は鈍化し︑７日
↓２〜３日早に︒
今後の生育の推移︵乳熟↓糊熟↓黄
熟へ︶に留意︒
・発生予察の励行で的確な病害虫防除！
︿いもち病﹀
①出穂期と②その７〜 日後の基幹
防除を徹底するとともに︑予察情報に
もご留意下さい︒
︿カメムシ類﹀ 乳熟期︵出穂以降７〜
日後︶を中心に防除を徹底︒その後
は予察に基づく追加防除をご検討下さ
い︒︵気温が高く経過した場合は︑予
察頭数以上の被害となるので注意！︶
・出穂・開花時は水が必要！
出穂・開花時は︑稲の一生でもっと
も水を必要とする時期です︒３㎝ 程度
の浅水で湛水状態を保ちましょう︒
・間断かんがいの実施︒
開花終了後は ” 間断かんがい ” とな
ります︒落水後の入・排水と収穫作業
円滑化のため︑” 溝切り ” を実施しま
しょう︒
・登熟後半の土壌水分の維持！
落水の目安は出穂後 25 日目頃︵穂
かがみ期︶とされますが︑落水後は天
候やほ場の状況に応じて適宜〝走り水
〟を！︵土壌水分が不足すると︑枯上
りが早まり倒伏につながります︶
・育苗床土の培養
次年度使用する苗床 ( 置床 ) や箱土
は︑矯正期間を見越し
早めに土壌診断を実施し︑酸度矯正
や培養に努めましょう︒︵但し︑施肥
直後のサンプルなどＥＣが高い場合は
正しいｐ Ｈが表示されませんのでご注
意下さい︒︶
10

コナガ及びアオムシ等の発生が多
い時期になっています︒系統の違う
剤によ る ロ ー テ ー シ ョ ン 防 除 を 行 い ま
しょう︒
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４
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美樹さん
雅人さん
藤倉
稲穂地区

20

今金町を担う若者達を紹介するコーナー︒第 回
目は稲穂地区の藤倉 雅人さん︑美樹さん夫妻をご
紹介します︒
ミニトマトの収穫も徐々に本格化し︑雅人さんも
期待を膨らませていました︒
雅人さんの趣味は映画で︑家族で映画鑑賞をする
ことも︒美樹さんの趣味はお裁縫で︑子供の服を作
ることもあります︒
夫婦二人三脚で農業を営む藤倉さん夫妻に︑今回
は色々なお話を伺いました！

《プロフィール》
藤倉 雅人 ( ふじくら まさと ) 38 歳
北海道檜山北高等学校卒（就農 11 年目）
藤倉 美樹 ( ふじくら みき ) 37 歳
七飯高等学校卒（就農 6 年目）
《経営作物》 水稲・ミニトマト
《家族構成》 藤倉 識（子）、優（父）、良子（母）

︽お二人の出会いは︾
︵美 樹︶私が函館で働いていたときに旦那が函館へ仕事にき
ており︑仕事の関係で知り合い︑意気投合してお付
き合いすることになりました︒
︽就農のきっかけは？︾
︵雅 人︶親から後を継がないか？と農業の良さについて親に
語られていましたし︑年齢のことも考えて︑俺がや
らなければと自然に考えるようになり︑就農しました︒
︵美 樹︶ 私は旦那と結婚をして︑農業に携わっている姿を見
て︑私も手伝えることはないだろうかと思い︑農業
に従事するようになりました︒
︽農業をしていて感じることはありますか？︾
︵雅 人︶やはりこれからの時期︑収穫が楽しみですね︒ミニ
トマトはこれからピークを迎えますし︑一年で一番
忙しい時期だと自分自身感じていますが︑この時期
が農業をやっていて一番楽しい時ですね︒先に対す
る不安はありますけどね︒
︵美 樹︶自然災害に左右されるのが難しいですよね︒ミニト
マトは園芸作物なので︑影響は露地と比べて少ない
ですが︑それでもハウスの管理も天候に左右される
ので大変ですね︒
︽今の生活はどうですか？︾
︵美 樹︶子供を中心に充実しており︑家庭円満です︒

︽今後はどうしていきたいですか？︾
︵雅 人︶バランスを考えつつも︑タイミングさえ合えば規模
拡大をしたいと考えています︒
︵美 樹︶人手を増やし︑収量が上がればと思います︒これか
らも旦那を陰から支え︑家族仲が良好な家庭を維持
していきたいです︒

農作業で多忙な時期でしたが︑終始笑顔で取材にご協力し
ていただきありがとうございました︒家族で支えあいつつ︑
農業に対して真剣に取り組んでいることを感じました︒これ

からも目標に向かって家族の皆さんと一緒に頑張ってください！
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農作業前に熱中症対策をしっかり行いましょう！
䖵出かける前に必ず天気予報をチェックしましょう！
䖵体調不良の時は熱中症の危険が高くなるので、無理をしないように！
䖵規則正しい食事は熱中症を防ぐことにつながるので、朝食をしっかりとりましょう！
䖵日差しを遮り、汗を逃がしやすい涼しい服装を選びましょう！
䖵のどが渇く前に積極的に水分補給をしましょう！
䖵できる限り二人以上で作業をし、体調不良時は我慢せず不調を伝えましょう！
䖵施設内での作業は風通しをよくし、熱がこもらないようにしましょう！
䖵涼しい時間帯に作業をするようにして、暑い時間の作業は休憩をこまめに、作業時間を短くする
など工夫をしましょう！

具合が悪いと思ったら一刻も早く体を冷やすことが大切です！
意識がはっきりしない場合は非常に危険！すぐに救急車を！

入っててよかった！ＪＡの自動車共済
ご加入されていますか？あなたのトラクター

発生している事故の事例

残念なことに、毎年多くの農作業事故が発生してい
ます。特にトラクターによる事故はその被害が大き
く、受傷した人はもとより農家経営全体にも重大な
影響を及ぼします。トラクターの使用にあたっては
保安装備を的確に付けるとともに日常の点検・整備
を行い、事故を防ぎましょう。また、どんなに気を
つけていても発生してしまうのが事故です。事故に
遭ってしまったときのためにＪＡの自動車共済に加
入しましょう。

事例 トラクター作業機に 事例 圃場への昇降路で横
１ 巻き込まれてケガを 2 転、下敷きになって
してしまった。
しまった。

ご加入をおすすめする理由は･･･
理由①

トラクターやコンバイン等の農耕作業用小型特殊自
動車は、自賠法上、自動車として取り扱われません
ので自賠責共済（保険）に加入できません。万一の
対人事故の場合、相手方への賠償は全額個人負担で
す！対物事故での賠償やご自身の人身損害、トラク
ターの修理費も全額個人負担です！

理由②
農道の整備に伴って一般車両の進入が増加していま
せんか？一般車両とトラクターやコンバインとの交
通事故の増加も不安です。

事例 農道で追越をかけよ
３ うとした後続車に追
突されてしまった。

おすすめプラン

ご家族も安心タイプ

対人・対物賠償

無期限

搭乗者傷害特約

死亡１，０００万円

人身傷害保障特約

５，０００万円

共済掛金（一時払）

新規

1 年間無事故の場合 10 年間無事故の場合
継続契約の掛金
継続契約の掛金

２２，８００円 １７，５００円 １０，３００円
※上記掛金は平成２５年９月３０日まで有効です

※上記は概要を説明したものです。ご検討にあたっては「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧下さ
い。ご契約の際には「重要事項説明書（注意喚起情報）
」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧下さい。
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0137-82-0211 ＪＡ今金町

貯金共済課まで

種子馬鈴薯･大豆･
小豆･アスパラ等
作付してます !

ȯȳȝǤȳȈᲫЎ᧓ᢃѣ
今月のテーマ

〜姿勢・ウォーキング〜

正しい姿勢を意識しましょう。
ゆっくり長く

今金町健康づくりアドバイザー
下メップ高台地区 岸徹也さん

ねこ背・そり腰

（10 〜 15 分）歩

は肩コリ・腰痛

いてみましょう

・膝痛の原因で
すよ

汗拭きタオルを巻いて、
水分補給はしっかりと！
日焼け対策も忘れずに！
鏡で肩の高さを
確認し、自分の

耳・肩・腰のラ
インが一直線に
なるのが理想的
な姿勢です

胸を張るような気持ちで
ちょうど真っ直ぐです

ゆがみ具合を確
認しましょう
胸のハリを意識する
だけで、背中の運動
にもなりますよ

腹筋・背筋を 1
分間やってみま
しょう。呼吸は

止めないように
日頃の営農ご苦労さまです。正しい姿勢は元気に長く働く為にとても重要です。気持ちもスッキリし
ますし、ダイエット効果も高いですよ。
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