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農事組合長会議
第22回監事会
とうま蟠龍まつり

（当麻町公民館まとまーる前　役職員）
上川地区農協米対策委員会（JA上川ビル　組合長）
上川地区農業協同組合長会議（　　〃　　）
７月末定期監査（23日迄）
共済連北海道第３回運営委員会（北農ビル　組合長）
第８回当麻町農業委員会総会（大ホール　舟山理事）
上川地区JA共済推進委員会（JA上川ビル　組合長）

秋葉妙見宮例祭（当麻神社社務所　常務）
第43回理事会
カントリーエレベーター安全操業祈願祭

（ＣＥ荷受操作室　常勤）
当麻町カントリー利用協議会定期総会

（大会議室　組合長）
８月末中間棚卸監査（監事団）
役員報酬審議会委嘱状交付

（役員会議室　組合長・常務）

組合のあゆみ
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次の事項が審議され提案通り承認されました。理事会報告
第43回理事会
●議案第１号　　農事組合長会議議案に係る役員推薦委員会委員の選出について
●議案第２号　　役員報酬審議会委員の選出について
●議案第３号　　令和３年産カントリー米実績差数精算について
●議案第４号　　令和３年産カントリーくず米追加払いについて
●議案第５号　　令和３年産米追加払いについて
●議案第６号　　令和４年産米集荷方針について
●議案第７号　　マネー・ローンダリング等への対応に関する規程の一部改正について
●議案第８号　　反社会的勢力等への対応に関する規程の一部改正について
●議案第９号　　職制規程の一部改正について
●議案第10号　　余裕金運用等にかかるリスク管理手続の一部改正について
●議案第11号　　組合員の異動について

令和４年８月29日

　８月２日午後１時３０分より農協３階大ホールにて、農事組合長会議が開催されました。
　農協役員推薦委員の任期満了年に伴い福井組合長より、新しい役員推薦委員の選出について報告がなされました。

８月２日　農事組合長会議

役員推薦委員会委員名簿 任期：令和４年１０月１７日～令和７年１０月１６日迄

№ 区分 区　　　域 氏　　　名 № 区分 区　　　域 氏　　　名

１

２

３

４

５

６

７

８

地域

地域

地域

地域

地域

地域

地域

地域

中央１区、中央２区

中央３区、中央４区

中央５区、中央６区

中央７区、市街全区

宇園別全区

伊香牛全区

北星全区

開明全区

木　村　直　幸

稲　田　秀　幸

住　田　哲　也

菅　野　光　仁

宇佐見　英　行

藤　井　　　悟

天　野　充　博

美　頭　勇　二

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

地域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

緑郷全区、東全区

各組織

各組織

各組織

各組織

各組織

理事会

理事会

道　下　貴　博

日下部　裕　一

朝　野　健　治

田　中　健　一

石　田　一　光

三　島　知　浩

宮　崎　良　和

羽　根　　　敏
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　今年の豊作と安全操業を願うため、カントリー
エレベーター安全操業祈願祭がカントリー事務所
神棚前にて行われました。祈願祭には町・JA関
係者など12名が出席し、当麻神社の鎌田禰宜に
よる神事が執り行われたあと玉串を捧げました。
　続いて農協３階大会議室にて、カントリー利用
協議会定期総会が開催され、羽根会長より「昨年
同様、今年度につきましても春先から非常に天候
に恵まれた状況であり、平年並みまたそれ以上の
収穫が見込まれるのではと思っております。また、
小麦粉の価格が上がっている中、飲食業、観光業
も動き出し、一般家庭も含めて米の消費が回復し
ていくのではないかと期待しているところです。あと半月もしますと稲刈りが開始されます。事故・ケガの無いよう作業
を進めていただきたいと思います」と挨拶のあと、令和３年産優秀出荷者表彰が行われました。
　次に、福井組合長より来賓挨拶のあと中央６区 森下氏が議長となり、令和３年度事業報告並びに決算報告、令和４
年度事業計画（案）並びに収支予算（案）が審議されました。また、役員改選については厳正な審議により、令和４年・
５年度の新役員が就任し、新執行体制がスタートしました。

8月29日 カントリーエレベーター安全操業祈願祭
当麻町カントリー利用協議会定期総会

安全操業祈願祭の様子

　秋まき小麦の刈取作業が７月21日から始まりま
した。
　黄褐色に色を変えた品種「ゆめちから」は約50
ヘクタール作付けしており、コンバインによって刈
り取られた小麦は乾燥作業を経て、順次販売先へ
出荷されます。

７月21日～28日

秋まき小麦の刈取作業

定期総会の様子

会　長　　　羽根　　敏
副会長　　　齋田　浩二　　　山下　高博
監　事　　　髙橋　利文　　　梶山　雅史

新執行体制

団体賞　 伊香牛地区営農集団
個人賞　 中央７区　　杉山　紀幸 様
個人賞　 北星２区　　㈱菅野農産 様

令和３年度産優秀出荷者
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　３年ぶりの開催となる「2022とうま蟠龍まつり」
が当麻町公民館まとまーる前特設会場にて開催さ
れました。当日は天候に恵まれたお祭り日和となり

「千人踊り」にはＪＡの役職員も参加し、各団体や
地区の皆さんと一緒に当麻音頭による伝統の踊りを
披露しました。フィナーレには打ち上げ花火も上が
り、たくさんのイベントで盛り上がりました。

８月７日

とうま蟠龍まつり
千人踊りに役職員が参加

　当麻町商工会主催の仮装・子ども盆踊り大会が、JR当
麻駅前広場特設会場にて３年ぶりに開催され、JA女性部
員９名が参加しました。JA女性部では町内イベントの積
極的な参加と交流を目的に毎年参加しており、今年は大
会同様３年ぶりの待ちに待ったイベントとなりました。
　当日は雨が心配されましたが過ごしやすい気温となり、
蟠龍太鼓と盆踊りの音楽に合わせて「JA女性部 スマイル
ガール」のテーマ通りマスクの中は笑顔で、会場一体と
なり華麗に踊りました。

８月18日

JA女性部仮装盆踊り大会に参加

　当JAの女性部・青年部はJA上女協・JA上青協の合同事
業として、かみかわ農業祭に参加してきましたが、新型コロナ
ウイルスの影響によりイベント等の自粛が求められるようにな
りました。そこで、JA上女協・JA上青協合同事業の新たな
活動として上川管内の農畜産物を活用した「料理」レシピを
開発し、飲食店で提供することで引き続き上川管内のサポー
ターづくり、管内農畜産物の消費拡大を実現するという趣旨に
基づき、管内の13JAはレシピの開発に挑みました。
　当日は当麻改善センターにて、女性部より３名、青年部より
２名が代表して、持ち寄った４つのレシピをまずは調理。材料
はすべてに当麻町代表野菜のきゅうりとミニトマトを使用し、
１時間ほどで４品が完成しました。試食を経て１品に決定した
レシピはJA上青協部長会議・JA上女協部長会議にて審議さ
れ、JA当麻の料理はJA上川ビルみはら食堂にて10月3日（月）
～ 10月7日（金）の期間で提供される予定となっております。
提供された当JAのレシピにつきましては、「くみあいだより10
月号」に掲載いたします。

８月19日

地元農産物を使用したレシピ開発
JA当麻女性部・青年部合同研修

調理師免許を持つ藤中青年部員
華麗な包丁さばきを披露

各部会現地研修会・出荷規格検討会各部会現地研修会・出荷規格検討会各部会現地研修会・出荷規格検討会

７月28日　キュウリ部会現地研修会及び中間出荷規格検討会
場所：集荷場１棟目
講師：㈱埼玉原種育成会　栗田氏

　川上部会長の挨拶のあと、㈱埼玉原種育成会 栗田
氏より半促成栽培・今後の管理について、草勢維持に
は生長点の確保と栄養の維持、さらに通気性の良さが
必要であり、強摘芯や強摘葉は大きな草勢の低下につ
ながるため、摘芯すべき枝と放任する枝の見極めを行
うこと、枝の処理方法について図解されたものを確認
しながら講習が行われました。また病害虫対策につい
て、ＲＡＣコードを用いた防除農薬のローテーション
散布の例を参考に説明がありました。
　次に部会担当者より市場報告がなされたあと、出荷
協定事項、選果規格、出荷可能なＣ品規格について現
物を見ながら確認が行われました。

８月４日　でんすけ部会　小玉すいか現地研修会
場所：北星１区　㈲ファインワークス圃場
講師：㈱萩原農場　野村部長

　今年度よりでんすけすいか収穫後のハウス
を利用して、小玉すいかの試験的作付けが９
戸の生産者圃場で７月末より順次行われてお
ります。
　講習会では、小玉すいかの安定生産に向け
て定植準備から交配期・肥大期・成熟期の管
理まで一通り説明がなされ、基本的にはでん
すけすいかと変わらないが果皮に傷が付きや
すいため、玉直しの際は注意するよう呼び掛
けられました。
　収穫は９月上旬を予定しており、初出荷に
向けて栽培管理が行われます。

　農業センターによる水稲不稔調査を実施いたしました。各圃
場よりサンプルを採取した稲を、１本１本手で籾に実が入ってい
るかを確認。
　今年度の調査結果では品種によってばらつきはあるものの全
体的に茎数・籾数が多く、不稔割合も低い結果となりました。

８月23日

水稲不稔調査を実施

　今年度から試験栽培が行われている小玉すいかの初出荷に
向け、市場関係者も集まる中、試し切りが集荷場３棟目にて
行われました。今年度は９月上旬から約1,000玉の出荷を見
込んでおります。

８月23日

でんすけ部会　小玉すいか試し切り
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８月５日　南瓜現地研修会
場所：北星２区　天野部会長宅圃場
講師：ＪＡ当麻　野澤専任技師

　収穫期まで草勢を維持するために、病害虫防除をきちんと
行い肥料を切らさないようにし、果実の日焼けを防ぐ管理を
行うこと。病害虫防除については、防除農薬例を表にしたも
のを参考に講習が行われました。また、収穫作業では雨天の
日には絶対行わず、晴天日の果皮が乾いている時に行い、収
穫後は日陰に並べ、すぐヘタを乾かすことが腐敗防止のため
重要と説明がありました。

８月１２日　トマト部会現地研修会
場所：緑郷１区　太田弘さん宅圃場
講師：サカタのタネ　池田氏
　　　普及センター　草野主査

　始めにサカタのタネ 池田氏よりお盆以降の出荷に向けた
栽培管理について、今年は曇天と雨が続き追肥の効果は見え
てこないが、土壌には十分蓄えられているため天候が回復す
ると根からきちんと吸収してくるので、今後は摘芯前の追肥
は薄めのものを少量多回数で行うと障害果が少なくなる。ま
た、湿度が高いため全道的に病気の発生が多くみられており、
灰色カビ・葉カビ、うどんこ病を出さないよう定期的な予防
散布が必要と説明がありました。続いて普及センターより、
４月から８月上旬までの気象情報をグラフにしたものを参考
に、これからの１ケ月の気象予測と今後注意が必要な病害虫
の確認が行われました。

花きの産地ＪＡとしての取組み

管理部総務課
第４回目（８月１０日～８月２３日）　
 ・スプレー菊
　（品種：セイアドリア・セイリポル）

農協２階合同事務所
第５回目（８月２４日～９月６日）
 ・バラ（品種：フェスティボ・ボヌール）

各部会現地研修会・出荷規格検討会各部会現地研修会・出荷規格検討会各部会現地研修会・出荷規格検討会
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　成熟期予測と試し刈りで適期収穫を目指しましょう。本年の水
稲の生育は例年より早く進んでおりますが遅れ穂の発生も散見さ
れているため、必ず試し刈りをして、玄米判定(下見検査)を行い、
刈り遅れがないよう、適期刈り取りに努めましょう。

○適期収穫のポイント

☆適期収穫と乾燥のポイントについて☆

○稲わら搬出
収穫後の稲わらを搬出することで、後効きする地力窒素を減らすことができます。良食味米（低タンパ
ク米）を生産する為にも、稲わらを搬出しましょう。また、ワキ（土壌還元）を抑制し、田面の乾燥を
促進させ、乾土効果を向上させることが出来ます。
○溝切り
溝切りを行う事で、速やかに田面水の排出ができ、融雪後すぐに春作業を行う事ができます。
また、圃場の乾燥が促進されることにより、地力窒素を引き出す事ができます。
○土壌診断
高品質米の安定生産には、施肥の適正化が必須です。土壌診断や圃場の生育を参考に圃場ごとに施肥を
見直しましょう。

☆収穫後の圃場管理について☆

①出穂後の積算気温で収穫期の予測をする
出穂期以降の毎日の平均気温の積算値が950℃～ 1,000℃で概ね収穫期と判断できます。
気温の高低と穂数・籾数の多少により前後しますが、出穂後50日程度で成熟期を迎えます。
②籾の熟色で判定する
成熟期に近づくと籾の黄化は晴天日に１日あたり２％程度進みます。株全体の籾が90％黄化したら収穫
できます。
③玄米サンプルにより判定する(下見検査)
生育中庸な株を２～３株刈り取り、２日程度風通しのよい所で乾かして籾摺りします。整粒歩合が80％
となったら収穫適期です。整粒歩合60％を超えると天候にもよりますが、１日あたり約２％の青米が整
粒になるとされています。

○乾燥のポイント
①乾燥開始時は籾水分が高い為、高温乾燥を避けましょう。25％以上の高水分籾は40℃以下で乾燥し、
25％以下になってから通常の熱風温度としましょう。
②胴割れ粒を発生させないよう、均一な玄米水分（14.5～15.0％）に仕上げるため、二段乾燥を行いましょ
う。
③過乾燥にならないように注意しましょう。

稲わら搬出 溝切り

水 稲 編
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［南　　瓜］ 収穫・出荷時の注意点
　南瓜を収穫・出荷する際は以下の点を注意して下さい。
・ヘタにコルク状のヒビが十分にいきわたったものを収穫する。
・果実の外観だけで判断せず、着果位置ごとに試し切りを行い、内部の品質を確認し、未熟果の混入を防ぐ。
（切った際に果肉の色が端まで十分か）
出荷する前の注意・・・
・風乾は10～14日程度かけて確実に乾かす。（温度や湿度等の条件により変化します）
　また、温度15度未満の風乾は逆効果になりますので状況を見て風乾してください。
　　（ヘタが完全に乾いていない果実は箱詰め後に腐敗する可能性が高まります）
・果実を磨くときは丁寧に！！
　磨きが不十分の場合、果実に光沢が出てきません。部会員の品質の統一の為にも磨きは丁寧にお願い致
します。
・箱に詰めたまま日数が経過すると腐敗が発生する危険性が高まりますので、箱詰め後は早急に出荷して
ください。
※これから出荷が増えてくると思いますが、食味はもちろん見た目においても他の産地より１ランク上の
南瓜を目指し出荷していきましょう！！

［トマト・ミニトマト］栽培管理について
　・今後の気温の低下により換気が不十分となり灰色かび病等の発生に繋がります。
終盤まで収穫するためにも定期的な防除をお願い致します。
また、草勢低下に伴い、うどんこ病、斑点病が増加します。追肥は重要ですが、窒素を多く施用するとベー
スグリーンになるので気を付けて追肥を行いましょう。

　これから稲刈りの繁忙期となりますが、適正な肥培管理に努め最後まで良品質なトマト・ミニトマトの
出荷に努めましょう。

※着色促進剤として効果的
　ホストップ
ホストップは亜リン酸を使用してリン酸を吸収しやすくし、即効性を高めた液肥です。
またリン酸を25%、カリウムを20%と他の液肥に比べて多く含んだ液肥です。
亜リン酸は吸収されるとリン酸になるもので通常のリン酸よりも吸収しやすくできていて病気や害虫の耐
性強化、発根や着果、着色の促進に効果的です。
また、カリウムを多く含んでいるのでより丈夫な作物に育てやすくできていて吸収性が高く、即効性があ
るので悪天候時の生育不良などにも効果的です。

後半の出荷は翌年につながる大切な時期でもあります。

［きゅうり］斑点細菌病、褐斑病対策、後半の管理
●斑点細菌病
　～多湿で発生。病気のついた葉や果実は早めに取り除きハウス外に排出しましょう。（病気拡大防止）
　（防除一例）　キノンドーフロアブル　１,２００～１,５００倍
　　　　　　　カスミンボルドー　１,０００倍+バイカルティ　混用　１,０００倍
　　　　　　　（バイカルティについては銅剤による薬害軽減の為）
●褐斑病
　～高温多湿、蒸し込み過ぎ、栄養不足、通気性の不良、強摘芯・摘葉による草勢低下、軟弱徒長が原因
となる。
　（防除一例）　ジマンダイセン水和剤　６００倍
　　　　　　　ジマンダイセンフロアブル　５００～８００倍
　　　　　　　プロポーズ顆粒水和剤　１,０００倍
●後半の管理について～
　・夜温が低くなることから、早めにハウス側面を閉め、保温管理に努めましょう。
　・乾燥により、ダニ発生が予想されます、定期的な防除を心掛けましょう。
　（防除一例）　コロマイト乳剤　１,０００～１,５００倍
　　　　　　　モベントフロアブル　２,０００倍
　　　　　　　グレーシア乳剤　　　２,０００倍
※農薬の使用倍率、使用時期、使用回数は十分に確認して下さい。

施設園芸編
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タテのカギ ヨコのカギ
令和４年９月23日はーーの日。国
民の祝日です
秋は稲や栗、ブドウなどいろい
ろな作物がーーを迎える季節で
す
竹や梅と並んでめでたい植物
幸水や豊水が広く作られていま
す
『赤ずきん』ではおばあさんに化
けました
節約のためにーー簿を付け始め
た
楽団の前でタクトを振ります
お彼岸には掃除に行って手を合
わせる人が増えます
ピンチなんです！
長く続けると足がしびれること
も
ーーコーヒー、ーーフットボール
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８月号の答えは…

女郎花と書く秋の七草。同じーー
科の植物にオトコエシというのも
あります
頭隠してーー隠さず
すいっちょんと鳴く虫
インフレのときに上がります
贈答品に付けます
風が吹くともうかるかも
フェルメールの代表作『真珠
のーーの少女』
店の中に他の客はいません
薬のーーは徐々に表れた
紙を燃やすと残ります
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A B C D E

ア ワ オ ド リ

1

2

3

4

5

8

9

6

7

13

14

15

10

11

12

19

20

16

17

18

E

C

D

B

A

JA当麻 ● 2022. 9月号

9



2022. 9月号 ● JA当麻

10



JA当麻 ● 2022. 9月号

11



集荷に伴う営農販売課執務体制について
　営農販売課職員は９月１日（木）より当分の間、中

央７区検査場及びカントリーに常駐致しております。

　また、下見検査につきましても９月１日（木）より

検査場にて開設致しております。（午前８時から午後４時）

【米穀関係各施設電話番号及び臨時回線】
　[検査場]　８４－３２０２／８４－４１９８
　[カントリーエレベーター ]　５８－８０２７

ＪＡ当麻　№626
発 行 日　　令和4年9月

発　　行　　当麻農業協同組合

編　　集　　金融部融資相談課

住　　所　　上川郡当麻町４条

　　　　　　　　東３丁目４番63号

電　　話　　０１６６-８４-２４２０

ＪＡ当麻ホームページ

　URL　http://www.ja-tohma.jp/

令和4年度 JA当麻　野菜集荷場 受入カレンダー

の印は受け入れ休みとなりますので、ご協力をお願い致します。
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今月の運勢

身の回りのことを優先。食事
の支度や掃除に力を入れると
うれしいことがありそう。健
康に関する番組も◎

牡羊座
（3/21～4/19）

好調運。遊びに行く話には積
極的に参加しましょう。おしゃ
れに時間とお金をかけるのも
お勧め。芸術鑑賞にツキ

牡牛座
（4/20～5/20）

何かにつけてやり過ぎてしま
いがち。始める前に自問自答
を。計画を立てる慎重さがピ
ンチの回避につながります

双子座
（5/21～6/21）

交流が活発化。聞きたくない
話もありますが良い話の方が
多め。好情報もキャッチでき
ます。うわさ話は控えて

蟹座
（6/22～7/22）

高め安定運です。おいしい物
を食べに行ったり温泉を楽し
んだりして。気の置けない人
たちと過ごすのがお勧め

獅子座
（7/23～8/22）

運勢には勢いがあり注目度が
高め。外野がうるさく感じら
れることもありますが味方が
大多数です。早めの行動が吉

乙女座
（８/23～９/22）

あれこれ気になって落ち着き
ませんが上昇運。流れに乗っ
て行けば大丈夫です。迷った
ときは初心に返って選択を

天秤座
（９/23～10/23）

心配事は杞憂（きゆう）に終
わりそう。会話の機会を多く
持つよう心がけて。おけいこ
事やセミナー参加にツキ

蠍座
（10/24～11/22）

運勢は波乱含み。気を引き締
めていきましょう。大事なこと
は念を入れて確認を。連絡手
段の確保も重要です

射手座
（11/23～12/21）

努力が実を結び結果を出せま
す。さらに上を目指して歩みを
進めましょう。意思表明すれば
協力者も集まるはず

山羊座
（12/22～1/19）

目先の利益にとらわれず大局
を見て。実力発揮の好機。大
胆な作戦も吉と出ます。これ
までの経験を生かすとき

水瓶座
（1/20～2/18）

不安を感じるなら取りやめ
を。先読みがさえています。
周囲の動きに惑わされず淡々
とやるべきことを進めて

魚座
（2/19～3/20）
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