青年部 観桜会
５月６日

ホルモン力にて部員 38 名、JA 役職員９名、来賓で北海道議会議員

久保秋雄

太氏に参加頂きまして観桜会が行われました。
久保秋道議の挨拶、永峰組合長の乾杯で始まった観桜会は昨年を超える多くの部員に参加
頂き、和気藹々とした雰囲気で行われました。また、久保秋道議と部員との交流も深める事
が出来ました。
今後もさらなる交流の輪を広げ、積極的な活動を行って参りますので、今後の青年部活動
の参加をよろしくお願い致します。

（文：髙野

新入部員の挨拶もありました

青年部部員紹介

大地）

部員間の交流を深めました

❶生年月日 ❷兄弟 ❸従事年数 ❹趣味 ❺出身校 ❻部活

伊藤牧場（経営者：伊藤哲雄さん）
い わ き

岩城

としひろ

利浩

❶昭和 60 年４月 14 日
❷２人兄弟の長男

❸５年８ヶ月（平成 22 年 11 月従事開始）
❹道の駅巡り

❺旭川永山南中学校→ 旭川実業高校
→ 浅井学園大学

岩城

利浩さん（左）と静香さん（右）

❻小学、中学、高校【サッカー部】

Q1．
『従事したきっかけは何ですか？』
もしくは『農業の魅力とはなんですか？』

Q5．『奥様とのなれそめは？』

A1．
「奥さんの実家が肉牛を育成していたから」
Q2．
『好きな仕事・苦手な仕事は何ですか？』

Q6．『今までやってきた青年部活動の中で
面白いと思うものは何ですか？』

A2．
「好きな仕事は除角と去勢で、苦手な仕事は
吹雪の中でやる外仕事」

A6．「イベントでのバター作りや部員との
交流会（飲み会）です」

Q3．
『将来の経営における夢は何ですか？』

Q7．『今後青年部活動としてやってみたい
ことは？』

A3．
「自分の子供と楽しく仕事をする事」
Q4．
『休日は何をしていますか？』もしくは
『今ハマっている事は何ですか？』

A5．「大学時代の同級生」

Vol.35

A7．「肉牛農家がプラスになる様な視察・
研修」

A4．
「休日はドライブ、旭川や道の駅を巡ります」
【全体運】できる人と比べて落ち込むなど、ネガティブになる暗示。人は人と割り切って。開運にはクラシック音
楽が最適
【健康運】食べ過ぎは厳禁。大幅な体重増の危険が
【幸運の食べ物】スズキ
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Q1．
『従事したきっかけは何ですか？』
もしくは『農業の魅力とはなんですか？』
A1．「小さい頃から両親の仕事を手伝っていて、農業って楽しいなって
思って、そのまま家で就農しました！」
Q2．
『好きな（得意な）仕事・嫌いな（苦手な）仕事は何ですか？』
A2．「好きな仕事はショベルやトラクターに乗ること」
「嫌いな仕事は、注射かな……」
Q3．『将来の経営における夢は何ですか？』
A3．「オホーツクはまなす牛をもっと知ってもらって、今まで以上に必要
とされて、さらに安定させる事」

㈱山本牧場（代表取締役：山本日出男さん）
やまもと

山本

ひ ろ き

広貴

Q4．
『休日は何をしていますか？』
もしくは『今ハマっている事は何ですか？』
A4．「休日はドライブや車いじりにハマっています」
Q5．
『理想の女性とはどんな人ですか？』

❶平成６年９月２日

A5．「愛想が良くて可愛らしい人」

❷２人姉弟の長男

❸４年３ヶ月（平成 24 年４月従事開始）
❹車いじり

Q6．
『今までやってきた青年部活動の中で面白いと思うものは何ですか？』
A6．「イベントでのバター作りやオホーツクはまなす牛の販売です」
Q7．『今後青年部活動としてやってみたいことは？』

❺紋別中学校→ 紋別高校

A7．「自分にプラスになる視察や勉強会」

❻中学、高校【バレー部】

Q1．『従事したきっかけは何ですか？』
もしくは『農業の魅力とはなんですか？』
A1．「きっかけはノリです（笑）もう少しちゃんとした理由もありますが、
自分は小さい頃から親の仕事を手伝っていたという事もなかったの
でノリです（笑）」
Q2．
『農業の魅力とはなんですか？』
A2．「農業の魅力は、四季を感じられる事！また、自由に仕事が出来るの
で、良くも悪くも自分次第なところ」
Q3．
『好きな仕事・嫌いな仕事は何ですか？』
A3．「好きな仕事は機械作業です。エサ作りは結構好きで毎日やってます。
でも雨の日・吹雪の日は嫌いです（笑）。あとシーズン最初の１時間
の除雪は楽しいです。嫌いな作業は搾乳です（笑）管理作業は嫌い
ではないですが、ウシに直接触れる仕事は、あまり好きではないです」

高橋牧場（経営者：高橋光伸さん）
たかはし

高橋

ゆ う た

雄大

Q4．
『将来の経営における夢は何ですか？』

❶平成４年 10 月 30 日

A4．「夢ではなく目標かも知れないけど、省力化しつつ毎年安定した収益
を上げる事、数年単位で計画的に経営する事」

❸１年３ヶ月（平成 27 年４月従事開始）

Q5．
『休日は何をしていますか？』

❷２人兄妹の長男

❹カメラ・クルマ・

野球観戦（北海道日本ハムファイターズ）

❺紋別中学校→ 紋別高校→ 帯広畜産大学
❻中学【卓球部】

A5．
「大抵の事は家に居ても出来るので、大した用事もないけど遠出してま
す（笑）１日だったら北見か旭川、
２日あったら札幌に行く事が多いです」
Q6．
『理想の女性とはどんな人ですか？』
A6．「お互いに相手の事を尊敬できて支え合える人」
Q7．
『今までやってきた青年部活動の中で面白いと思うものは何ですか？』
A7．「まだ２年目なんで、これから見つけます（笑）」
Q8．『今後青年部活動としてやってみたいことは？』
A8．「ウシについては大学で一通り学んだんですが、それ以外の事が無知
なんで勉強会をしたいです『畑について』とか『経営について』とか」
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【全体運】守りより攻めの姿勢で動けば、チャンスをつかめます。思い切ってアクションを。ネットでの情報収集
も正解
【健康運】良質な睡眠を意識すると体調に好影響大
【幸運の食べ物】昆布

新婚カップル紹介
知彦さん

Proﬁle

林

1986 年 9 月 29 日

生年月日

1986 年 4 月 21 日

兄

兄と弟の 3 人です

林

2 年 2 ヶ月
スポーツ
滝上中学→滝上高校→
北海学園大学

弟

智美さん

従事年数

上渚滑のスタンドに 13 年
林農場は 2 ヶ月です。
4 月から嫁ぎました。

趣

車

味

出 身 校

中学【野球】高校【バスケット】 部

活

上渚滑中学校卒業
中学【バトミントン】

Ｑ１．知り合ったきっかけは？
知彦さん・智美さん 「街コン」
Ｑ２．第１印象は？
知彦さん 「カワイイなぁ」
智美さん 「カッコイイなぁ」

Ｑ４．
１０年後の２人は？
知彦さん 「仕事に追われている」
智美さん 「ほっかぶりをして仕事に追われている」

Ｑ３．惹かれたところは？
知彦さん 「一緒にいると楽しい所」
智美さん 「一緒にいると楽しくて優しい所」

Ｑ５．お互いへの感謝の言葉
知彦さん 「おいしいご飯ありがとう」
智美さん 「いつも気遣ってくれてありがとう」

林 知彦さん︵左
︶と智美さん︵右
︶

姉と妹の 3 人です

２０１６年４月９日にご結婚されました。
滝上町の林知彦さん・智美さんご夫妻を
紹介させて頂きます。

●表紙に自分の背中が……こんなに頼り甲斐の有る……？ プロレスラーのような背中でビック
リ！？ 仕事もダイエットも、今シーズンも頑張ります。
ペンネーム：●●●
●青年部！部員へのメッセージを見て今年は青年部で仲間を探してみるか、なんか面白いやつを探
してみようか、１人でも多くの人が、こういう気持ちで参加して下されば嬉しいですね、楽しい
ですね。かならず自分にプラスになっていくと思います。
ペンネーム：C．M
●今年は畑がなかなか乾かず、ビートの定植も遅くなりました。タランボも取らないうちに開いて
しまい残念。あとは、ウドが楽しみです。
ペンネーム：●●●
●最近の肉用仔牛（F１）は異常に高値ですね。酪農家にとっては、ラッキ～と言いたいけど、肉牛
農家さんには、気の毒というか複雑な気分です。なんかおかしいな？ と思うのは、私だけ？
ペンネーム：心配性のか～さん

広報誌では、
皆様からの
ご意見・ご感想を募集しております。

クロスワード応募用紙の下記にあります、
「ご意見・ご感想をお
聞かせ下さい」欄に是非広報誌へのメッセージや日々のつぶやき
などをご投稿下さい。たくさんの投稿をお待ちしております。
●管理部企画管理課 FAX：0158（23）7186

【全体運】親切にされても何か裏があると思ってしまう時期。明るい雰囲気が運気上昇の呼び水。素直さと笑顔を
忘れずに
【健康運】笑いが健康の秘訣（ひけつ）
。カラオケも有効です
【幸運の食べ物】車エビ
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