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地域の皆さま向け広報誌です。
どうぞよろしくお願いします。

はじめまして。

商品紹介

商品紹介

広報誌発刊にあたって
JAと准組合員とは
JAの事業紹介
　　　北のゆめちからーめん
　　　東旭川ビール
営業時間のお知らせ

地域の皆さま向け広報誌

① じゃがいもの花
② 大豆の花
③ なすの花

Q 下の写真は何でしょう?
3択クイズに答えてJA東旭川の特産品を貰おう!

広報誌の最後に毎回JA東旭川の特産品が当たるプレゼントクイズが出題されます。
お楽しみに！

プレゼントクイズ PRESENT  QUIZ

東旭川地域で盛んに作ら
れており、いろいろな加工
品に使われます。

ヒント

今回のプレゼント

※当選は発送をもって代えさせていただきます。

応募方法 ハガキ 又は メール

1）クイズの答え　2）JAやひかりプラスへのご意見・ご要望
　  ※次号にて、頂いたご意見・ご要望を匿名で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

3）郵便番号、住所、氏名、性別、年齢、電話番号

宛 先

記入事項

応募期日

メール   kikaku@ja-higashiasahikawa.net
ハガキ  〒078-8261 旭川市東旭川南1条5丁目8番22号  JA東旭川企画課

令和2年11月10日（火）まで　消印有効

正解者の中から、抽選で３名様に
「新米ゆめぴりか5kg」をプレゼント致します。
皆さんふるって応募ください！
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JAは、組合員が一人で解決できない農業やくらしの困りごとを、他の組合員と力を合わせて解決するため
に作られた組織です。組合員の生産や生活を守り向上させることが目的であり、協同組合を組織した組合員

全員が組合の運営に参加し、全員で方針を決め、全員でこれを実践して事業を利用していきます。

准組合員は、農業を営んでいる「正組合員」に対して、農家ではないけどJAに出資して貯金や共済、購買など
の事業を利用している方を「准組合員」と位置付けています。准組合員の皆さんの中には「貯金は利用してい

るけど、農業には直接関係ないしなぁ…」と思う方もいるかもしれませんが、貯金を利用していただくことは

もちろん、さまざまな事業を利用したり、地域の農産物を食べたりすることも、地域の農業の発展にはとって

も重要な役割を担っているのです。

…つまり、「組合員の、組合員による、組合員の為の組織」これが農業協同組合です!

…つまり、准組合員である皆さんは「農業振興の応援団!」なのです!

助け合い

生活の向上

組合員

准組合員 正組合員

農業応援団! 農業者
農家ではないけどJAに出資して、

貯金や共済、購買などの事業を利用している方
農業に

従事してる方

そもそも農業協同組合（JA）って、
准組合員ってなに？

再確認！
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代表理事組合長

畑山  義裕

地域と共に歩むJAを目指して

　日頃より当JAをご利用いただき誠にありがとうございます。
　さて、東旭川の農業は稲作を中心に小麦や大豆、そば、野菜はミニトマト・ピーマンなど沢
山の農産物を生産しています。その中でJA東旭川は「農業の発展と地域社会への貢献」をモッ
トーに組合員個々の力を組織に結集することはもとより、広く地域社会に理解を求める取り組み
を行うために「地域と共に歩むJA」を目指し、金融・共済・販売・購買事業を実施しております。
　現在の農業を取り巻く環境は、高齢化により農業者が減少しており、東旭川地区においても
30年前の農家戸数は1,000戸近くありましたが、現在は250戸ほどとなりました。こうした状況
を踏まえ、昨年12月にはこれまでの農事組合を解散し、地区単位による新しい農事組合が設
立されました。
　そのような中、JA東旭川は地域の皆様との交流とJA事業へのより一層のご理解を賜ることを
目的に新たな広報誌「ひかりプラス」を年2回発刊することになりました。
　この広報誌では、JAの役割や事業のご案内、東旭川で収穫された農産物を使った加工品
のご紹介など様々な情報を提供させていただくとともに、読みやすくJA東旭川を身近に感じても
らえる内容にしていきたいと考えておりますので、お楽
しみください。
　地域の皆様には、日本の食を支えている農業者へ
の応援団となっていただけると幸いでありますし、我々
も地域の皆様の信頼と期待に応えられるよう努力して
まいりますので、より一層のご支援をよろしくお願い申
し上げます。



本所事務所
〒078-8261
旭川市東旭川南1条5丁目8番22号

管理課・企画課・金融共済課
TEL  0166-36-2111
FAX  0166-36-2113

営農販売課
TEL:0166-36-2115
FAX:0166-36-6789

こんな時はこちらにお問合わせください！

JAの事業紹介 ※営業時間については
　変更になる場合がございます

 4～10月
11～3月

夏
冬

企画課
●組合員加入・脱退、住所変更など
●農地相談窓口
●農業者年金
●農業労災
●税対策協議会
●広報誌、ホームページ、SNS
●人間ドック、巡回ドック受付
●通信システム

何でもお
気軽に

ご相談く
ださい。

管理課
●総合案内窓口
●収入証紙、収入印紙、切手の販売
●クミアイ自動車学校入校受付
●農業新聞窓口

　 8:30～17:00（土曜 8:30～12:00  日曜・祝日は休業）
　 9:00～16:30（土曜 9:00～12:00  日曜・祝日は休業）　

　JAの総合窓口として明るく笑顔でご対応致しますので、お
困りの際はいつでもお声かけください。
　また、JAの意思決定機関である総会・理事会の運営や固
定資産などの財産管理、人事労務などJA運営に欠かすことの
できない業務を担っております。

　広報誌の発行やホームページ・SNSの更新管理など幅広い世代
の方々に対し広報活動を通じて地産地消の推進や食と農に関する
情報等を発信しております。
　また、組合員皆様の出資金の管理や農地に関する相談なども
行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

お困りの
際は、

いつでも

お声かけ
ください

夏
冬

　 8:30～17:00（土曜 8:30～12:00  日曜・祝日は休業）
　 9:00～16:30（土曜 9:00～12:00  日曜・祝日は休業）
夏
冬

その1 定期貯金キャンペーンの金利上乗せ

その2 ご融資・ローンの組合員優遇金利

その3 出資配当が受けられる (剰余金が出た時のみ)

その4 人間ドックの助成が受けられる (旭川厚生病院での受診に限ります)

その5 クミアイ自動車学校の入校助成が受けられる

今後も組合員の皆様向けの特典を
企画してまいりますので是非ご利用ください!

東旭川地域にお住まいで、貯金や共済、購買事業などを
継続してご利用いただける方は
どなたでも准組合員になれます!

JA東旭川の組合員（正・准）が
受けられる様々な特典の
一部を紹介！

知って する得

東旭川産の農産物
買って応援！

JA事業を
利用して応援!

JA東旭川 企画課（TEL 36-2111）までお問い合わせください。
詳しくは…

あなたもJA東旭川の農業応援団になりませんか？

東旭川地域の農業を
JAと一緒に応援しよう！
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営農販売課
●営農指導
●販売事業（米、小麦、大豆、そば、野菜、花など）
●精米事業（ふるさとの米東旭川米・ふるさと屯田米の販売）
●加工事業（兵村味工房、JA商品の開発・販売）
●直売事業（野菜・花きを㈱道北アークス店舗内の兵村の里コーナーで販売）
●インターネット販売

　 8:30～17:00（土曜 8:30～12:00  日曜・祝日は休業）
　 9:00～16:30（土曜 9:00～12:00  日曜・祝日は休業）

営農に関
する事、

当JAのオ
リジナル

商品につ
いては

営農販売
課まで！

JAの事業紹介 JAの事業紹介

ニーズに
合わせて

様々な商
品を

提案しま
す。

金融共済課
●融資相談　●相続相談
●年金相談　●貯金窓口
●共済取扱窓口

　  窓口 9:00～16:30（土曜・日曜・祝日は休業）  
　  キャッシュコーナー 9:00～18:00（土曜9:00～14:00  日曜・祝日は休業）
　  窓口 9:00～16:00（土曜・日曜・祝日は休業）
　  キャッシュコーナー 9:00～18:00（土曜9:00～14:00  日曜・祝日は休業）
●  共済事故受付（24時間対応）※夜間・休日はフリーダイヤル 0120-258-931

夏

冬

夏
冬

　組合員・地域の皆様に安心してご利用いただける
身近な金融機関として、様々なニーズに応えられる
貯金やローン商品などを幅広くご用意しています。
又、共済事業は「ひと・いえ・くるま」の総合保障を
通じて皆様の豊かな生活づくりをサポートします。
年金・相続相談も行っておりますのでお気軽にご来
店ください。

　JA事業の根幹といえる営農指導事業は、食の安全・安心への取組や、地域の農業振興など、日本
の「食」には欠かす事の出来ない事業です。又、組合員が生産した農産物の集荷、選果を行い、ホク
レンや卸売市場等に販売します。新鮮な農産物を消費者に届ける地産地消にも積極的に取り組んで
います。

生産資材センター
〒078-8261
旭川市東旭川南1条5丁目8番22号
TEL  0166-36-6031
FAX  0166-36-6032

ホクレン給油所
〒078-8251
旭川市東旭川北1条6丁目1番14号
TEL  0166-36-1212
FAX  0166-36-1249

豊田支所
〒078-1272
旭川市東旭川町豊田309番地
TEL  0166-76-2815
FAX  0166-76-2814

株式会社アグリファースト
〒078-8207
旭川市東旭川町上兵村373番地2
TEL  0166-36-6080
FAX  0166-36-4213

肥料や

農薬のこ
とは

お任せく
ださい。

　肥料や農薬など農業生産に必要な資材を提
供しています。組合員が使う専門的な資材か
ら、地域の皆さんが家庭菜園で使う資材まで
豊富に取り揃えております。
いつでも担当スタッフにお声かけください！

生産資材課
●肥料・農薬販売
●各種園芸資材販売

　 8:30～17:00（土曜 8:30～12:00  日曜・祝日は休業）
　 9:00～16:30（土曜 9:00～12:00  日曜・祝日は休業）冬
夏

【子会社】株式会社アグリファースト
●農業経営　●農作業受託
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　ガソリン・軽油・灯油・プロパンガスのことならホクレン
給油所！ 安全・安心をモットーに元気なスタッフが皆さん
をお迎えします！ 又、灯油の定期配送を申込みいただきま
すと景品が貰える「灯油まごころキャンペーン」も行っており
ますので是非、ご利用ください！

燃料課（ホクレン給油所）
●給油、ピット作業　
●灯油、プロパンガス配送

お車のこと
で

お困りの
際は

気軽に

ご相談く
ださい。

　  セルフ 7:00～20:00　フル 7:00～19:00　ピット作業 8:30～18:00
　  セルフ 7:30～20:00　フル 7:30～18:30　ピット作業 8:30～18:00
夏
冬

豊田支所
●貯金窓口　●共済取次窓口
●相続相談   ●年金相談
●食品販売   ●肥料・農薬・資材販売
●給油（ホクレン給油所）　●葬儀受付

誠心誠意

尽くして

まいりま
す。

　  窓口 9:00～16:30（土曜・日曜・祝日は休業）　購買・給油 8:30～17:00（日曜のみ休業）
　  窓口 9:00～16:00（土曜・日曜・祝日は休業）　購買・給油 9:00～16:30（日曜のみ休業）
● 葬儀受付（24時間対応）本所地区 TEL  36-1144  /  豊田・米原・瑞穂地区 TEL  76-2815

　組合員・地域の皆様の身近な店舗として、金融・共済のサービスや資材・燃料・食料品
の販売、葬祭事業まで総合して行っております。又、当JAのオリジナル商品も取り扱って
おりますので、お気軽にご来店ください！

地域農業の発展と農地維持のため、農業経営を行っております。
また、地域農業者からの農作業受託事業を行っております。

夏
冬



　麺作り歴50年！御年70歳の三輪社長。職人技が光ってい
ました！
　最近は、娘さんにもお手伝いいただいているそうで、お
孫さんも遊びに来ていました。

秋まき小麦って何？

東旭川産小麦ゆめちから100％使用

作業は気温も湿度も低い早朝から始ま
ります。小麦粉にカンスイ、練り水、
塩などを加えてよく練ります。

練った生地を帯状に伸ばして、2枚を
重ねてまた伸ばしていきます。
これを何度も繰り返す事でコシや弾
力が生まれます。
その後、生地を休ませ、熟成させます。

①原材料ミキシング ②生地の巻取り・熟成

　東旭川産小麦“ゆめちから”を100％使用した「北のゆめちからーめん」が誕生しました！
　このラーメンは、東旭川の農業者が丹精込めて栽培した秋まき小麦ゆめちからを使用してラーメン店
並みの味を再現した袋ラーメンを作れないかと、JA・旭川大学“江口ゼミ”・上川農業改良普及センターが
一体となり試行錯誤を重ね、約2年の歳月を費やしようやく完成しました。
　三輪商事やキッコーニホンなど、関わった方々の想いが詰まった自慢の一品となりました！ ぜひご賞
味ください！
　今回は、「もちもちでコシのあるラーメン」がどのように作られているのかをご紹介します！

 　北海道の小麦は種をまく時期によって「春まき小麦」
と「秋まき小麦」に分けられます。
　そのうちの約9割の生産量を占める「秋まき小麦」は、
9月頃に種をまき、雪の下で冬を越し、翌年の7月頃に
収穫が行われ、主に中力粉でうどん用に使われます。
　それに対し、「春まき小麦」は、主に強力粉でパンや
中華麺に使われております。4月頃に種をまき、8月頃
に収穫します。「秋まき小麦」に比べ、作付けが非常に
少ない「春まき小麦」ですが、その要因としては、収量
が少ないこと、病気や障害に弱いこと、春の他の作物と
作業が重なってしまい手が回らなくなる場合があるこ
となどがあげられます。
　このようなことから、国内生産量は少なく、パンや中
華麺に使われる小麦の殆どは輸入に頼っているのが現
状です。

ゆめちから って知ってますか？

　ゆめちからの小麦粉を使った麺は扱いが難しく、機械に
へばりつくし、切るのも硬いし、製品が出来上がるまでに
かなり試行錯誤しましたが、凄い小麦粉です！コシが強
く、風味も良い。周りからも好評をいただいています。
　この根性のある小麦粉を使ったラーメンを最近の若者
達に食べさせてあげたいです（笑）

秋まき小麦

ゆめちからって実はすごいんです！
　苦労のすえ開発された道産小麦ゆめちからは「秋まき小麦」で、安定的に
収穫でき、グルテンを多く含む“超強力”小麦です。
　ゆめちからの登場により、これまで「春まき小麦」で作っていたパンや中
華麺を「秋まき小麦」で作る事が可能になったのです。
　ゆめちからを使ったパンや麺はもちもちとした食感と甘みが特徴です。
　「秋まき小麦」ゆめちからを食べてみたくなりますよね！

③切り出し

④袋詰め・出荷

製麺工場を見学！ 
北のゆめちからーめんはこうして作られています！

　昭和35年創業。麺の製造
の他に以前はアイスクリー
ムやアイスキャンディーも
製造されていました。取引
先は地元の食堂がメイン
で、その他に旭川大学のイ
ベントや、学校給食にも卸
されています。

有限会社 三輪商事

上川町ラーメン日本一の会　会員
有限会社 三輪商事　代表取締役
三輪　登 氏
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JA東旭川

商品紹介北のゆめちからーめん

今回は麺について紹介しましたが、スープ作りや
パッケージのデザインなどについても気になりますよね？
この続きは、JA東旭川のホームページ等に掲載していきますのでお楽しみに！

お問い合わせ先
営農販売課 ……………TEL 36-2115
販売店舗
JA東旭川豊田支所 ……TEL 76-2815
ベストプライス東旭川店… TEL 36-0033
ウェスタンパワーズ店… TEL 47-9111

JA東旭川
ホームページ



東旭川産「ゆめぴりか」を使った

ビール工場を見学！ 東旭川ビールはこうして作られています！

東旭川ビール

麦芽や米などの副原料を粉砕し煮沸します。
ここで麦汁が作られます。
網走ビール㈱では、日本の地ビールでは数
少ない三釜方式を採用しており、「デコク
ション法」というドイツの伝統的な醸造法を
用いることで、ビールに深いコクや風味を
与えています。

出来上がった麦汁を冷却し、
タンクの中で２～３週間発酵
させます。

ここで1時間に3,000本のビールが
瓶詰されています。

　平成10年網走ビール㈱を設立、平成11年網走ビール館を開業し
ました。
　現在は、平成19年7月にレストランを「YAKINIKU網走ビール
館」としてリニューアルし、地ビールと網走和牛を楽しめるお店と
して営業しています。
　開業以降、帆立・牛乳その他様々な副原料を用いた発泡酒を開発
されています。そのノウハウを生かして冬の網走を代表する流氷を
仕込み水に使用した「オホーツクブルー」色の発泡酒「流氷
DRAFT」を平成20年2月に発売し、ヒット商品となりました。

　網走ビール株式会社に平成25年に入社し、平
成26年に現職にご就任。
　自ら営業をこなし、取材対応も快く引き受けて
下さいました。
　海外輸出にも力を入れ、その取組みが評価され
表彰されるなど凄腕の社長です。

販売店舗
JA東旭川豊田支所  TEL 76-2815 詳しくはホームページをCheck!

①仕込 ②発酵・貯蔵 ③パッケージング ④出荷

　東旭川産「ゆめぴりか」を使用したクラフトビールが令和元年（2019年）に誕生しました！
　東旭川の豊かな大地に育まれ、統一基準により栽培された「安全・安心」なお米は、艶やかな炊き上
がりと豊かな甘みが特徴です。このお米を副原料として使用することで、すっきりとした口当たりと麦
芽本来の旨味と甘みが感じられ、爽やかな苦みと香りがクセになる！飲みやすくて女性にも好評のビー
ルです。是非、ビールと東旭川産「ゆめぴりか」の融合をお楽しみください。
　今回は、醸造元の網走ビール㈱でどのように作られているのかをご紹介します！

　上川農業試験場において10年の歳月を研究に費や
し平成19年に誕生したゆめぴりかは、日本穀物検定協
会が行う食味ランキングで最高ランクの「特A」を10年
連続で受賞するなど、その美味しさはお墨付きです。
　ほど良い粘りと豊かな甘み。
　統一基準により栽培された「安全・安心」なお米は、
今や北海道米を代表するお米になりました。
　厳格な品質を保証されており、東旭川では米の総出
荷量の約10％が「ゆめぴりか」となっています。
　

網走ビール株式会社

ゆめぴりか って知ってますか？

是非、ご賞味
ください！

網走ビール株式会社　代表取締役社長
長岡 拓児 氏

　東旭川ビールは、サラサラなビールと濃いビールの

中間で、全く新しいスタイルのビールが出来ました。

　原材料の特徴を生かした商品作りが我が社のコンセ

プトであり、今回、商品開発の話を頂いた時も、東旭

川産米「ゆめぴりか」を如何に上手く生かすか拘りま

した。又、米の生産者さんの思いもしっかり乗せれる

ような商品になったと思います。

そんな美味しいお米

「ゆめぴりか」を使用して

新しい商品が出来ました！
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北海道のブランド米

JA東旭川

JA東旭川

商品紹介

お問い合わせ先    営農販売課　TEL 36-2115



これから、ひかりプラスを
よろしくお願いします！

編集委員からのメッセージ

今 紙回 表の

  
二人の好きなこと

二人の好きな食べ物

JA東旭川 営業時間のお知らせ
令和2年11月1日から令和3年3月31日までの間、

各業務の営業時間が下記の通りとなりますのでお知らせ致します。

葬儀については24時間対応しております。葬儀会社に連絡する前に、まずJAにご一報ください。

本所地区（本所事務所）
豊田・米原・瑞穂地区（豊田支所）

☎36－1144
☎76－2815

葬　儀　対　応

企 画 課 ・ 管 理 課

通 信 シ ス テ ム 受 付

営 農 販 売 課

生 産 資 材 課

金融共済課

金融・貯金・共済業務

キャッシュコーナー

豊 田 支 所
クミカン・貯金・共済業務

購 買・給 油 業 務

共 済 事 故 受 付

燃 料 課
（スタンド）

セ ル フ サ ー ビ ス 7:30～20:00

7:30～18:30

8:30～18:00

9:00～16:30（日曜のみ休業）

フ ル サ ー ビ ス

ピ ッ ト 作 業

平　　日 土曜日 日曜、祝日

9:00～16:30 9:00～12:00

9:00～16:00

9:00～16:30 9:00～12:00

9:00～18:00 9:00～14:00

休業

休業

休業

休業

9:00～16:00 休業 休業

午前の送信は前日の17時00分まで、午後の送信は12時00分まで

24時間受付しております（営業時間中は36-2111、
夜間、休日はフリーダイヤル0120-258-931）

東旭川地区のいろいろな話題やイベント、加工品
情報などをタイムリーに発信していきます。

JA東旭川
Instagram

JA東旭川
Facebook

青年部・女性部の
Facebookもよろしくお願いします！

女性部
Facebook

青年部
Facebook

SNS開設しました！JA
東旭川

JA東旭川では、公式Facebookページ・
Instagramを開設致しました。
「いいね！」よろしくお願いします！

お知らせ
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これから私たち編集委員が、JAの事業やオ
リジナル商品の事、生産者さんの紹介など、
今まで意外と知らなかったような事まで詳しく
紹介していきますよ！

こんな事をひかりプラスで紹介して欲し
い！ など、ご意見・ご要望がありましたら
参考にさせていただきますので是非、ご
連絡をお待ちしております！

毎号、楽しんでいただけるように頑張ります！




