URL http://www.ja-kihokukawakami.or.jp E-mail e-mail@ja-kk.jawink.ne.jp

に リ ズ
ム を
ら し
く
奏 で る
広 報 誌

第

夏の運動会

特集

!!

回 女性フェスタ

18

10

2018

OCTOBER No.210

CONTENTS
─目次─

─今月の特集─

第18回女性フェスタ 夏の運動会!!

NEWS&TOPICS

06�07

■ 献上温室柿の荷造り式
■ アンパンマンこどもくらぶでブドウ狩り ほか

野菜の楽園

ちょっといい話 ほか

食菜館のこの逸品

11

14

■ ロール豚肉の角煮風

15

FUWA ─ 田中 宏明くん・結梨ちゃん ─

12�13

■ たねなし柿まつり開催のご案内
■ 各種相談会 ■ 理事会だより
■ クロスワードクイズ ほか

─ 辻本 正喜さん・友子さん ─

─ 和田 キク子さん ─

■ 特発性正常圧水頭症

INFORMATION

やっちょん広場出荷者通信

元気でやってま〜す

08�09

10

04�05

おたより広場・プレゼント当選者 ほか

10月の農作業
■ ソラマメ

ほか

かきたんのおでかけ日記

─「ご当地キャラ博 in 彦根2018」─

16

TinkerBell
─ ティンカーベ ル ─

つ の質問
中西 ほのか さん（22）
■ 橋本市柏原

Q

現在は何をしていますか?

Q

得意なことは何ですか?

電車の車掌の仕事をしています。

人の名前を覚えることです。

Q

趣味は何ですか?

Q

今いちばんしたいことは?

Q

行ってみたい場所は?

Q

将来の夢は?

Q

好きなものは?

コンサート観賞です。

鉄道ローカル線の旅です。

静岡県の夢の吊り橋、
生石高原です。

お母さんになって、
家族でたくさん旅行に行くことです。

食べ物・飲み物：からあげ・オレンジジュース
スポーツ：ソフトテニス
小説・漫画：名探偵コナン

中西 ほのかさん、
ありがとうございました!
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撮影場所：せせらぎ公園・高野口公園

ＪＡ紀北 かわかみ

平成 30年度
自己改革の取り組み
─ No.5 ─
年代と比べ4割減となっています。2016年の柿出荷量は19万
1500トン、うち640トンを台湾、香港、タイなど8カ国・地域に
輸出しています。次の「米国における柿市場の状況」のグラフ

柿（kaki）米国へ初輸出

を見ますと、生産量と価格が相反しています。10月の生産ピー
ク時の国内流通量を減少させる為、一部を輸出に振り向けま

JA 紀北かわかみ 代表理事組合長

す。10月上旬に日本を出港し、下旬に米国西海岸に到着すれ

宮崎卓郎

ば、10月月末のハロウィーン商戦に間に合います。この時期に
おいては、現地カリフォルニア産の流通は少なく、スペイン・イ

前回は
「世界の食市場と輸出解禁」と
「世界の柿市場と米国」についてお話しました。
先月号に引き続き、今月号は
「柿の輸出」のお話
です。

3．重点販売地域を西海岸に設定
実製品の購入額が高く、うち35％（500万人）がカリフォル

ます。結果として、10月下旬から11月上旬の間は日本産との競
合品は少なく、有利な販売が展開できると見込んでいます。

◉米国における柿市場の状況 （Global Trade Atlasより作成）
4月

日 本

アジア系米国人世帯は典型的な米国人世帯に比べて、果

スラエル産の出回りは11月中旬からで、翌年3月まで販売され

（輸入された柿の流通は、東海岸が中心）

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

:生産・輸入量
:価格

スペイン産
１，７１５ｔ
イスラエル産
６６４ｔ
チリ産
８６７ｔ
南アフリカ産
１６ｔ
4月

④日本産柿はカリフォルニア産柿に比べ、大きさや見た目
の美しさ、甘さで勝る

8月

カリフォルニア産
１０，３１４ｔ

米 国

③日本以外の国からの輸入柿との競合が殆どない

7月

刀根早生→平核無→富有

設定すれば、

②高品質なものを志向するアジア系住民が多い

6月

和歌山県産
４２，０００ｔ

ニア州に集中しています。この為、重点販売地域を西海岸に

①日本からの輸送コスト面で有利

5月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

おわりに
現在、外務省が設置したジャパン・ハウス ロサンゼルスにお

といった利点があり、まずはアジア系住民を中心に販路開拓

いて、来場者接待用の日本茶のお茶請けとして、当JAの「あん

に取り組み、アジア系消費者の日本産柿に対する高評価を得

ぽ柿」を採用して頂くよう交渉を進めています。この施設はアカ

ることで典型的な米国系世帯にも販路を拡大していくという将

デミー賞の授賞式会場として世界的に知られるハリウッド＆ハ

来展望が開けてきます。また併せてレストラン関係での業務利

イランドセンター内に位置し、世界への日本文化の発信には最

用についてもアプローチしていく必要があると考えています。

適であること、また「あんぽ柿」は冷凍保存が可能であることか
ら時期を問うことなく柿をPRすることが可能です。柿の認知度

4．
ワールド企業との戦い
ロサンゼルスの野菜果物卸売業者の話によると、スペイン

を高めるきっかけの一つになればと考え、より一層世界への情
報発信に力を入れていきたいと考えています。

企業では米国への柿の周年供給を目指して生産地をスペイ

2018年秋は本格輸出の初年度となりますが、たねなし柿

ン・ブラジル・ニュージーランドで確保し、さらに中東・アジア

（刀根早生柿）約30トンを送る計画であり、さらに本年1月、

市場を有望とみて輸出に取り組んでいるとのことです。柿の

オーストラリア向け日本産柿生果の新たな条件での輸出が

生産・販売においてもグローバルな世界の動きがあることを

解禁されたので、積極的に取り組み約3トンを送る予定となっ

思い知らされました。

ています。柿生産量日本一の和歌山県として、オール和歌山
（JA和歌山県農・JA紀の里・JA紀北かわかみ）での輸出産

5．日本の柿市場と米国
日本では10年の間、柿の生産量は20万トン前後、出荷量は
17～19万トンと伸びていません。総務省の家計調査によると、

地づくりに取り組み、和歌山県食品流通課・JETRO（日本貿
易振興機構）・JFCジャパン（株）の協力を得て輸出量の増大
を図りたいと考えます。

この5年の柿の年間消費量は1世帯当たり約2.5キロで、1990
（一財）和歌山社会経済研究所発行機関誌『21世紀WAKAYAMA vol.89』
（平成30年8月6日発行）に掲載した。
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● 女性会主催

第18回 女性フェスタ ●

JA紀北かわかみ女性会

夏の運動会
女性会 会長・
北浦弘子による
開会のあいさつ

8/1

│Wed│

JA紀北かわかみ女性会が、和歌山県立橋本体育館で、
第18回女性会『女性フェスタ夏の運動会』を開催しました。
9チームに分かれた参加者は、
日頃からできない
ユニークな競技にチーム一丸となって楽しみました。
みんなで豪華賞品を目指しました。

1
ログラム
プ

いい女のボールおくり
カゴの中にある大・中・小のボー
ルを1個ずつ前から後ろへ順番
に頭上を転がし、一番最後まで
いくと今度は股下をくぐらせ前ま
でボールを転がします。3個すべ
て転がし終わったチームは、先頭
の人がボールを入れたカゴを抱
えてゴールまで一直線!

パート！
ラストス

職員が見本を見せます。
うまくできるかな?

2

的となるカラーコーンそれ
ぞれに30点・20点・10点と
得点が与えられ、輪を投げ
て入った得点の合計を競
います。

いい女のこれでもか!

2チームに分かれて、先端が赤と青
で色付けられた60個の紙筒を、1分
間にどれだけ自分のチームカラーの
方を上に向けて立たせることができ
るかを競 います 。敵チーム の 筒を
ひっくり返すことができるので、知恵
を絞りながら頑張りました。

1人1回勝負!焦らず、
しっか
り的を狙って高得点を目指
そう!
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ログラム
プ

輪投げでいい女

4

こ。
にらめっ
敵同士で
でるか!?
さぁどう
ログラム
プ

10月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

何かと深刻になりやすい月。
意識的にプラスだと思える部分を見るようにして。
ヒーリング音楽でリラックスを

健康運

食生活に配慮を。
栄養バランスを考えて

女性会フレッシュミズリーダー・中川多賀
子さんによる、JA女性会組織綱領の唱
和、
JA女性の歌「明日 輝くために」
を参加
者全員で合唱して運動会の開幕です。

橋本東支部の会員ら４人が参加者を代表
し
「私たちは女性会の絆を深め、楽しみな

競技前はみんなで準備体操!

がら競技に参加することを誓います」
と宣

『かきたん』
も一緒に いち、
に、
さん、
し!

誓しました。

サプライズ組合賞は
どのチームに
渡ったのでしょうか!?

「かきたん」
もかけつけみんなを
応援!

4
ログラム
プ

○×ゲーム

5つの問題が出題されるの
で、答えが正しいものには
○、正しくないものには×と
シンプ ル な○×ゲームで
す。考える時間は10秒間。

5
ログラム
プ

して…
ボールの準備を

6
ログラム
プ

トに
最後の競技! バスケッ
を投げます。
ル
ー
向かって精一杯ボ
は
人
バスケットを支える
。
…
大変だ

あなたのゴミよ。わたしはいい女
新 聞 紙を丸めてボールをつくり、相 手
チームの陣地に投げ込みます。陣地内の
ボールが少ない方が勝ちです。
日頃のたまったうっぷんを込めて…相手
陣地へボールを投げ込みます。

ダンシングいい女玉入れ
1分20秒間で玉を多く入れたチームが勝
ちです…が、
ダンシングという名前がつい
ているように、途中で音楽が流れた時は
一斉に投げ込めば
もう戦場です。

10月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

10秒間その場でダンスを踊ります。

全体運

思い切って動けば、
停滞していることも打破できそう。
直感を信じ、
やってみるとグッド。
楽天的な発想が大事

健康運

健康に良いことを始めると、
徐々に好転
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【営農課】業務用タマネギの栽培説明会

タマネギ栽培にチャレンジ

27
7/

↑業務用タマネギの栽培について説明する営農指導員と参加者。

営農課は業務用タマネギの栽培拡大に向けた説明会を、本店別館2階会議室で行いました。品種は
ターザン・もみじ3号を中心に育苗や定植、収穫作業までの流れに加え、出荷規格等についての説明
がありました。参加者の中には初めて栽培に取り組まれる方もおり、互いに意見を交わしながら意欲

を高め合いました。業務用タマネギは加工業者との契約販売のため、安定した価格で取引されています。

【販売課／施設柿部会】献上温室柿の荷造り式

高品質の温室柿
「刀根早生」
を皇室へ献上

30
7/

JA紀北かわかみ施設柿部会は、今年で31回目となる温室柿を皇室へ献上
するための荷造り式を妙寺総合選果場で行いました。箱詰めされた
「刀根
早生」
2Lサイズ60個を、8月2日に部会の辻本正雄氏と木村専務が宮内庁

と秋篠宮家へ献上しました。温室柿は加温のビニールハウスで栽培することで、露地栽
培より約2ヶ月早く収穫することができます。宮崎組合長は
「生産者の心のこもった立
派で美味しい柿を皇族や宮内庁の方にも召し上がっていただき、
この暑さを乗り切って

↑厳選した柿にフルーツキャップを被せる関係者。

【生活課】毎年恒例! ちゃぐりんフェスタ

いただきたい」
と語りました。

～夏休み親子で体験バス旅行～39名参加
8/

3

今年のちゃぐりんフェスタでは、大阪ガス科学館、
コープ・ラボ 食べるたい
せつミュージアム、ぶどう収穫体験の3ヵ所を巡り、環境やエネルギー、食
の安全と食事の大切さを学びました。最後はかつらぎ町の門農園でぶどう

狩りを体験。車中では、家の光協会が発行する子供向け月刊誌
「ちゃぐりん」
をもとにク
イズ方式でお米や野菜についての勉強会も行われ、親子で楽しく体験できました。
↑子供向け月刊誌「ちゃぐりん」
で勉強する子どもたち。

【営農課】樹上脱渋
「紀の川柿」
の講習会

手間と時間をかけて、高品質を目指します!

16.17
8/

営農課はJA管内選果場・集荷場で高品質な
「紀の川柿」
の生産を目指し、樹
上脱渋の講習会を開きました。生育概況や処理時期・処理方法について説
明後、園地に移動し、袋の掛け方の実習を行いました。営農指導員は、今年

は日焼け果、
カメムシ被害果が見られるため処理果実の選別徹底とイノシシ等獣害が
心配される園地では対策を実施するよう呼びかけました。
↑袋の掛け方について説明する営農指導員。

【やっちょん広場】食育イベント

いろんなぶどうを食べ比べてみよう!
8/

19

やっちょん広場では
「食」
への意識を高める目的として毎月19日を
「食育の
日」
とし、ミニイベントを行っています。8月の「食育の日」
では
「ぶどうの食
べ比べ」
を行い、ピオーネ・藤稔・巨峰・安芸クイーン・ゴールドフィンガー・

シャインマスカットの6種類を用意しました。来店されたお客様に試食をしていただき、
品種ごとに違う食感や味に興味深々の様子でした。

6
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10月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

↑どの品種がお好みですか?
全体運

できる人と比べて、
落ち込みやすい傾向がチラリ。
「人は人」
と割り切り、
自分のやり方やペースを大切にして

健康運

運動不足から体重増を招きがち。
ご用心

【営農課】甘熟富有柿の袋掛け講習会

特別な
「富有」
を目指して講習会を実施

23
8/

営農課と甘熟富有柿部会が九度山町にある柿園地で高品質な
「富有柿」
生
産を目指し、袋掛け講習会を開きました。生産者は資料をもとに、袋掛けに
適した果実の選定基準や今後の病害虫対策を確認しました。甘熟富有柿

部会は2010年に
「富有」
の生産振興とブランド化のため発足。無傷で形状の良い果実
に袋掛けし、雨・風・晩霜および病害虫から果実を守りながら栽培をして、基準を満たし
た果実のみを
「甘熟富有柿」
として出荷しています。中でも特に形・色づきが良く、糖度
18度以上の特秀品を厳選して
「夢」
というブランド名で売り出しています。

↑果実に袋掛けをする生産者と指導する営農指導員。

【生活課】出前料理教室

簡単にできて、おいしく仕上がりました!

23
8/

橋本市紀見小学校のサマースクールの一環として、出前料理教室を行いま
した。JA職員・女性会役員の指導のもと、児童22人が4班に分かれて
「簡単
カレーパン」
と
「キラキラぶどうゼリー」
作りに挑戦しました。カレ－パンは生

地にカレ－の入った具を包み,油で揚げるとこんがりきつね色でおいしそうに揚がりまし
た。ゼリーは粗く潰したサイダーのゼリーと生クリーム・ぶどうをトッピングし、涼しげで
キレイな仕上がりとなりました。児童らは
「おいしい!」
と喜びながら頬張っていました。

↑生地にカレーの具を包み丸めてパン粉をつけます。

【福祉課】
デイサービスセンターえびす高野口

夏の風物詩 流しそうめん!

23.24
8/

デイサービスセンターえびす高野口で23日・24日の2日間、昼食の時間に
合わせて流しそうめんを企画して利用者の方に振る舞いました。利用者の
方たちは片手につゆの入った器を持ち、竹の上を流れて来るそうめんをタ

イミングよくお箸でつかんでおいしそうに口に運んでいました。

↑ついつい笑顔がこぼれます。

【販売課】極早生たねなし柿の目揃え会

出荷の始まりはたねなし柿! 出荷リレースタート

28
8/

マルい選果場で極早生たねなし柿の出荷を前に、目揃え会が行われまし
た。9月4日が初選果となり、6日から販売が開始されます。販売課の担当
者は、着色基準や被害果限度など質の管理の徹底を呼びかけました。9

月の下旬頃には、最も生産が多い
「刀根早生」
の出荷がピークを迎え、10月中旬ごろは
「紀の川柿」
、11月上旬からは
「富有柿」
と出荷が始まります。
↑着色基準や被害果限度などを確認します。

【共済課】
アンパンマンこどもくらぶでブドウ狩り

大きな実がいっぱい!

28.29
8/

28・29日の2日間、アンパンマンこどもくらぶの会員特典によるブドウ狩り
体験が行われました。2日間で6人の農家さんにご協力いただき、親子連れ
234人が農園でのブドウ狩り体験を楽しみました。このイベントでは、ブド

ウ狩りを通じて農業への関心を高め、果実のありのままの姿を観察してほしいという考
えのほか、果物がどんな風にできているのかを知ってもらい、農家の方や作物自体に感
謝の気持ちを芽生えてほしいと企画したものです。

10月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

↑ブドウはどんな風に実っているかな?

全体運

周りから良い影響を受けやすい時期。
分からないことがあったら、
一人で悩むより、
相談してみるのが正解

健康運

軽くスポーツに励むと体調アップの予感

Triangle 2018.10
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10月の農作業
落葉果樹

「つたえるねっと」
で農作業情報を随時配信中！

礼肥は早めに施用しましょう

10月に入ると刀根早生柿の収穫はピークを迎え、中
旬からは平核無柿・早生冨有柿の収穫も始まります。出
荷に当たっては出荷基準を厳守し、計画的な収穫を心
掛けましょう。
また、今後は10月中旬の施肥が重要となってきます。
収穫期と重なり忙しい時期が続きますが、適期に施用
しましょう。

写真1
イノシシの収穫残渣食害

＜処理方法＞
○埋没処理

処理しても掘り起こして被害を受ける場合もあり

ますが、埋没により腐敗を早める・臭いを出しにくくする効果があ
ります。
○隔離処理 イノシシ等鳥獣の侵入できない場所を決めて処理
することにより餌場を作らない。

柿収穫時の注意点

病害虫防除

●果梗が長いと、収穫かごの中で他の果実にぶつかりキ
ズが付いてしまうので、できるだけ短く切りましょう。

本年は前半からカメムシの発生が比較的多く推移し
ています。園地で飛来を発見した場合速やかに防除を
行ってください。特に、たねなし柿の収穫期に富有柿
が加害される傾向にあるので、防除を徹底してくださ
い。
（写真2参照）
また収穫期ですので、防除を行う際は薬剤の収穫前
日数を確認してから防除を行うよう注意してください。
本年の桃については、せん孔細菌病が多発しました。
越冬菌量を少なくするためにも収穫後防除を徹底しま
しょう。
（写真3.4参照）

ここで切る。もしくは軸を長めに
切って収穫し、収穫かごに入れ
る前にもう一度ヘタ際で切る。

●果実同士やコンテナへの打ち痛みが無いようにウレタ
ンを敷き、丁寧に取り扱いましょう。
●水滴が付いている場合はふき取らず、乾燥機や扇風機
などで乾かしましょう。
（※ふき取ると果粉まで取れてしまいます。）

果実黒変果対策
これからの時期は秋雨の影響から、黒変果の発生が予想され
ます。
写真2
カメムシ被害

風通しが悪く湿度が高い園地や、日照時間が短い園地では特
に発生が多くなりますので、マルチの敷設や不要な徒長枝の剪
除、雑草管理等の対策を実施し、
黒変果軽減に努めましょう。
尚、富有柿の摘葉、
マルチの敷設の目安は10月上中旬です。

鳥獣害対策
ヤワ果や生傷果等の収穫残渣を園地やその周辺に放置する
と、
イノシシ等鳥獣の餌付け・引き寄せになります。一度味を覚え
ると、繰り返し園地へ来て収穫前の農産物に被害を及ぼす傾向が
強いので、
このような状況を作らないためにも収穫残渣等は適切
に処理しましょう。
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写真3
せんこう細菌病被害葉

10月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

写真4
せんこう細菌病被害果実

全体運

強引に物事を進めるのには向かないものの、
周囲と協力することで、
状況は改善するはず。
気晴らしには足湯を

健康運

無理は厳禁。
疲れたら、
しっかり休んで

10月の天気

平成30年8月24日 大阪管区気象台発表

橋本資材センター

……TEL.0736-33-2300

近畿日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。近畿太平
洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が
多い見込みです。気温は、平年並または高い確率ともに40％です。

品目

すもも

10

月中旬

もも

10

月上中旬

９月下旬〜 （落葉直前）

防除
時期

適用病害虫

収穫前
日 数

防除薬剤

使用
回数

ＩＣボルドー412 30倍 規制なし 規制なし
せんこう細菌病 ※よくもみほぐし、小容器でかきまぜてタンク
に投入してください。

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

れ、後半は果実への寄生数が多くなります。収穫期に多発すると
果実の色が薄く、
つやがなくなり商品価値が下がってしまいます。
また、葉色が白っぽく、葉を触って手袋が赤くなればハダニ類が
発生していますので防除を行ってください。
○カメムシの発生

ＩＣボルドー412 30倍 規制なし 規制なし
黒斑病

※よくもみほぐし、小容器でかきまぜてタンク
に投入してください。

本年はカメムシ類が多発しています。園地でカメムシが確認さ
れる場合は、
ロディー乳剤2000倍（7日前迄／4回以内）
を散布
してください。

病害虫防除

施肥
品目

収穫後は長期間の果実生産により樹が弱った状態です。樹勢
回復と来年度の貯蔵養分を蓄えるため、
収穫後は速やかに施用し

防除
時期

ましょう。気温が低い場合や落葉後は養分の吸収率が悪くなりま

品目

品種

10月中旬

富有柿

10月中下旬
又は3月上旬

早

生

160㎏
柿粒状配合
200㎏
140㎏

10月中旬

味一粒状配合

う め

10月中旬

果樹粒状配合100㎏又は
果樹有機化成80㎏

すもも

10月中下旬

果樹粒状配合80㎏又は
果樹有機化成60㎏

中晩生

防除薬剤

収穫前
日 数

使用
回数

トップジンＭ水和剤 2000倍
５回以内
前日迄
貯蔵病害
又はベンレート水和剤 4000倍
4 回以内
（青かび病・
緑かび病・ ※10月中旬以降、ハダニ類発生園ではコロマイト
軸腐病）
水和剤2000倍（収穫7日前迄／2回以内）を散
布する。

収穫前

も も

刀根早生
平核無

施肥量
（10ａあたり）

肥料名

八朔・ネーブル

か き

時期

収穫前

みかん

すので、
施用が遅れないように注意しましょう。

適 用
病害虫

トップジンＭ水和剤 2000倍
５回以内
前日迄
貯蔵病害
又はベンレート水和剤 4000倍
2 回以内
（青かび病・
緑かび病・ ※10月中旬以降、ハダニ類発生園ではコロマイト
軸腐病）
水和剤2000倍（収穫7日前迄／2回以内）を散
布する。

160㎏

柑橘の秋肥
秋肥は隔年結果を少なくし、耐寒性を増し、春枝の発芽を良く
するための大切な肥料です。
特に干ばつにより樹勢が低下している園では収穫後早めに施

柑橘

肥を行ってください。

管理作業の総仕上げ

もし遅れた場合は、施肥後敷きワラ等で地温を高く保つと吸収
がよくなります。
品目

施肥時期

肥料名

施肥量
（１０ａあたり）

みかん

10月下旬

果樹粒状配合又は
高度化成Ｓ６０４

150㎏
80kg

八

10月下旬

果樹粒状配合又は
果樹有機化成

120㎏
100㎏

ネーブル

10月下旬

果樹粒状配合

120㎏

不知火・はるみ

10月下旬

果樹粒状配合

80㎏

極早生みかん収穫作業
本年は夏場に降雨が少なかったので、高糖ですが酸が高いと
予想されます。食味（糖度・酸度）
を十分にチェックしながら収穫を
行ってください。
○樹上選果
早生・普通みかんや中晩柑では園地をこまめに巡回し、極小果、
キズ果、
日焼け果、
病害虫被害果等を摘果してください。

朔

○ハダニ類の発生
本年のように降雨が少なく高温が続くと、
ハダニ類が発生しや
すくなります。発生のピークは6～7月、10～11月の年2回みら

10月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

全体運

やる気がアップして、
いろいろなことにトライしたくなりそう。
過去に駄目だった事柄にもリベンジできる兆し

健康運

活動的になれば、
なるほど運気アップへ

Triangle 2018.10
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野菜の
楽園
78

Vol.

■ソラマメ
（主要品種：仁徳一寸）

ソラマメ

■定植
ポット苗を利用する場合は、本葉2枚の頃、根鉢を崩さないよう

作型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ポットから抜き取って表面が見える程度の浅植えにします。

露地
●…播種

▲…定植

■整枝・摘心

■…収穫期

主枝の摘心は、本葉が5～7枚の時に行い、側枝の発生を促しま
す。開花が始まったころに生育の良い8本程度の枝を残し、細い枝

ソラマメを楽しむ!

や遅く発生してきた枝を、分枝した根元から切り取ります。

若い莢が空に向かって実ることから
「空豆」、豆の形が蚕に似ているとこ
ろから
「蚕豆」
とも呼ばれています。植
物性タンパク質を多く含む他、
ビタミ
ン、カリウム、鉄分など様々な栄養分
を含んだまさにバランス栄養食とも

先 端につ いていた
アブラムシも同時に
駆除できる。

言える野菜です。
ソラマメは莢から出すと鮮度が落ちてしまうため、なるべく
莢に入ったものがベストです。焼く、揚げる、茹でるのが一般

細い枝や遅く発生して
きた枝を、根元から切
り取ります。

側枝が多くなりすぎた
り、伸びすぎたりする
と、栄養が実にいかな
くなってしまいます。

■土寄せ

的ですが、すりつぶしてスープにしたり、
カレーライスの具とし

倒伏防止と不要な分枝の

て調理すると、いつもと違う食感を楽しめるでしょう。

発生を抑えるために、厚さ5
㎝程度の土を株の中心に寄
せます。肥料不足の兆しがあ

■栽培のポイント

るようなら、化成肥料を追肥

★冷涼な気候を好みます
（生育適温16～20℃）。暑さ・寒さ・乾燥

■剪葉

場合があるので、播種時期を守って栽培しましょう。

春になって茎葉が伸びすぎ

★豆類は連作を嫌うので、
3～4年はあけるようにしましょう。

ると倒伏のおそれがあります。

■施肥例（本圃1㎡あたり）
元

肥

追肥１

期

肥料名

施肥量

播種・定植前

やさい有機888

90g

3月上旬

千代田化成549

20g

倒れそうな場合は先端20㎝
程度を切り取りましょう。

20㎝程度
切り取る

■収穫
収穫は開花後35～40日

※土壌改良材として、有機質堆肥2㎏、苦土セルカ2号100g、過リン酸石
灰50gを施用する。

のさやで、さやがやや垂れ下
がり光沢が見られ、豆のへそ

■播種量

がやや黄色になったころが適

1㎡あたりの播種量は、
5～7mLとします。

期となります。

■栽植密度

さやの背筋が黒褐色に
なって光沢が出はじめ、
さやが下垂したころが
収穫の適期

畝幅150㎝、株間45～50㎝、ベッド幅70㎝とし、一条播きにし
ます。ポット苗を利用する場合は、9㎝ポリポットにへそ（オハグロ）
を下にして、種子の一部が見える程度に1粒ずつ播きます。

種はおはぐろが斜め下に
向くようにまく

おはぐろ

3〜4㎝

10

土
（肥料）

するようにしましょう。

に弱いので注意しましょう。
★早播きすると苗が大きくなりすぎて、冬場の寒さで傷んでしまう

時

放任しておくと、
分枝部分が地上
に出て倒れやす
くなります。

Triangle 2018.10

種子を水につけたり、水
平に横 たえて 覆 土 する
と、湿りでタネが腐りやす
くなります。芽が出ても
種子と直角に曲がって出
るので注意しましょう。

10月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

さやが下に
垂れてくる

背筋が
黒褐色になる

光沢が出
はじめる

全体運

人を当てにすると、
思わぬもめ事を招きがち。
自分のことは自力でやった方が、
ラッキーな結果を得られます

健康運

暴飲暴食はNG。
十分に胃腸をいたわって

資材センター・農機センター・給油所の
営業時間変更のご案内
営業時間変更後も、より一層皆さまにご満足いただけるよう努力してま
いりますので、変わらぬご愛顧をお願いいたします。
4月～10月

☎0736-22-7822

かつらぎ農機センター

☎0736-22-0124
☎0736-33-2300

7：30～17：00

8：30～17：00

農機センター

7：30～17：00

8：30～17：00
（日曜日は休業）

橋本農機センター

☎0736-32-0030
お問い合わせ

7：30～19：00
8：00～17：00

本店給油所

☎0736-42-3026

グリーンステーション橋本給油所
月～日曜日
7：30～19：00

グリーンステーション橋本給油所

※祝日も通常営業

JOYかつらぎ
月～日曜日

かつらぎ資材センター

橋本資材センター

11月〜3月

資材センター

10月〜3月
本店給油所
月～土曜日
日曜日・祝日

お問い合わせ

※12月31日は3給油所ともに17時00
分までの営業とさせていただきます。

7：00～19：00

※1月1日～3日までは、お正月休みとさ
せていただきます。

※祝日も通常営業

☎0736-34-2845

JOYかつらぎ

☎0736-22-8500

紀北分院からの

ちょっといい話

特発性正常圧水頭症
「よくこける」

しかし治療法は確立されており、
脳に溜まった水を

「よくもの忘れをする」

腹腔に流すチューブを埋め込む手術
（シャント手術）

「トイレに間に合わない」

を受けることによってよくなります。歩く時の歩幅

70歳以上でこのよう

が小さくなるのでパーキンソン病とよく似ています。

な症状の方は近くにい

認知症や尿失禁などの症状をともなっているようで

ませんか? このような方

したら、
ぜひ脳神経外科で検査を受けてください。

は特発性正常圧水頭症という病気の可能性があり

参考までに歩き方の違いを下に示します。小刻み、

ます。特発性正常圧水頭症は、
「 手術で治る認知症」 すり足、開脚が特徴です。
のひとつとして最近、新聞、テレビなどを通じて広く
知られるようになった疾患です。症状がゆっくり進む

特発性正常圧水頭症

健常者

パーキンソン病

ので
「年をとったせい」
と思われて見逃されているこ
とがありますが、認知症患者さんの3〜5％、全高齢
者の約1％にこの病気の可能性があると言われてい
ます。
「正常圧水頭症」
とは脳に少しずつ水が溜まる病気
のことで、
「 特発性」
というのは
「原因が分からない」
という意味です。実際に医学の進んだ現在でも何故
このような病気が起こるのかは分かっていません。

紀北分院

脳神経外科

病院教授

大岩

美嗣

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

10月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

コミュニケーション能力が急上昇中。
初対面でも笑顔で声を掛け、
人脈のネットワークを広げて。
オフ会も幸運

健康運

疲れをため込まず、
適度に解消すると◎

Triangle 2018.10

11

周辺へ農薬が飛散しないよう
作業しましょう

農薬に起因する事故を
防止しましょう

◆農薬登録番号のある農薬を使う

◆風向きに注意し、風の強い時は散布しない

◆ラベルにある作物以外には使わない
（類似した作物に注意）

◆作物の近くから散布し、圃場の縁近くは
内側に向けて散布する

◆農薬を使用する時は、必要な保護具を
着用する

◆使用量・希釈倍数は記載の範囲内で調
整し、散布方法を守る

◆箱処理剤は育苗箱からこぼれ落ちない
ように施用する

◆誤飲・誤食防止のため、ペットボトル等の
飲食品の空容器等へ移し替えない

◆使用時期・収穫前日数は必ず守る

◆水田の農薬使用後、7日間は止水管理を
する

◆散布器具は日頃から整備し、使用前の
点検や使用後の洗浄を確実に行う

◆生産者同士、住民、他業者と連携をとり、
農薬使用時は連絡を密に行う

◆土壌くん蒸剤は、農薬の容器に表示さ
れた使 用 上 の 注 意 事 項 等に従 い 、ビ
ニール等の被覆を確実に行う

農薬を適正に使用しましょう

◆農薬の有効成分毎の総使用回数を超えない
◆最終有効年月が過ぎた農薬は使わない
ようにする
・
◆散布日・農薬名（剤型）
希釈倍数・使用量は
必ず記帳する

７日間
落水なし！

◆農薬は専用の保管庫で管理し、施錠する

◆廃液は河川等の水系に流れないよう注
意する

農薬登録番号のある農薬を使います

適用内容の範囲で使用します

使用してよい作物を確認します

効果的な使い方、
薬害回避の
ための注意などを確認します

安全に使用するための注意事項を守ります

税務無料相談会

ご予約制の税理士による無料相談会です。専門家が贈与税や相続税といったさまざまな
税金に関するご相談に親身にわかりやすく対応させていただきます。
日程

10月19日（金）

平成 30年

相談
時間

13時〜16時30分

相談
会場

JA紀北かわかみ
本店 3 階

相談会へのご参加は事前に本店資金課
（☎0736‑42‑5323）
までお申し込みください。
※予約状況によりご期待に添えない場合がございます。予めご了承ください。

第15回

9/22

たねなし柿まつり開催のご案内

土

9/24

月

９
：
００〜

Ａ
Ｍ

9月上旬から10月上旬にかけて、
やっちょん広場には刀根早生柿・平核無柿といったたねなし柿
が多く出荷されます。その他、
秋の味覚も取り揃えております。柿まつり期間中は楽しいイベン
トも盛りだくさん! 皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。
橋本市岸上522-1

開催場所
・
お問い合わせ先
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TEL 0736‑33‑2500
10月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

ちょっとしたことでイライラしやすい暗示。
人の言葉を悪意に取らないよう、
注意して。
手作りアイテムにつき

健康運

体を動かせば、
グンと活力が高まるはず

法律相談会
10月19日（金） 場所：本店３階

CROSS WORD

時間：午後1時30分～5時まで

JAでは弁護士による無料法律相談を組合員及びご家族の方を対象に毎月開
催しています。相談時間は30分以内で、秘密は厳守いたしますので、安心して
お申し込みください。なお、定員になり次第締め切らせていただきます。
□お問い合わせ先／本店・監査部 ☎0736-42-5172
□組合員への加入は最寄りの支店へご相談ください。

頭の体操1、
2、3

QUIZ

クロスワードクイズ

二重マスの文字をＡ〜Ｅの順に並べてできる言葉は
なんでしょうか？答えはハガキで、14ページの
「おたより
広場」
の宛先まで送ってください。

ローン相談会
10月7日（日）・13日（土）・14日（日）・21日（日）
10月27日（土）・28日（日）
□場所／橋本支店内 １Ｆ
□時間／午前9時～正午まで
住宅ローンなど各種ローンのご相談や、他行からの借換試算なども承りま
す。現在ＪＡとお取引のない方もお気軽にお越しください。
□お問い合わせ先／ローンセンター

☎0736-33-2922

理事会だより
第208回理事会を7月31日に本店３階役員会議室で開催し、
すべての議案に
第１号議案
第２号議案
第３号議案

平成29年度ＪＡのデｲスクロージャー誌について
平成30年度第1四半期末仮決算について
出資口数の減少について

※理事会の内容は議事録で閲覧することができます。ご希望の方は各支店に
お申し出ください。

毒物･劇物に該当する農薬を
購入される農家の皆様へ

購入の際は、JAに置いている所定の用紙に必要事項を記入して
提出してください！
— JA紀北かわかみ

資材課 —

ジ コ は ク ミ アイ

〜夜間・休日の自動車事故受付〜

０１２０-２５８９３１（フリーダイアル）

JA共済夜間・休日事故受付センターへ

セレモニーホール

紀の川

─24時間受付しております─

（0120）56-5588

セレモニーホール紀の川高野口

TEL
（0736）
42-5588

セレモニーホール紀の川かつらぎ

TEL
（0736）
22-0008

① 馬に乗る人のこと
③ マガモを改良して作られました
⑤ お金を借りると付くことも
⑥ 日本海軍が造った世界最大の戦艦
⑦ 軍配を持って土俵に上がります
⑨ 神社で神事に奉仕する女性
⑪ 泡立ててメレンゲを作ります
⑬ 田畑を耕す道具の一つ
⑮ 首都はハノイ。米の生産が盛んな国です
⑰ ○○○あれば憂いなし
⑲ 野球でランナーが滑り込む所
⑳ カトリックでは神父、
プロテスタントなら
 リレーの選手がつなぐ物

横

毒物・劇物に該当する農薬を購入するときは、必ず印鑑を
ご持参の上、窓口までお越しください

縦

ついて承認されました。

① ギーッチョンと鳴く秋の虫
② 図書館で専門的な仕事をします
③ 海に潜って貝などをとる職業
④ 目のこと。つぶらな○○○
⑥ ゆらゆらとバランスを取る玩具。長い腕を持つ人の形を
しています
⑧子
（ね）
と寅
（とら）
の間
⑩ 警察官や消防士、
裁判官はこれ
⑫ 黄門様のお膝元です
⑭ 決まった時間に寝起きする、
○○○正しい生活
⑯ 渦巻き模様が付けられた練り物
⑱ 二十世紀、
新高などの品種があります

先月号の答え
購読のお申し込みはJAへ

10月の星占い
HOROSCOPE

ふたご座

購読料 1ヵ月 2,623円
（税込）

5月21日〜6月21日

コスモス
応募総数は25通でした。

全体運

楽しい出来事に縁があります。
お祭りやイベントに参加し、
にぎやかに過ごして。
新しい才能を発見できることも

健康運

体力アップを図る好機。
スポーツが吉

Triangle 2018.10
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辻本夫婦はお喋り上手で2人
ともとても明るい方です。7月・
8月・9月の夏の間はトマトを、秋
から冬にかけては生芋こんにゃ
くを出荷されています。今年の
夏は特に暑く、野菜の生育にも
バラつきがあったそうですが、な
により
「暑さで自分たちがこたえ

出荷者通信

ます」
と農業に携わる者にとっての自然の厳しさについても語ってくれまし
た。生芋こんにゃくは生芋100％を使用。固さや炊いた時の香りが重要で、

Consignor Communication

試行錯誤を重ね納得のいく商品ができるまで時間もかかったそうです。お
正月には友子さんの得意料理
「味付け串こんにゃく」
が定番で、
きんぴらや

かつらぎ町下天野

お刺身にしても美味しく子どもにも人気。2人とも
「70歳ぐらいまでは現

辻本

毎日の活動サイクルを大切にし、友子さんは毎日のトマトは欠かさず、正

状維持で頑張りたい。人生は楽しく」
と話してくれます。健康面では食事や

正喜さん
友子さん

喜さんは仕事終わりの晩酌を楽しみ、明日も汗を流すぞと次の日に備え

●トマト
●生芋こんにゃく

物
出荷

るそうです。旅行等の時間はなかなかとれないですが、最近は2人でコン
サートに行ったりして思いっきり楽しむそうです。おしどり夫婦で、その明
るさで、みなさんに美味しい商品を届けてくださいね。

今月のクロスワードプレゼント
！

おたより広場

かきたんグッズ

プレゼント!

皆さんから届いたおたよりをご紹介しま〜す
●今年は大変暑い日が続きましたね。

●お盆の8月15日に、
ご先祖様をお送

農家の皆様大変でしょうが、
おいしい野

りする
「灯籠流し」
が橋本川で行われま

菜をいっぱい作って私たちに届けてく

した。夜店も多く出て、
盛況でした。

ださいね。

ご応募の方は13ページのクロスワードクイズの答えを
忘れずに、
ご意見・ご感想も書いて、左記の宛先までハガ
キでご応募ください。
※ご応募でいただいた個人情報は、
プレゼントの抽選・発表以外の目的には使用いたしません。

（橋本市・Iさん）
（橋本市・Tさん）

●田植え時には青々しく茂っていた稲

●コスモスと言えば秋! って感じです

が、
金色に輝きはじめ、
私が毎日通ってい

が、実家
（粉河）
の駐車場の片隅にすで

る田園も黄色く変化してきております。
初

に咲いていました。ピンク、白…やさし

めての橋本、
初めての農業、
どうか自然災

い色で毎年癒されます。

害やイノシシに出会いませんように…。

（かつらぎ町・Tさん）
●農業の方は健康で長寿の方が多い
ですね。新鮮なフルーツや野菜を頂い

（橋本市・Aさん）

お便りの宛先

抽選で
5名様に

先月号の
当選者

今西 早子さん
（高野町）
毛戸たえ子さん
（橋本市）
竹友久美子さん
（橋本市）
土崎サナエさん
（かつらぎ町）
向井 敬二さん
（かつらぎ町）

編集後記 _editorial note_
先月号で宣言したのに海行けず…。
存分にプールで楽しんで来ます!!
桃・ぶどうの時期も終わりに近づき、いよいよ柿の
季節になりましたね。9月にはやっちょん広場で
「た

た時は感謝しています。時には野菜の

ねなし柿まつり」
が開催され、11月には
「富有柿ま

育て方がわからず尋ねたりしています。

つり」
と目白押し! 各地たくさんの方にお越しいた
だき、全国1位の生産量を誇る和歌山の柿、農家さ

リハビリを終えて、早く畑の土や作物

んが丹精込めて作った柿を味わってほしいです。

を触りたいです。

ちょっと偉そうに言っているかもしれませんが、私

（九度山町・Fさん）

も早く柿の苦手意識を変えないといけないですよ
ね?
（ 笑）
もちろんそのまま食べるのが一番美味し
いとは思うのですが、何か良いアレンジがあれば

9 28

締切は 月
日
（金）
です。
ご意見・ご感想・かきたんへのお手紙、お待ちしていま〜す。

教えていただきたいですね。おたよりお待ちしてい
ます!

※いただいたご意見については編集企画の参考以外の目的には使用しません。
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10月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

心理的に不安定になりやすいかも。
難しく考えず、
気楽に構えるのがベストです。
気分転換には散歩がお勧め

健康運

リラックスすることで体調に好影響あり

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
橋本市橋谷

幸せで最高です

和田 キク子さん（94）
御年94歳の和田さんの楽しみは、いつも孫やひ孫が遊びに来てくれることです。孫が
5人・ひ孫が11人おり、お正月には総勢25人が集まって賑やかで楽しい時間を過ごされ
ています。和田さんは
「ひ孫が私の手を引いて、お喋りをしてくれたり一緒に遊んでくれ
たりと、
とても可愛らしく嬉しいことです」
と優しい笑みを浮かべて話してくれました。ま
た
“自分に合った服を着てみたい”
という思いから、70歳の時にいとこに教わりながら洋

到来です！
いよいよ柿のシーズン

裁を始めました。上下一式、
コートや靴下を作ったり、結婚式では留袖をリメイクしたドレ
スを着用したり等、様々な洋服作りに挑戦し、出来上がった洋服を見てみんなが褒めてく
れることがとても嬉しくてまた楽しくなるそうです。いとこが主催するファッションショー
でも披露された話もしてくれました。今は年齢のこともあり、手軽に出来るアクリルたわ
しを手縫いされています。
家族との時間を存分に楽しんで自分の趣味も続けて、
これからも明るい人生を元気に
過ごしてください。

ちゃぐりんフェスタでぶどう狩り！

■材料
（2人分）

食菜館の
この逸品

豚バラ薄切り肉............300g
ゆで卵.............................. 2個
にんにく........................1かけ
しょうがの薄切り............. 2枚
ねぎの青い部分.......... 1本分

ロール豚肉の角煮風

（あれば）

■作り方
る。豚肉は両面をこんがりと焼き色がつく
⑴ にんにくは縦半分に切り、ゆで卵は殻をむ
まで2分くらいずつ焼き、ねぎとにんにく、
く。まな板に豚肉2枚の端を重ねて縦長に
しょうがは時々返しながら炒める。
置き、手前からゆるめに巻く。残りも同様に ⑶ 煮汁とゆで卵を加え、ふたをして弱めの中
する。煮汁の材料を混ぜる。
火にし、途中一度上下を返して10分ほど煮
⑵ フライパンにサラダ油を強めの中火で熱し、
る。ふたを取って強火にし、照りが出るまで
にんにく・しょうが・あればねぎの青い部分
煮からめる。ゆで卵は取り出して横半分に
と、豚肉の巻き終わりを下にして並べ入れ
切る。器に盛り、最後に万能ねぎをのせる。

ん広場NE W S
やっちょ

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』
HOROSCOPE

砂糖、酒、
しょうゆ
.............................. 各大さじ2
水......................... 1／2カップ
万能ねぎの斜め薄切り
........................................適宜
サラダ油.............大さじ1／2

10月のオススメ
「柿」
9月号に引き続き、10月のオススメ食材は
「柿」
で
す。柿はポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存すれ
ば1週間ほど持ちますが、常温だと2日ほどでやわら
かくなります。追熟がない果物のため、購入後は早め
に食べましょう。やわらかくなった柿は冷凍し、シャー
ベットとして楽しめます。

10月の星占い

【煮汁】

『お米の日』は玄米を
通常より1割増量でご提供しています。

おひつじ座
3/21〜4/19

〒648-0085 橋本市岸上522-1

TEL
（0736）33-2500

10月の定休日は3日（水）です。

やっちょん広場は毎月第1水曜日が定休日です。

毎月『 19 』日は『食育の日』

旬の野菜や果物を使ったレシピや栄養素・効能をご紹介。
毎月趣向を凝らした食育イベントを行っています。

全体運

勢いがつき過ぎて空回りするなど、
バランスを崩しがち。
時々一歩引いて、
自分の行動を冷静に見詰め直して

健康運

ストレッチなどで血行を良くすれば安泰

Triangle 2018.10
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橋本市高野口町

田中

ひろあき

宏明く ん（3歳）
結梨ちゃん（1歳）
ゆいり

お父さん…基晴さん

い

お母さん…千都さん

つも元気いっぱいに走り回っているのは、田中家の宏明くんと
結梨ちゃん兄妹。2人で仲良く遊んでいると思ったらよく喧嘩も

します。宏明くんは天真爛漫な性格で、ジャイアン的な一面もあるそ
うです。お兄ちゃんから先に手を出される結梨ちゃんはとても我慢強
い子。でもやっぱり悔しいようで、最後は泣いちゃうみたいです。それ
でもケロッとして2人はいつもの仲良しさんに戻るんですよ。
家族では大好きなアンパンマンミュージアムに行ったことや、奈良
公園の鹿と触れ合ったことが思い出です。今度は海にも行ってみたい
と話してくれました。また宏明くんと結梨ちゃんへのメッセージとして

とこと
からひ
親
ご両

「友だちをいっぱいつくって、思いやりのある子に育ってほしい」
と両
親の想いも綴っていただきました。これからの2人の成長と思い出づく
りが楽しみですね。

ご当地キャラ博 in 彦根2018
全国各地のかわいい・個性のあるゆるキャラた
ちが集まる大イベント「ご当地キャラ博in2018」
が今年も開催されます。
当JAのPRリーダー『かきたん』の活躍を、ぜひ
足を運んで見に来てくださいね!
各地のPRブース等も楽しめます。

10月

（土）
・21日（日）
開催日時： 2018年10月20日
午前9時 ～ 午後3時
開 催 地： 彦根中心市街地
（夢京橋キャッスルロード、
四番町スクエア、
京橋駐車場、
他周辺）

満足を超えた感動をすべての人に
〒649-7203

和歌山県橋本市高野口町名古曽922-2

（0736）42-3000 FAX（0736）44-2224
TEL
URL http://www.ja-kihokukawakami.or.jp E-mail e-mail@ja-kk.jawink.ne.jp
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