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向井 千晴 さん（20）
■ 橋本市柏原

Q

趣味は何ですか?

Q

得意なことは何ですか?

音楽鑑賞です。

ピアノを弾くことです。

Q

現在は何をしていますか?

Q

将来の夢は?

看護学生です。
看護師を目指しています。

Q お気に入りの場所は?

和歌山マリーナシティによく行きます。

Q 自分の性格をひとことで言うと?
明るくポジティブ。

Q

好きなものは?

食べ物・飲み物：オムライス・コーヒー
スポーツ：ダンス・水泳
アーティスト：ベリーグッドマン

向井 千晴さん、
ありがとうございました!
2
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16回

第

通常総代会開催
〜満足を超えた感動を全ての人に〜

6月23日
（金）、JA紀北かわかみはかつらぎ町総合文化会館において、第16回通常総代会を開催し、各地
区の総代474人（うち書面議決239人）
が議案審議に出席しました。
総代会では九度山支店管内の岡勝行氏とかつらぎ支店管内の土井富久子氏を議長団に選出し、執行部よ
り提出された10議案を議場に諮り、
全議案とも原案通り可決承認されました。

時代が大きく変わりつつある今日、
我がJA紀北かわかみも新体制のもと役職員一丸
となって積極果敢に行動し、
組合員の皆様が「つながり」を一層強化しながら経営理
念である
「満足を超えた感動を全ての人に」の実現に向け取り組んでまいりますので、
改めてJA事業活動に深いご支援とご協力を戴きますようお願い申し上げます。
代表理事組合長 下林茂文

第 回 通常総代会提出議案

16

報告事項

平成28年度（第16期）貸借対照表、損益計算書及び注記表の内容
並びに全国監査機構の監査報告及び監事の監査報告について

第 1 号議案

平成28年度
（第16期）
事業報告、剰余金処分案の承認について

第 2 号議案

第6次中期経営計画の設定について

第 3 号議案

平成29年度事業計画の設定について

第 4 号議案

全国農業協同組合連合会が行う農業経営事業に関する同意について

第 5 号議案

役員の選任について

第 6 号議案

平成29年度における理事報酬の決定について

第 7 号議案

平成29年度における監事報酬の決定について

第 8 号議案

理事の退職慰労金の支給について

第 9 号議案

監事の退職慰労金の支給について

第10号議案

附帯決議

新役員体制
任期満了に伴う役員改選が第16回通常
総代会で承認され、6月23日の臨時理事会・
監事会で新執行体制が決定しました。
氏

名

代表理事組合長

宮崎

卓郎（新任）

代表理事専務

亀井

憲一（再任）

代表理事専務

木村

惠一（新任）

常

務

理

事

岡本

弘行（新任）

代

表

監

事

山本

雄三（新任）

常

勤

監

事

福井

茂樹（再任）
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セレモニーホール紀の川があなたの不安を解消!

お葬式・事前相談会
毎月
お葬式の

第3日曜日

9：00〜12：00

JA紀北かわかみ橋本支店で開催中!!

準備 料金 内容 進め方

お問い合わせ・お申込みは

など

セレモニーホール

お葬式の事前相談することで多くのご家族が不安を解消しています。

3
祭壇花進呈!

万円 セレモニーホール紀の川で
相当

セレモニーホール

紀の川

葬儀施行された場合、

紀の川

〒649-7207 橋本市高野口町大野346-1

TEL 0736‑42‑5588（高野口）
TEL 0736‑22‑0008（かつらぎ）

かきたんデザインの

新発売

あんぽ柿
あんぽ
柿
ができました!

JA紀北川上管内で美味しく育ったたねなし柿を
丁寧に一つずつ皮をむいて作ったあんぽ柿です。
柿の甘味が凝縮した濃厚な味わいで、心地よい
食感がクセになります。
そのあんぽ柿がかきたんのデザインで登場!!
かきたんのかわいい顔が入ったケースに大きな
あんぽ柿が2個も入っています。
やっちょん広場で購入できます! 是非どうぞ!!

かきたんのあんぽ柿

● 2個入り（70g×2個）

詰め合わせセットもあります !

かきたんからのおくりもの
● かきたんのあんぽ柿 …2個入り（70g×2個）
● 柿酢ドレッシング（梅・柚子）…各1本入り（各180㎖×1本）

ファーマーズマーケット

やっちょん広場
販売部直販課

4
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8 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

☎0736-33-2500
☎0736-42-5361

全体運

うわさ話に振り回されやすいよう。
実体がなければ関わらないように。
気晴らしには読書が有効で、
うれしい発見が

健康運

リラックスが大事。
のんびりしましょう

平成27年
平成29年

ライスセンターからのお知らせ

本年も、下記のとおりライスセンターの稼働を計画させていただきましたので、皆さまのご利用をお
待ちしております。また、
コイン精米機も併設しておりますので、
ご利用ください。
① 乾燥及び調整は個人別に厳正に区別し、処理しますので混ざることはありません。
② 穀物コンテナの利用により、天候に左右されることなく荷受けが可能です。

概要

③ パレット計量器により、省スペースで効率よく荷受計量が行えます。
④ 独自設計による集塵・除塵装置により、作業及び周辺環境にも充分配慮しています。
⑤ 刈り取り等の作業や籾等の運送についても、所定の申込書によりお受け致します。

安全･安心･信頼の
高品質システム

作

業

受

託

内 容

刈り取り
2条刈りコンバインで、
オペレーターによる刈り取り作業を行います。なお、申し込まれてから園地確認を行いますが、以下に
該当する場合は作業をお断りする場合がありますのでご了承ください。
作業不適当水田

①稲が45度以下に倒伏した場合

②穂イモチの被害甚多の場合

③ウンカの被害甚多の場合

④分けつ数が極度に少ない場合

⑤草・ヒエの繁盛している場合

⑥道路事情の悪い場合

⑦気象災害等によって被害甚多な場合

乾燥・調整作業

◎籾および玄米の受け渡しはライスセンターで行います。 ◎モチ米の取り扱いは致しません。

受託作業料金
㋥ライスセンター施設利用料

㋑刈り取り作業料金

乾燥調整作業（1㎏当たり）

22,858円
（税込24,686円）
／10a当たり
㋺追加・割増料金

⑴荷受時の水分量23%以上

43円（税込46円）

⑴1筆5a未満の水田

受託作業料金に50％以内で割増

⑵荷受時の水分量18%以上23%未満

39円（税込42円）

⑵悪条件による割増

受託作業料金に50％以内で割増

⑶荷受時の水分量15%以上18%未満

24円（税込25円）

⑷荷受時の水分量15%未満

17円（税込18円）

①作業に支障がある不整形な圃場

㋭割引制度

②作業に支障がある湿田

⑴5,000円割引

③作業不適当水田の①〜⑦に該当する圃場
⑶手刈不足の場合

刈り取り作業料金に50%以内で割増

⑷作業の補助がない場合

⑵10,000円割引
（乾燥調整作業利用合計金額110,000円以上200,000円未満）

別途4,762円
（税込5,142円）
／10a当り
㋩籾・玄米

（乾燥調整作業利用合計金額50,000円以上110,000円未満）

⑶15,000円割引

集荷・配達運賃

⑴基本運賃
（集荷・配達）
…8円
（税込8円）
／㎏当たり

（乾燥調整作業利用合計金額200,000円以上）

⑵2t車が入る道路沿いに集荷・配達場所がない場合は
50%以内で割増

至国道
号線

申 込 み 締 切 日

24

紀和病院

ゆの里

8月1日

まえだ住設

（各支店、
グリーン店に申込書をご用意しております。）

43 2555）へお願いします。

お問い合わせは、本店 営農指導課（☎0736‑
農機センター
資材センター
ライスセンター

岸上橋

ＪＡ紀北かわかみライスセンター

紀ノ川

至九度山

場所：橋本市神野々1111‑11 ☎0736‑32‑6100（9月上旬〜10月下旬稼働時のみ）

8 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

心理的に不安定になる暗示。
大きな決定は避けた方が無難です。
ゆったり構え、
美しい物事に触れてみましょう

健康運

呼吸法を試してみて。
調子が上向きそう

Triangle 2017.8
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【青年部】園児たちがサツマイモの植え付けを体験!

サツマイモ大きく育ってね!
6/

1

↑青年部の指導のもと、苗を植え付ける園児。

青年部いと支部が九度山町安田島にある学童農園で、九度山町立九度山幼稚園・橋本市立応其こども
園・社会福祉法人くまのこ教室つくしんぼ園の園児たちにサツマイモ苗の植え付けを指導しました。い
と支部では毎年地元の園児を対象に、農業体験と食農を一環として学童農園を実施しています。スコッ

プを手にした園児たちは、整地された園地で
「紅あずま」
の苗を一生懸命に植え、植え付けの後はジョウロに持ち替
え水やりを行いました。今回植え付けたサツマイモは10月下旬に園児たちの手によって収穫される予定です。

【女性会】
ムスイ鍋料理教室

ヘルシーecoクッキング!

14

6/

食育インストラクターの岡本靖浩氏による
「ムスイ鍋料理教室」
が別館2階で行われました。メニューは
「大豆とじゃこの栄養ま
んまる揚げ」
「彩りおこわ風もち入りご飯」
「とろろおろし」
「パン

プディング」
です。岡本氏は話の中に笑いも入れながら、丁寧に調理器具の
扱い方や料理手順・おすすめ器具について説明し、参加者は質問をしてメモ
を取ったりと真剣そのものでした。すべての料理ができあがるとお皿に盛

↑うわ〜おいしそう
！

り付け、みんなでおいしくいただきました。この講義では23人が参加されま
した。

【橋本東支店】
アイガモ農法のひなを放鳥

ぼくたちの稲を守ってね
6/

16

橋本市恋野にある辻本賢三氏の水田で、地元の児童・園児がア
イガモ農法によるひなを約60羽放鳥しました。今年は橋本市立
恋野小学校1・2年生・認定こども園橋本市立すみだこども園5

才児・社会福祉法人橋本福祉会
「夢あじさい」
利用者の約100人が放鳥を体
験。生徒たちは
「頑張れ」
と声援を送りながら生後2週のひなを放しました。
今年で25周年を迎える取り組みで、児童・園児より
「おめでとうございます」
と辻本氏に花束が贈られました。

↑頑張れ！頑張れ!

辻本氏は放鳥体験を通して、子どもたちに生き物と触れ合うことで、命の大
切さと農業の重要性を教えています。

6
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8 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

あれこれマイナス思考になりやすいかも。
親切にされたら邪推せず素直にお礼を言うのを忘れずに。
笑顔が必須

健康運

冷房のかけ過ぎに注意。
自然風を感じて

【生活課】女性大学〜happiness〜

オリジナルアロマスプレー作り

21

6/

本店の別館2階で、
セラピスト・福田由佳氏による今期2回目の講
義
「アロマテラピー講座」
が行われました。最初に用途に応じたお
すすめのブレンドの仕方や効能についての説明があり、その後、

自分好みの精油をミックスして香りを確認しながらアロマルームスプレーと
アロマディフューザー作りをしました。今回の講義では27人が参加し、参加
者は
「アロマだけでなく美容の話も聞くことができ勉強になりました」
「早く家
で使ってみたいです」
と感想を述べられていました。講義終了後、みんな円に

↑いろんな香りを試しました。

なって一人ずつ自己紹介をし、
交流を深めました。

【福祉課】応其小学校の子どもたちがデイサービスセンターへ訪問

デイサービスセンターってどんなところかな?

22
6/

橋本市立応其小学校の
「地域のまち探検」
という行事で、2年生9
人がデイサービスセンターえびすを訪問しました。最初に子ども
たちとの質疑応答の時間があり、その後施設内を見学しました。

施設の利用者さんと手遊び歌や一緒にお話をしました。一番人気があったの
は福祉車両の乗車体験。ボタンを押すと座席が上がったり下がったり前に進
んだり…みんな初めての経験でとても興味を示していました。まち探検でい

↑施設の利用者と手遊び歌をしました。

ろんなことを学んで、地域のことをもっと知ろうね!

【福祉課】
デイサービスセンターえびす・ヘルパー研修会の実施

心肺蘇生法〜救える命を救おう〜

26
6/

デイサービスセンターえびすで、伊都消防員による
「心肺蘇生法」
のヘルパー研修会が開かれ、高野口・かつらぎのヘルパー30人
が参加しました。初めにDVDで30分間、次にAEDを使った実施

訓練を60分間行いました。実施訓練では、誰が何をするかを指示する人・助
けを呼ぶ人・マッサージをする人に分かれ、実際の現場での対応を体験しまし
た。資料を見ながらでも難しく、心臓マッサージは思った以上に体力が必要と
なり、参加者は緊急時の大変さを肌を持って感じました。
「誰かがやってくれ

↑AEDを使って心臓マッサージを行う様子。

るだろうと人任せにせず、誰に何をしてもらうのか指示を出す人が必要」
と消
防員の方に説明を受け、
緊急時の早急な対応の大切さを知る研修会となりま
した。

【生活課】男の料理教室

うどんと天丼、一丁上がり!

28
6/

本店別館2階で、料理研究科・岩坪幸治講師による
「ぶっかけうど
ん」
「えび天丼」
の男の料理教室が開催され9人が参加しました。
う
どんは生地を作るところから始め、生地を練って伸ばし切る工程

で難しいところもありましたが、講師の話をしっかり聞いて手際よく作ること
ができました。天丼は野菜を切って揚げ、あとはタレを作って盛り付ければ簡
単にすぐできちゃいます。講義を終え、参加者らは
「うどんは腰があって美味

↑うどんの生地を作っている様子。

8 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

しかった」
「えび天丼最高!揚げたての天ぷらは美味しい」
と大変好評でした。

全体運

思い切って攻めの姿勢で動くのがベスト。
行動範囲を広げれば、
それだけチャンスアップへ。
海外絡みも幸運

健康運

スポーツに励む好機。
熱心に取り組んで

Triangle 2017.8
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8 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！

することがあるので、ヘタと果実の間に袋がとまり、隙間が開かないように注

適正着果量による秀品大玉づくりに努めましょう

意して袋掛けを行ってください。
事前に準備する

輪ゴムで止める

脱渋作業開始

保冷庫へ保管

輪ゴムを
ヘタ下に掛ける

8月は、先月に引き続きカキの仕上げ摘果時期となります。暑い
日が続きますが、気温の高い時間帯は避けて、なるべく涼しい朝夕

＋

に作業を行ってください。また、熱中症を防ぐためにもこまめに水
分補給を行い、健康管理に気を付けましょう。尚、本年は降雨量が

ポリエチレン袋

固形アルコール
（3g）

極端に少ないため、土壌の乾燥が進んでいます。自園の樹の状態
を見ながら適切な水管理を行うよう心掛けてください。

袋の底を切る

袋は目印に
収穫までつけておく

カキの仕上げ摘果
48時間おく

再度園地を見回り、傷果・病害虫被害果・小玉果・奇形果・上向きの日焼けに
なる果実は摘果し、適正な着果量に調節してください。仕上げ摘果を徹底し
秀品果率向上を目指しましょう。

側枝ハク皮の枝折れ対策

刀根早生早期採果対策

果実肥大にともない、台風・雨風による枝折れが発生しやすくなりますので、

◎マルチの敷設（園内の60％以上を目標!）

竹片や竹棒で枝を補強したり、
枝つり・支柱立て等の枝折れ対策を早急に実施

マルチを敷くことで樹冠内部に光が差し込み、果頂部の着色が促進されま

してください。

す。また、マルチには地温上昇を抑制する効果、土壌水分の蒸発を防止する
効果もあります。白マルチは7月中旬頃から、
シルバーマルチは8月下旬頃か

ミカンキイロアザミウマ対策

ら被覆します。ただし、新しいマルチを使用する場合や地上部付近の果実で

刀根早生等の早生系統の品種に被害が多く発生し、主に着色初期に果実

は、
日焼けを生じる場合がありますので注意してください。

を加害します。加害された果実は茶褐色及び黒褐色の不定形の傷が果実に

◎摘葉（全園実施を目標!）
摘葉はヘタ部の着色促進に効果が
あります。9月初旬の果実の果頂部の

発生します。被害が認められる場合は早急に薬剤散布による防除を徹底して

摘葉

ください。
◎発生しやすい園地

緑色が抜け始めた頃に、果実周辺の葉

○雑草管理の悪い園地

を3〜5枚除去してください。また風に
より果実に傷をつけるような葉、果実

摘葉

の上部にあり陰にしているような葉も
い場合は果実が日焼けする恐れがあ

また、白マルチ・シルバーマルチを敷設することで、光反射の飛来抑制効果

反射マルチ

同時に摘葉します。ただし、
日射しが強
るので、処理時期を遅らせてください。

があるので実施しましょう。

ウメ・スモモ収穫後の害虫対策

図：反射マルチの敷設と摘葉

収穫の終えたウメ・スモモの園地では、
ケムシによる葉の食害やハダニによ

樹上脱渋「紀の川柿」生産対策

る吸汁害が目立ちます。収穫後の葉には、翌年の発芽・開花に必要な貯蔵用
分を蓄える重要な役割があります。早期落葉すると貯蔵用分が不足し、樹勢

処理適期は、
「刀根早生」では8月下旬、
「平核無」では8月下旬〜9月上旬

低下の要因にもなります。ひどい場合は花が咲くこともあるため、収穫後の

です。あらかじめポリエチレン袋（厚さ0．
03㎜×縦300㎜×横200㎜、以下、

薬剤散布による防除を徹底してください。

ポリ袋とする）
に脱渋用の固形アルコール
（商品名：シブトール、重さ3g、
エタ

モモ・スモモ礼肥施用について

ノール濃度30％）
を1個入れ、輪ゴム
（耐候性）
を二重に通し、口先を絞って
おきます。その後は、
エタノールが気化しないよう保冷庫に保管してください。
作業当日は、ヘタ部分は包み込まずに外に出し、ヘタ部分の下と果実との
間を輪ゴムでとめ、丁寧に袋を掛けるように注意してください。
ポリ袋を掛けてから2日
（48時間）後にポリ袋の底をカッターなどで切りま

礼肥は収穫後の樹勢回復、新梢の充実促進や貯蔵養分を多く蓄積させる
効果があります。なお、樹勢が強く新梢がまだ伸びているような樹では施肥
量を少なくしてください。

施肥
（10aあたり）

す。固形アルコールを取り除き、果実はそのまま樹上で成熟させ、刀根早生
は10月上旬、平核無は11月上旬に収穫します。

品

留意点として、9月は天候が不安定な日が多いので、処理前後の気象変
化に注意する必要があります。特に脱渋中に雨が降ると、袋の中に雨水が溜
まってしまい脱渋効果が低下したり、黒変果の発生が多くなるので、処理後1
〜2日間に降雨がないと思われる日を選んで作業してください。また、処理時
に果実と袋の間に隙間が空いていると、
エタノール濃度が低下し渋果が発生
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○着色期に除草を行った園地

○昨年ミカンキイロアザミウマの被害があった園地

8 月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

種

肥料名

モモ
８月上中旬（収穫後）

味一粒状配合

スモモ
７月〜8月
（収穫後）

果樹有機化成 又は
アヅマップ化成280

施肥量
早 生
中晩生

60㎏
80㎏

80㎏
60㎏

全体運

何かとプレッシャーを感じがち。
他人と比較せず「人は人、
自分は自分」
と割り切って。
花を飾るとラッキー

健康運

食事の栄養バランスに気を配れば、
上昇

8月の天気

平成29年6月23日 大阪管区気象台発表

橋本資材センター

……TEL.0736‑33‑2300

平年に比べ、晴れの日が多いでしょう。気温
は、高い確率50％です。降水量は、平年並ま
たは少ない確率ともに40％です。

かつらぎ資材センター

……TEL.0736‑22‑7822

病害虫防除

病害虫防除
品目 防除時期
みかん

8月になると、台風など強風雨の影響で炭そ病の被害が増加す
る恐れがあります。梅雨期の防除も必要ですが、果実が着色する

ネーブル・八朔

盆明けの防除も重要です。枝の混み合った箇所やヘタ部の隙間な
ど、薬剤のかかりにくい部分にもかけ残しのないよう丁寧な散布を
行ってください。
品目 防除時期

適用病害虫

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

平核無柿

品目 防除時期

６回以内
３回以内

柑橘類

摘果とかん水で樹勢維持に努めましょう

摘果作業
柑橘は隔年結果により樹ごとに着果のばらつきがあるので、園地をよく観

◎温州みかん

◎中晩柑類
着果の多い樹では樹勢維持のため7月上旬から摘果を行い、8月中に仕上

特に、不知火やはるみ等の中晩柑類ではこの時期の降雨量が減酸に大きく

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

7月中旬〜 コブノメイガ パダンSG水溶剤
８月中旬 イネツトムシ （10a当たり150ℓ）

病害虫

1500倍 21日前迄 ６回以内

基本的に追肥は行いません。

◎一般タイプ

追肥：穂肥エース

発病します。ネーブル・レモン・はるみなどのかいよう病に弱い品種や強風が当

9月23日〜10月23日

収穫前日数 使用回数

いもち病・ウンカ
ブラシンジョーカーフロアブル
類・ツマグロヨコバ
1000倍 14日前迄 ２回以内
（10a当たり150ℓ）
イ・カメムシ類

追肥の回数

てんびん座

防除薬剤

◎省力タイプ

かいよう病は葉裏の気孔や強風による傷から感染し、雨に遭うと広範囲に

HOROSCOPE

2000倍 発生時・7日前迄 4回以内

追肥（10a当たり）

かいよう病対策
たる園では、防除を徹底してください。

2回以内

出穂期の防除は確実に!

病害虫

防除時期

台風対策

8 月の星占い

カメムシ類・ミドリ
7月〜
ヒメヨコバイ・ミ ロディー乳剤
10月
カンハモグリガ

前日迄

◎補完防除

度降雨がなければ再びかん水を行いましょう。

しょう。

フェニックスフロアブル 4000倍

スタークル顆粒水溶剤
穂揃期
カメムシ類
2000倍 7日前迄 3回以内
（10a当たり150ℓ）
（花終了後）
８月中旬〜 カメムシ類多発田では、出穂10日前迄に除草を行い、穂揃い時防除終了約1週
下旬
間後にスタークル粒剤10a当たり3㎏以内（7日前迄／3回以内）を散布する。

7〜10日間の乾燥状態が続く場合は一度かん水を行い、その後7日間程

伏や枝折れの危険があるので、あらかじめ支柱を立てるなどの対策を行いま

8月以降 ハマキムシ類

紋枯病多発田では、バリダシン液剤5 1,000倍（14日前迄/5回以内）を散布する。

影響しますので注意が必要です。

8月は台風の襲来が多い時期です。特に、幼木や高接ぎ樹は強風による倒

夏 秋 梢や 台 風に
コサイド 3000 2000倍
よる感 染 被 害 防 規制なし
バイカルティ
1000倍
止として・規制なし

出穂期
８月上旬

げ摘果を終了しましょう。着果量の少ない樹では日焼け果、小玉果、傷果、奇

8月は果実内の糖や酸が変動する大切な時期です。干ばつが続いた場合

使用回数

8月以降 かいよう病

防除時期

で着果量の調整を行いましょう。

は、園地や樹の状態に合わせた適正な水分管理を行いましょう。

防除法・
安全使用基準

防除薬剤

基幹防除

着果量の多い樹では7月のあら摘果終了後、
上向きの果実や内成り・スソ成
りの小玉果を摘果しましょう。着果量の少ない樹では9月の仕上げ一発摘果

かん水作業

適用病害虫

水稲

察し適正な摘果を行いましょう。

形果等を中心に摘果し、品質向上に努めましょう。

収穫前日数 使用回数

特殊防除

ネーブル・はるみ

富有柿

柑橘

防除薬剤

ジマンダイセン水和剤 600倍 30日前迄 4回以内
ダントツ水溶剤
2000倍 前日迄 3回以内
黒点病・アザミウ ダニコングフロアブル 4000倍 前日迄
1回
8月中旬 マ類・カメムシ類・
ジマンダイセン水和剤 600倍 90日前迄 4回以内
ミカンハダニ
ダントツ水溶剤
2000倍 前日迄 3回以内
ダニコングフロアブル 4000倍 前日迄
1回

※ミカンサビダニ多発園では、ダニコングフロアブルをダブルフェースフロアブル3000倍
（前日迄・1回）にかえて散布してください。

うどんこ病・炭そ病・アザミウマ トップジンM水和剤 1000倍 前日迄 6回以内
8月下旬〜 類・カメムシ類・カキノヘタムシガ アーデントフロアブル 2000倍 前日迄 ３回以内
9月上旬 ※ミカンキイロアザミウマは雑草が繁殖源となるので、除草を7月下旬までに
完了する。着色初期の加害に注意し、薬剤防除を徹底する。
8月下旬〜 うどんこ病・炭そ病・カメムシ類・ トップジンM水和剤 1000倍 前日迄
9月上旬 カキノヘタムシガ
アグロスリン水和剤 1500倍 前日迄

適用病害虫

1回目

２回目

1回の場合

出穂25日前

30kg

２回の場合

出穂25日前

20kg

なし
出穂10〜15日前

20kg

穂肥は、収穫量を左右する大切な作業です。
しかし、施用量が多すぎると倒
伏の原因となりますので葉色を目安にして施用量を調整してください。

全体運

知的好奇心が旺盛になるので、
気になる講座や講演会などには気軽に参加してみて。
飲み会や旅行にもつきあり

健康運

マッサージを。
心身の凝りをほぐせます

Triangle 2017.8
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野菜の
楽園
64

Vol.

■タマネギ

苗の良否

タマネギ

植え方の良否

〈よい苗〉

〈悪い苗〉

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
露地

伸びが悪い

●…播種

▲…定植

20〜
30㎝

■…収穫期

タマネギを楽しむ!

葉が
垂直

根が白くよく
伸びている。

具材としての利用に限らず、

2〜3㎝

基部がふく
れている。

根は全 部 土 中に
入れる。真っすぐ
に植えるのが基本
だが、少し斜めに
植えてもよい。

根が
少ない。

浅植えにしすぎる
と、根が地表に出
てしまう。

■潅水

炒めることで豊かな香りや旨み

4月中旬以降、降雨が無く乾燥状態が続く場合は、玉の肥大

を出すことができるので、特に

が悪く収量が低下するので、
状況に応じて畝間潅水を行います。

洋食のメニューには欠かせな
い存在です。和食でも味噌汁

■収穫

や和え物、
肉じゃがなどの煮物にと幅広く利用されています。

茎葉が倒伏し、首に張りが無くなれば収穫時期です。倒伏し
てからも肥大するので、十分な大きさになってから収穫します
が、あまり大きくしすぎると商品価値が低下するので適期収穫

■育苗

を心がけます。収穫する際は、圃場で十分乾燥させ泥土を落と

8月中旬から病害虫・雑草防除のため、太陽熱や土壌処理剤
を用いて土壌消毒を行いましょう。育苗期間は55〜60日なの

します。

で、定植から逆算して播種を行いましょう。播種方法はばらまき

【マルチ栽培】

とすじまきがあります。すじまきの場合、10㎝間隔に8㎜の溝を

黒マルチを利用した栽培により、抑

作り、均一に播種してください。

草と収量アップをはかることができま
す。定植本数は露地栽培の1．
5倍とし、

■本舗準備

本舗への施肥は元肥中心で、有機配合

元肥を施用し、畝立てをします。定植直前に耕転・畝立てをす

（野菜配合）
400㎏／10aとします。

ると、土が柔らかく植えやすくなります。

■施肥例
（本舗10a当たり）

■栽植密度

時

畝幅120㎝、株間10㎝、条間15㎝の4〜6条植えとします。

元

■定植

肥

8℃以下になると根の発育が停止するので、厳寒期までに十分
根を張らせます。乾燥時には活着促進のため潅水を実施しま

定植前

複合燐加安44号

６０kg

複合燐加安44号

４０kg

追肥２

１月下旬

千代田化成549

４０kg

追肥３

３月上旬

千代田化成549

４０kg

営農課では加工用タマネギの栽培拡大に向け

加工用タマネギ栽培説明会のお知らせ

下記の通り説明会を開催します。

８月２日（水）１３：００〜

加工用タマネギは市場との契約販売の為、安定
した価格で取引されています。

場 所：JA紀北かわかみ別館 2階 大研修室

農業所得向上のため皆さんも栽培にチャレンジ
してみませんか。

（Ｈ29参考）

種

さつき
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施肥量

土壌改良材として、有機質堆肥3t、BMようりん40㎏、苦土セルカ2号
100㎏を施用します。

しょう。

品

肥料名

１２月上旬

追肥１

葉の分岐点より深植えしないように注意しましょう。気温が

期

単位：㎏、円
（10aあたり）

収

量

7,500

単

価

55

粗収益

種苗費

肥料費

農薬費

諸材料費

費用合計

差引所得

平均労働時間

412,500

30,000

50,000

20,000

15,000

115,000

297,500

210ｈ

8 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

小さな喜びが重なるものの、
1人で物事を進めるのには不向き。
単独行動は避け、
周囲との協調を大切にして

健康運

不規則な生活を改善するとパワー回復へ

ON

INFORMATI

営農指導員の携帯電話の携帯についてのご案内
下記一覧のとおり、
営農指導員が各事務所に駐在しておりますが、園地巡回等での事務所不在時対応

としまして携帯電話を携帯しておりますので、
ご案内させて頂きますのでご利用ください。
（通話料は、
組合員様負担となりますのでご了承ください。）

※尚、携帯電話の利用は、業務時間内となりますのと、会議・移動時・山間部等電波の通じにくい場所・担
当者の休日は、
繋がらない場合もありますのでご了承お願いします。
担当地区

担当指導員携帯電話番号

高野口・高野・九度山

070‑3327‑6944
070‑3327‑6946
070‑3327‑6947
070‑3327‑6940
070‑3327‑6949
070‑3327‑6941
070‑3327‑6939
070‑3327‑6948
070‑3327‑6943
070‑3327‑6942
070‑3327‑6945

九度山支店管内
橋本西部支店管内
橋本・紀見

学文路
橋本東支店管内
大谷・四郷

笠田
かつらぎ南支店管内
妙寺
三谷

駐在場所

駐在場所電話番号

橋本西部支店

43‑2555
54‑2056
32‑0275

橋本資材センター

33‑2300

橋本東支店

32‑0715

かつらぎ資材センター

22‑7822

かつらぎ南支店

22‑1200
22‑0325
22‑0077

本店別館
九度山支店

かつらぎ東支店
三谷グリーン店

紀北分院からの

ちょっといい話

禁煙外来について

場合に注意が必要となります。紀北分院では主にこ
の治療薬で治療を行っており、
これまでの成績では

喫煙は、肺癌や動脈硬化性疾患
（脳卒中や心筋梗

約6割の方が禁煙に成功されています。副作用につ

塞など）
の出現の確率を上昇させるだけでなく、慢

いては、ひどい方もいらっしゃることも事実です。そ

性閉塞性肺疾患、いわゆる肺気腫を出現させます。

の場合には、次のニコチンパッチによる治療を考慮

肺気腫はいずれ呼吸不全となり、酸素吸引しないと

いたします。ニコチンパッチは8週間の貼り付けを行

生きられなくなる病気です。日本では、500万人が

う治療で、ニコチン依存症に対してニコチンを与え

罹患しているといわれており、将来における健康問

ながら、徐々に減量していくという治療法です。どう

題となりえます。そこで、禁煙することによりそれら

してもニコチンを与える治療ですので、ある程度の

の疾患の予防が可能であり、紀北分院では禁煙外

禁煙に対する意思が必要です。当院では、チャンピ

来を開設しております。

クス治療で副作用の問題があったり、以前にチャン

喫煙をいわゆる依存症ととらえて外来でのコンサ
ルト
（相談にのってアドバイスをする）
と投薬により
禁煙を成功に導きます。具体的には、投薬としては2
種類の治療薬
（保険診療可能）
があります。

ピクスで治療したが禁煙に成功しなかった方などに
処方しています。
これらの治療薬は保険診療で受けることができ
ますが、安易な気持ちでの治療はよくないと考えて

チャンピクスという内服薬とニコチンパッチの貼

います。禁煙の意思が強く感じられる方に投薬して

り付け薬です。チャンピクスは12週間の内服を行う

おります。禁煙宣誓書にサインしていただいていま

プログラムです。この薬の特徴は、禁煙を開始早期

す。喫煙でお悩みの方ややめたいがどうしてもやめ

からは強要しません。薬の特性で、喫煙をすることに

られない方は、将来の健康不安を解消する目的で、

より気分不良にさせる薬です。つまり、喫煙を不快に

一度ご相談いただければ幸いです。

させる薬です。ただし、嘔気眠気、頭痛などの副作用
が出現する可能性もあり、
自動車の運転などをする

紀北分院 内科

講師

田中 寛人

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

8 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

積極性が高まる時期です。
やってみたいことには、
どんどんトライして。
意欲的に取り組めば、
うまくいきそう

健康運

疲労をため込まないよう、
休息は適度に

Triangle 2017.8
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農業者年金
3つの要件を満たせば
どなたでも加入できます

❶ 国民年金第一号被保険者
❷ 20歳以上60歳未満
❸ 年間60日以上農業に従事
※❶〜❸の全てを満たす者

税制面で大きな優遇

メリット

1

ご存知ですか？

メリット

2

支払った保険料の全額が社会保険料控除
の対象となります。

※農業者年金に加入
すると国 民 年 金 の
付加年金に加入する
必要があります。

女性や後継者も、もちろん加入できます。

若年層には
手厚い政策支援（保険料補助）

国民年金第1号被保険者等の農業者年金への加入に加え、

39歳までに加入
農業所得が900万円以下
● 認定農業者で青色申告者等
●

女性に優しい！

メリット

3

●

奥様も単独で入れます。

を満たせば受けられます。

詳細の内容のお問合わせ・加入申込・ご相談は、最寄りのJAまたは農業委員会へ

参加者募集

柿の魅力発信フェア
全国一の生産量を誇る伊都地方特産の柿についての学習会を開催します。
柿料理の試食やフルーツカッティングの展示も行います。
郷土の特産の柿についてもっと知りたい人はぜひご参加ください。
日

時

8月29日（火）

平成29年

内

容

13:30〜16:00
※受付は13:00〜
定

員

参 加 費
場

所

橋本市保健福祉センター

主

催

伊都振興局

Triangle 2017.8

講演

あなたの知らないフルーツの世界
2800日フルーツ物語
国際フルーツ協会
代表 中野 瑞樹 氏

講師の中野瑞樹氏は、

お申し込み・お問い合わせ

12

伊都地方の柿栽培について

講師

先着70人（事前申込要）
無料

講話

フルーツや果実だけを食べて7年。
体を張るフルーツ研究家なんだよ。

伊都振興局農業水産振興課

8 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

☎0736‑33‑4930

全体運

ゆったりできる月。
やるべきことを済ませたら、
のんびり自分の時間を満喫しましょう。
グルメを楽しむのも◎

健康運

運動不足で体重増の暗示。
体操に注目を

法律相談会
8月18日（金） 場所：本店３階

CROSS WORD

時間：午後1時30分〜5時まで

ＪＡでは顧問弁護士による法律相談を、組合員およびご家族の方を対象に毎

月開催しています。相談は３０分以内で秘密は厳守されますので、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
8月6日（日）・20日（日）・26日（土）・27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１号議案

平成２８年度下半期末農業協同組合自己監査指摘事項に対する回
答について

第２号議案

平成２８年度業務報告書の提出について

第３号議案

回転出資金
（和歌山県信用農業協同組合連合会）
の出資金への充
当について

第４号議案

役員賠償責任保険の加入について

第５号議案

平成２９年度生産販売委員会委員の変更について

第６号議案

固定資産の取得について

第７号議案

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。

縦

第197回理事会を7月3日に本店3階役員会議室で開催し、すべての議案に
ついて承認されました。

② 小玉や種なし、
四角い物などもある果実
⑤ 縁も◯◯◯もない人に助けられた
⑦ 117に電話をかけると聞けます
⑨ ロシアの酒の代表格
⑪ ワインボトルの底に沈んでいることも
⑫ オランダゼリともいう葉野菜
⑭ 木などにぽっかりと開いた空洞
⑯ 国語、
算数、
理科、
社会など
⑱ コンニャクイモの生産量日本一の県
⑳ 目上の人に勧める席
㉑ アンデス、
プリンスといえば

横

毒物･劇物に該当する農薬を
購入される農家の皆様へ
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
購入の際は、JAに置いてあ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）

① もくもくと高く盛り上がる雲
② 洋風の上履きの一つ
③ 食事作りや掃除、
洗濯など
④ 武田信玄から連想される四字熟語
⑥ 目や鼻や口があります
⑧ 酔うと赤くなる人も
⑩ 古い地層から恐竜の◯◯◯が見つかった
⑬ 和風の宿泊施設です
⑮ ◯◯より証拠
⑰ 日本列島をぐるりと取り囲んでいます
⑲ 歩き過ぎて足の裏にできちゃった

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

8 月の星占い
HOROSCOPE

─24時間受付しております─

（0120）56‑5588

ふたご座

5月21日〜6月21日

先月号の答え

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

カブトムシ
応募総数は41通でした。

全体運

コミュニケーション運に恵まれ、
誰とでも簡単に会話が弾むはず。
興味のある習い事に挑戦するのもお勧め

健康運

小まめに動くことで、
体調に良い影響が

Triangle 2017.8
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嶋本さんは親が作る柿・野菜を旦
那さんと一緒に加工・出荷をしてい
ます。その中で、農作物が不作の時
や空いている時間を何か有効活用
できないものかと考え、
これなら自
分にもできるのではないかと
「手作
りクッキー」
を通年で出荷すること
に決めました。インターネットや参考書で作り方を独学して習得し、試行錯誤

出荷者通信

を重ねながら出荷を始めて1年余りになります。作る際は衛生面に気をつけ、
体調が悪い時は作らず子どもたちが風邪をひいていると調理場に入らない

Consignor Communication

ように徹底しています。その他に幼稚園の行事で
「子どもたちのアレルギー
にも対応したものを作って欲しい」
との依頼があり、
コスト削減も考え牛乳・
卵を使用しないクッキーを作ったり、型抜きではなく絞り出しで作る手間を省

橋本市柱本

嶋本

く工夫をされています。友人や子どもたちから
「おいしかった」
と喜んでくれ

実可さん

た時、
やっちょん広場から売り上げの通知が届いた時や店長からのアドバイ
スをいただいた時が出荷の喜びであり励みになるそうです。人気はプレー
ン・紅茶・ココア・きな粉味。嶋本さんのオススメは
「紅茶味」
だそうです。今後

●クッキー
●柿
●野菜全般
●

物
出荷

はオーブントースターを使った新メニューに挑戦したいと話してくれました。
新作が楽しみですね!

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
●今年はツバメが4羽産まれました。親

●今年も、
知人から梅をたくさんいただ

鳥に餌をもらいビービ―と鳴いていま

いたので早速漬けました。日々、
水分が

す。去年は6羽巣立ちました。元気に巣

浸透してくるので毎日楽しみに瓶を眺

立って来年またうちに来てね…!

めています。いい梅が出来ますように。
（橋本市・Iさん）

（橋本市・Kさん）
●毎月楽しみに自分の生まれ月3月の

●農協の女性職員さんがいつも届けて

星占いうお座を見たり、元気でやって

くれて有難うございます。最後のペー

まーすを読んだり、一番はクロスワード

ジの
「元気でやってまーす」
と
「食彩館の

クイズです。ボケないようにと思い頑

この逸品」
を楽しみに見ています。
（かつらぎ町・Fさん）

張っています。
（橋本市・Hさん）
●店番のかたわら毎号の農作業の記

お便りの宛先

※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。

先月号の
当選者

岸
栄子さん
（高野町）
北河喜多子さん
（橋本市）
北浦みね子さん
（かつらぎ町）
藤田 延子さん
（橋本市）
神谷今日子さん
（橋本市）

編集後記 ̲editorial note̲
6月になり、毎晩カエルの合唱が聞こえだすと、今年もまた
入りもしているそうですが、例年に比べ晴れ間が多いように
も思います。が、暑さが苦手な私にとって梅雨入りは最大の
敵です。出勤前はきれいにまとまっている髪の毛や化粧も、
時間が経つにつれて湿気でぐちゃぐちゃ。もうクーラーなしの

植やプランターで野菜作りに挑戦して

部屋ではじっとしてられず、
できるだけ涼しいところで…と思

います。上手な出来具合に道行く人は

いながらいつも夏場を過ごしています。

立ち止まり、皆さん誉めてくれます。シ

夏の暑さで食欲が落ちることもあるので、簡単に栄養を補

ニアパワーです。

えるものはないだろうかと、昨年の夏、
「青汁」
にトライしてみ
ました。種類もいろいろありますが、私は粉末タイプに水とり

（かつらぎ町・Kさん）

んごジュースで割って飲んでいました。苦手でなければ牛乳

7 26

締切は 月
日
（水）
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。
※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。

Triangle 2017.8

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。

じめじめと蒸し暑い季節が来たなと感じる今日この頃。梅雨

事やら
「野菜の学園」
の記事を参考に鉢

14

抽選で
5名様に

8 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

で割るのもよし。想像していたよりとても飲みやすく、野菜不
足も補えますが美容にもいいとのことです! 今年の夏も青汁
を飲んで夏を乗り切りたいと思います。

全体運

注意力が散漫気味。
慣れている作業でも油断は禁物です。
リラックスするには趣味や好きなことに励むとグッド

健康運

ストレスをため込みがち。
適度に休息を

元気で

取材先で

│ 何事も前向きに明るく │

や って ま 〜 す
かつらぎ町笠田東

辻 千佳子さん（87）
御年87歳の辻さんは、60歳の時に脳梗塞になり半身麻痺の後遺症が残りました。
リハビ
リを重ね、屋内ではリハビリ用歩行器を使い、
シニアカ―に乗って外出し、身の回りのことは
隣に住む妹さんに支えてもらいながら日々生活を送っています。病気にかかる前は魚屋を
40年間営んでおり、配達や結納式などの料理を手掛けていたことも。その頃お店の2階に
大勢人を招きよくカラオケをしていたこともあって、今でも歌うのが大好き! 老人クラブや
町のカラオケに行くのが楽しみで、落ち込んだ日には自分の歌を聴いてリラックスするそう

とってもキュートな
んです。
辻さん家のハナコちゃ

です。また週2回のデイサービスでは、みんなと運動をしたり漢字の勉強やしりとりをしま
す。お喋りも楽しみで、行く先々で出会う人たちとの触れ合いを大切にしている辻さん。趣味
の花や野菜を育てるのも楽しみの一つです。今年でもう27年目になるそうですが、
「毎日楽
しいことばかりで退屈しない」
「くよくよせず何事も前向きに頑張ることが大事」
と話してくれ、
「ここまで元気になれたのも院長さんのおかげ」
と感謝の気持ちも述べられていました。毎
日の出来事もしっかりノートに書きとめているそうです。これからも元気に明るく、大好きな
カラオケを続けてくださいね。
アイガモさん、上からこんにちは!

■材料
（2人分）

食菜館の
この逸品

豚ロース薄切り肉
（しゃぶしゃぶ用）....250g
かたゆで卵................ 1個
きゅうり .................1/2本

冷しゃぶとトマトのタルタルソース

玉ねぎ ...................1/4個
トマト ......................... 1個
ねぎの青い部分、

■作り方

⑴ 鍋にたっぷりの湯を沸かし、ねぎの青い部

けをきる。
トマトは縦半分に切ってへたを取

分、
しょうがの皮、酒大さじ2を入れる。豚肉

り、横に薄切りにする。

に上げてそのまま熱がなくなるまでさます。

ヨネーズ大さじ3、砂糖、塩各小さじ1/2、
こ

を1枚ずつ広げて入れ、色が変わったらざる ⑶ ボールに卵、きゅうり、玉ねぎ、
レモン汁、マ

⑵ ゆで卵は殻をむいて粗く刻み、
きゅうりは端

しょう少々を入れて混ぜ合わせ、タルタル

にして水に5分ほどさらし、ざるに上げて水

つけ、
タルタルソースをかけてできあがり。

を切って5㎜角に切る。玉ねぎはみじん切り

ん広場NE W S
やっちょ

しょうがの皮.........各適宜
レモン汁 ............. 大さじ1
酒・マヨネーズ・砂糖
塩・こしょう

ソースを作る。器にトマト、豚肉を順に盛り

８月のオススメ食材
「ブドウ」
ブドウは品種が多くそれぞれの旬も異なりま
すが、品質的に安定して美味しい食べ頃は8月か
ら10月初旬にかけてです。果皮に付いた白い粉
（ブルーム）
は鮮度を保つ役割があるため、食べ
る直前まで洗い流さないでくださいね。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

8 月の星占い
HOROSCOPE

『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

8月は休まず営業いたします。

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

レジャー運が活性化。
親しい仲間たちとにぎやかに過ごすと英気を養えそう。
人気スポットに足を運ぶのも刺激大

健康運

快活モード。
スポーツを始めるのも正解

Triangle 2017.8
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かつらぎ町寺尾
な

な

み

奥村 奈々未ちゃん（2歳）
お父さん…真也さん
お母さん…望未さん

奥

村家のとても活発な2歳の奈々未ちゃんを紹介します!

とにかく元気いっぱい、笑顔の素敵な女の子です。家の中をあち

こち駆け回っては大好きなママ・パパ・ばあばのもとへ行ったり来たり。
パパは思わず
「ちょっとは落ち着けや」
と嬉しそうに呟きました。そんな
奈々未ちゃんはアンパンマンが大好き。おもちゃやぬいぐるみのほか
スマートフォンのYouTubeで動画を見ることもあるそうです。何だか
現代っ子って感じがしますよね。また犬や猫などの動物を見に行くの
が好きで、近所へ散歩やドライブに行くのがお気に入り。神社に行けば
ちゃんとお金を持って参拝するそうです。
じいじと一緒にいるのも大好
き。ただ、
自分の思い通りにならないと機嫌を損ねることも…。
春にみさき公園へ遊びに出掛けたことが思い出に残っていて、少し落
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ち着いたらディズニーランドや白浜・温泉に行ってみたいと話してくれ
ました。その日が来るのが待ち遠しいですね。奈々未ちゃんにはこれか
らいろんなことに興味を持って、大きく羽ばたいてほしいです。
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