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

ウインターキャンペーン
定期貯金・定期積金募集

NEWS

12

2017

DECEMBER No.200

─今月の特集─

CONTENTS
─目次─

新入職員紹介
人権を考える強調月間 ほか

NEWS&TOPICS



■ 農業体験付定期積金「みのり」の収穫
■ JA家の光・食彩フェスタ開催 ほか

12月の農作業
野菜の楽園
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食菜館のこの逸品

■ ノロウイルスの感染対策について



JA共済
アンパンマンこどもくらぶ会員募集

TinkerBell
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あい

玉置 愛 さん（25）
■ 九度山町慈尊院

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

旅行、
音楽を聴くことです。

Q

得意なことは何ですか?

美味しいお店を探すことです。

Q

休みの日は何をしていますか?

友人と出掛けることが多いです。

Q

今一番したいことは?

ライブに行きたいです。

Q

将来の夢・目標は?

世界のいろんな国を旅行することです。

Q

好きなものは?

食 べ 物：野菜・焼き鳥・チーズ
スポーツ：テニス

玉置 愛さん、
ありがとうございました!
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銀行員の仕事をしています。



元気でやってま〜す

ちょっといい話 ほか
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新入職員 紹介

新入職員のご挨拶
10月1日よりJA紀北かわかみに入組いたしました。
今後ともよろしくご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。

■ 光川 友太
（高野口支店）

多彩な ィ
テ
バラエ す。
ショーで

追加募集決定!!

お笑い
マジックショーに
ご優待
公演予定

内

12月2日（土） 午後1時開演

日

時／平成29年

場

所／かつらぎ総合文化会館
「あじさいホール」
（伊都郡かつらぎ町）

※開場は12時15分です

参 加 費／500円（12/15に年金振込口座より引き落としさせていただきます）
＊ 来場者の方には、すてきなグッズをプレゼント!

容

漫才▶かつみ・さゆり、
わんだーらんど
アタラシ

ケイシ

マジックショー▶新子景視
ものまね▶めぐまりこ
落語・大道芸

など

注意事項
※お申し込み及び観劇は、年金友の会会員ご本人様に限ります。
（今からでも年金友の会に加入できます）
※追加募集の応募締め切りは11月24日
（金）
です。 ※但し、定員に達しましたら募集を終了させていただきます。

詳しくは、本店資金課
（☎0736-42-5323）
または各支店窓口にお問い合わせください。

年 金 無 料 相 談 会 開催のお知らせ
● 私は何歳からいくら年金がもらえるの…?

日時 平成29年
9時〜15時

年金に関するさまざまな疑問に

場所

社会保険労務士が
個別に対応いたします!!
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12月6日（水）

● 働きながら年金をもらうことはできるの?

● 雇用保険と年金は関係があるの…?
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12月の星占い
HOROSCOPE

JA紀北かわかみ かつらぎ支店
（かつらぎ町大谷1201‑1）

個別相談

1組 30分（要予約）

相談会へのご参加は事前に本店資金課
（☎0736‑42‑5323）
または各支店窓口まで

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

何かとプレッシャーを感じる気配。
深呼吸で気持ちを落ち着けましょう。
また、
人の意見には謙虚に耳を傾けて

健康運

徐々に好転。
体にいいことをすると◎

〜 考えよう相手の気持ち 育てよう思いやりの気持ち 〜

JA紀北かわかみは

人権尊重の社会を目指しています
11月 1日〜11月30日 「同和運動推進月間」
11月11日〜12月10日 「人権を考える強調月間」
12月 4日〜12月10日 「人権週間」
12月10日
「人権デー」
インターネット上の人権侵害について知っていますか ?
近年、ブログやSNSなどを通じて、個人がインターネットで情報発信をすることが一般的に行われるようになり、
コミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、
インターネット上の人権侵害も発生しています。
平成27年中に法務局・地方法務局において新たに救済手続きを開始したインターネット上の人権侵害情報に
関する人権侵犯事件は、1,736件
（対前年307件増）
で、
このうち、プライバシー侵害事案が1,041件、名誉棄損
事案が485件で、
この両事案で全体の88%を占めています。

Check!

インターネットでは、掲示板などに書き込みを行うとその内容がすぐに広まってしまい、
その書き込みをネット上から完全に消すことは容易ではありません。
私たち一人ひとりがルールとマナーを守り、インターネットを利用しましょう。

● 使用する言葉に注意! 暴力的な言葉はゼッタイNG!
● 他人の悪口や差別的な内容は書き込まない!
● 知り合いのアドレスや住所など個人情報を無断で
載せない!
● 根拠のないうわさ話は、載せない!
● 雑誌や書籍に載っているマンガ、写真、記事などを
勝手に掲載しない!
● チェーンメールは転送しない!
● 他人の書き込みを あおる 書き込みをしない!
● 人が写っている写真や動画は勝手に掲載しない!
※写真によっては位置情報を悪用される場合もあるので掲載注意。
※GPS 機能も含め、複数の情報をつなぎ合わせると個人を特定できる場合があるので要注意。
出典：
「あなたは大丈夫 ? ― 考えよう ! インターネットと人権 ―」
〈改訂版〉
【企画：法務省人権擁護局／制作：
（公財）人権教育啓発推進センター】
引用：H29年 人権チェックリスト
（和歌山県）
より

12月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

知的好奇心を刺激される予感。
体験教室や説明会に顔を出してみると手応えあり。
趣味の集まりにも積極参加を

健康運

リラックスすれば好調をキープできます
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【人事教育課】平成29年度中途採用職員入組式

↑組合長より辞令を交付されました。

新たな仲間がJAに加わりました!
中途採用職員の入組式が本店で行われました。新入職員は常勤役員らと顔合わせの後、宮崎

10/

2

組合長より辞令を受け取り、
自己が目指す姿や目標を力強く述べました。宮崎組合長は
「これか
ら多くの困難や壁に当たることもあると思いますが、常に挑戦を忘れずに頑張ってください」
と

激励しました。

【金融部】農業体験付定期積金
「みのり」
の収穫

袋いっぱいのサツマイモが掘れたよ!
10/

14

九度山町にある園地で、農業体験付定期積金
「みの
り」
の契約者によるサツマイモ収穫体験イベントが開
かれました。大人・子どもら80人が参加。参加者は、5

月に自ら植え付けを行った園地に入り、大きく成長したサツマイ
モに歓声を上げながら収穫しました。収穫体験の最後には、収
↑みんなで頑張りました!

穫したてのサツマイモを使った
「サツマスティック」
の試食会を
行い、みんなで秋の味覚を堪能しました。農業体験付定期積金
は、
「JAらしさ」
をアピールし、次世代を担う子供たちや若年層に
「農業や食の在り方」
を楽しみながら学んでもらうことを目的と
しています。

【女性会】女性大学・第6回料理教室開催

忙しい貴方の為のスピードクッキング
10/

18

料理講師を招き、電子レンジを使って手早く調理が
できる料理教室が行われました。メニューは
「秋のき
のこパスタ」
「 甘くないチーズスコーン」
「 栗のティラ

ミス」
の3品。4つの班に分かれて調理をし、参加した女性大学
の会員は
「簡単においしく作れてとても参考になった」
「とても
楽しい時間だった。またこういった機会があれば嬉しい」
と好評

↑丁寧に盛りつけていきます。

でした。
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12月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

インスピレーションがさえているので、
ピンときたことはやってみるのが正解。
人間関係は協調性をモットーに

健康運

回復へ。
マッサージで血行を促進させて

【経済部】高野山総本山金剛峯寺に新米を奉納

天野地区産キヌヒカリ
「天野米」
10/

26

経済部は、高野山総本山金剛峯寺に御用達米
「天野米」
の新米30キロ3袋を奉納しました。
「天野米」
は天野地区
で良質な紀伊高野山系の清水で栽培されたお米です。

上壇の間で奉納式が行われ、宮崎組合長が目録を手渡し、感謝状を
受け取りました。
↑目録を読み上げる宮崎組合長。

【金融部】平成29年度信用事業目標必達決起大会

総貯金2000億円に向け頑張ります!!
10/

27

本店4階大ホールに役職員が集まり
「平成29年度 信用
事業目標必達決起大会」
が行われました。上半期の業績
表彰が行われたほか、今年度の貯金目標必達やウイン

ターキャンペーンの推進活動に向けての取り組み強化が図られ、
全員で
「がんばろう唱和」
を行い、
目標達成に向け士気を高めました。
↑目標達成に向け意気込みました!

【女性会】地域の方に参加してもらおう! 女性会主催のお祭り

JA家の光・食彩フェスタ開催
10/

28

JA紀北かわかみ本店別館で、JA家の光・食彩フェスタを
開催しました。会場では、女性会会員が地元産の食材で
作るおいしい料理を200食限定で試食する
「地元のうま

いもん試食会」
、
アレンジメントフラワー・パステルアート・大正琴な
どの各種体験教室、模擬店、
フリーマーケット、ゲーム大会など、大
人から子どもまで楽しめる企画が満載!午後からは、
じゃんけん大

↑「地元のうまいもん試食会」の様子。

会、
スコップ三味線、最後に餅まきを行い会場全体を盛り上げ、
イベ
ントを締めくくりました。

【青年部】青年部いと支部の学童農園でサツマイモ収穫体験

大きなサツマイモを収穫したよ!!
10/

30

青年部いと支部が管理する学童農園で、九度山町立九
度山幼稚園と社会福祉法人くまのこ教室つくしんぼ園の
園児たちによるサツマイモの収穫体験が行われました。

今年は10月以降の長雨や台風により収穫時期が遅れましたが、土
から顔を出す大きなサツマイモに園児たちは大喜び。
↑サツマイモは顔を出してくれたかな。

収穫されたサツマイモは各園教員の手によって大学芋やスイート
ポテトに調理され、園児たちのおやつになる予定です。

12月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

自分に自信が持てそう。
意見やアイデアがあるなら意欲的に主張して。
過去に駄目だったことにも新たな変化が

健康運

不規則な生活習慣を見直せば、
恩恵多し
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12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！

柿の病害虫防除

来年に向けて園地づくりを行いましょう

◎粗皮削り

12月に入ると、富有柿の収穫も終盤になり、管理作業
に余裕が出てくる時期となります。土壌改良資材を投入し、
天候不順に負けない園地づくりに努めましょう。
また、本年は10月以降の長雨や台風の影響により、黒
変果（汚損果）
が発生しました。日当たりの悪い園地や密植
園では、特に発生が多いため、そのような園地では間伐を
実施し、園内環境を整えましょう。

フジコナカイガラムシ・カキノヘタムシガ・コスカシバ等の虫は粗
皮内で越冬するため、
樹全体の粗皮削りは2〜3年に一回程度、
古
枝や大枝の分枝部については毎年実施しましょう。
◎落葉処理
落葉病は、5月〜7月の降雨が多い年や、干ばつや長雨の影響
で樹勢が弱ってきたときに多く発生する傾向があります。発病し
てから薬剤を散布しても全く効果がないため、病原菌の感染する
5月〜7月の薬剤防除が非常に重要です。
落葉病発生園地では、土壌中で病原菌が越冬するので、翌年に

土づくりの実施

持ち越さないよう、落葉をできる限り園地外に持ち出すようにし

堆肥（腐植）
を投入することによって通気性・保水性・排水性が高

ましょう。また耕種的な防除として、落葉処理の他に樹勢を中庸

くなるので、積極的に投入しましょう。また、土壌に空気を入れる

に保つ、間伐・縮伐や徒長枝の整理などを行い、薬剤散布の際に

ことも植物の成長にとっては大切な作業となります。中耕できる

ムラのない園地をつくることが大切です

方は行ってください。

苗木の定植

◎施肥時期
・カキ……12月〜2月

12月は落葉果樹の苗木定植に最適な時期です。

・夏果実…9月に投入出来ていない園地では1月〜2月
◎10aあたりの施肥例

苗木は深植えにならないように加減し、根を四方に広げ床土と
根が密着するように植え付けます。
このとき、
台木との接木部分は

完熟堆肥 ................................................................. １〜２ｔ

地表面に必ず出るようにし、軽く覆土します。その後、苗木を引き

アヅミン .................................................................... 40㎏

上げ気味に持ちながら、両足で主幹の周りを軽く踏みつけて固定

セルカまたは苦土石灰、消石灰 ................100〜200㎏

し、
仕上げの覆土をかけます。乾燥防止のために、
藁を敷く等の対

スーパーマグ ............................................................ 60㎏

策をとり、
植え付け後はしっかりと灌水しましょう。

ＢＭヨウリン .............................................................. 60㎏
※園地の適正管理のため、定期的に土壌分析を実施しましょう。

併せて、風等で苗が揺すられ新根が切れてしまうと生育が悪く
なりますので、
支柱を立て苗木を固定してください。
（図1参照）
接木部は地面から
地表面へ出す

間伐・縮伐
日当たりの悪い園地や密植園においては、日照不足により着

敷きワラで
乾燥を防ぐ

色が悪く、黒変果（汚損果）
やすす点病の発生が多く見られます。
剪定を始める前に園地全体を見直し、間伐・縮伐の必要がないか
確認しましょう。
間伐は、収穫後、葉の込み具合がわかりやすいうちに行いま
す。目安として、樹が大きくなったとき傘をさして通れるくらいの

有機物と石灰を入れ、
土と混和する

◎落葉果樹定植後の切り返し目安

樹間を保つよう心掛けましょう。

カキ ...........地上部40〜50㎝程度の大きい芽で切り返す。

◎密植園の悪いところ

モモ ...........接ぎ木部から50〜60㎝程度の充実した葉芽を残

・作業効率が悪い

して切り返す。弱い副梢を残し、主幹と競合しそう

・園内が暗くなり、着色や肥大に悪影響

な強勢なもの、混み合っているものは基部の葉芽

・薬剤がかかりにくく、病害虫発生を助長する

を残して間引く。

・日照不足により新梢が充実しない

スモモ .......主幹は地上部50〜60㎝の所で切り返す。競合し

・汚損果が多い

8

図1．
苗木の定植
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そうな強勢な副梢は間引き、弱い副梢は先端を切

12月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

ゆったり過ごせる期間です。
趣味や習い事に力を注ぐと、
新たな発見があるはず。
プライベートを充実させて

健康運

質の高い眠りを目指せば、
体調アップへ

12月の天気

平成29年１０月２５日 大阪管区気象台発表

橋本資材センター

近畿日本海側では、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多いで
しょう。近畿太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
降水量は、近畿日本海側で平年並または多い確率ともに４０％です。

……TEL.0736‑33‑2300
かつらぎ資材センター
……TEL.0736‑22‑7822

り返す。

越冬病害虫防除

ウメ............地上部50〜60㎝程の所で切り返す。
ブドウ.........地上部5芽程度で切り返す。

近年ダニ類やカイガラムシ類の発生が多くなっています。薬剤
抵抗性が出ない機械油乳剤を利用し、
防除に努めてください。

ウメの防除

品目

貯蔵養分の浪費を防ぐため、
剪定はできるだけ年内に終わらせ
るよう実施しましょう。剪定後はカイガラムシ、黒星病の予防とし
て、石灰硫黄合剤10倍に展着剤を加用し、
かけムラのないように
丁寧に散布してください。

柑橘

適用病害虫

収穫前
日 数

防除薬剤

使用
回数

貯蔵病害
トップジンM水和剤 2000倍 前日迄 ５回以内
みかん 収穫前
八朔
ヤノネカイガラム
ネーブル
シ・その他カイガラ 機械油乳剤95
45倍 規制なし 規制なし
不知火 収穫後 ムシ・サビダニ・ハダ（冬マシン）
はるみ
ニ類の越冬卵
みかん
中晩柑

中晩柑の収穫

防除
時期

中晩柑類の防寒対策

10月
中旬以降

ハダニ類

コロマイト水和剤 2000倍 7日前迄 2回以内

特殊防除

不知火やはるみ等の中晩柑類は収穫が早過ぎると酸が高く食
味が悪くなります。
しかし、
樹上で収穫適期を待つ間に霜にあたる
と、茶色く変色し、外観が悪くなるだけでなく、貯蔵中に腐敗の原
因にもなります。できるだけ寒波が訪れる前に収穫を行いましょう。
また、年明けに収穫する場合は、袋を掛けるか樹全体を寒冷紗

近年中晩柑類での貯蔵果実にハマキムシ類やシンクイムシ類
などのチョウ目類の被害が増えています。発生がみられる場合は、
防除を行ってください。
時期

適用病害虫

防除薬剤

10月以降 ハマキムシ類 フェニックスフロアブル

で覆う等で防寒対策を行ってください。

収穫前日数 使用回数
4000倍

前日迄

2回以内

廃棄農薬・空容器及び廃棄ビニール等回収のお知らせ
肥料農薬の空容器・育苗箱・農業用ビニールなどは産業廃棄物としての取り扱いとなり、一般家庭ゴミと区別して処分する必要があ
ります。JA紀北かわかみでは環境保全のため廃棄プラスチック等の回収をおこなっています。委託処分費用が必要ですがこの機会
をご利用ください。回収内容や時期などについては、下記のとおりです。

廃棄農薬・農薬空容器の回収
【かつらぎ資材センター管内の方】かつらぎ中央選果場
平成30年1月13日（土） 午前9時〜正午
【橋本資材センター管内の方】橋本資材センター
平成30年1月10日（水）〜13日（土） 午前9時〜午後5時
【その他の取扱場所】
橋本西部支店、橋本東支店、九度山支店、信太グリーン店
平成30年1月10日（水）〜12日（金） 午前9時〜午後5時
紀見グリーン店
平成30年1月10日（水）〜12日（金） 午前9時〜正午

肥料空袋・廃棄ビニール等の回収
【かつらぎ資材センター管内の方】
平成30年1月19日（金） 午前9時〜正午
【橋本資材センター管内の方】
平成30年1月20日（土） 午前9時〜正午
【取扱場所】旧マルい1号選果場（信太グリーン店 東側）

12月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

◆ご注意ください!!
①左記日程以外は、受け付けできませんのでご留意ください。
②廃棄処理委託時には処理委託申込書への記入・押印が必要
です。必ず印鑑をご持参ください。
③廃棄ビニール・肥料袋は10㎏程度に小分けして、ヒモで崩
れないようきつく縛ってお持ち込みください。
④処理費用は後日ご利用の口座から引き落としさせていただ
きます。
⑤詳しくは次号トライアングルの折込チラシをご覧ください。

ご不明な点がございましたら、
各資材センターまたは各支店窓口までお問い合わせください。

全体運

フットワークが軽くなり、
チャレンジ精神が旺盛になる月。
行動範囲を広げていけば、
うれしい驚きに出合えそう

健康運

スポーツを始めて。
気分転換にも効果的

Triangle 2017.12
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野菜の
楽園
68

Vol.

■病害虫防除の基礎知識

病害虫防除の基礎知識

⑵ 病害虫防除資材の利用
○粘着テープ

農作物の安全生産のためには、適宜の病害虫防除が必要

ハウスでの害虫の誘殺による密度低下と発生予察に利

です。

用します。

植物の生育環境にあった条件にしてあげることで、生育の

○黄色蛍光灯

促進につながります。また、資材を使用したり栽培方法を変

夜行性の蛾（ヨトウガ等）
に対して忌避効果があります。

えることで、農薬や肥料の使用を減らすことができます。

■抵抗性品種の利用

■資材の利用による予防

アブラナ科の根こぶ病抵抗性品種（ＣＲ）、
ホウレンソウの

⑴ 被覆資材の利用

べと病抵抗性品種、コマツナの萎黄病抵抗性品種（ＹＲ）等

○マルチ

の、
病気に抵抗性のある品種を利用します。

地面からの泥はねを少なくし、病原菌の侵入を防ぐ方法
です。一概にマルチ栽培と言っても、使うマルチ資材によっ

■病害虫の発生しにくい環境つくり

て期待される効果が異なります。目的にあったマルチ資材

病害虫が発生しにくくなる畑、作物の状態をつくります。

を使用しましょう。

○輪作

○防虫ネット

前号でも掲載した通り、同じ作物を連作すると、その作

寒冷紗、不織布、
ネット等で作物を覆い、合わせて畑やハ

物に寄生する病害虫の密度が高くなり、土壌中の栄養バラ

ウスの周囲にネットを張り巡らして害虫の侵入を防ぎます。
種類

ンスが崩れて作物の栄養状態が悪くなってしまいます。異
なる種類の作物を計画的に作付けするようにしましょう。

効果

敷きわらマルチ
紙マルチ
フィルムマルチ
透明
黒

土壌水分保持、
肥料の節減、
地温上昇抑制

○土づくり
堆肥の施用、深耕により、土の物理性・科学性・生物性を

雑草の防除、
地温上昇抑制、
回収不要

良くすることで、
特定の病害虫の増殖を防ぐとともに、
作物

土壌水分保持、
肥料の節減、
病害虫・雑草の防除

の生育を良くします。

地温上昇抑制

○適正な施肥

雑草防除、
地温上昇効果

作物にあった施肥を行いましょう。

シルバー 夏場の地温上昇抑制、
アブラムシに対しての防除効果
防虫ネット

目合い１ｍｍ前後で害虫の侵入を防ぐことが出来ます

寒冷紗

強い日差しを遮る遮光効果以外に、防寒、防虫、
防風の
効果もあります。

不織布

防霜、
保温、
発芽促進、
防虫、
防鳥など

○畑を衛生的に保つ
畑の周囲の雑草を除去し、病害虫の住み処をなくすとと
もに、収穫した後の残渣は速やかに片付け、病害虫の密度
を下げましょう。
■農薬の適正な使用
同じ系統の農薬を続けて使用すると抵抗性がつきやすく

不織布

なるので、
ローテーションを組んで使用しましょう。農薬散布
を減らすには、前述のような栽培技術を組み合わせて活用す
る必要があります。まずは自分の畑をよく観察し、それぞれ

くい

雑草防除効果の高い黒マルチ栽培
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防霜、
保温などに効果がある不織布

12月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

の畑に合った方法を効果的に活用しましょう。

全体運

ちょっとしたことでイライラしやすい傾向あり。
笑顔を忘れずに。
ストレス解消には、
1人の時間を満喫して

健康運

まめに動くと好変化が。
散歩もお勧め

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

9：00〜12：00

第3日曜日

JA紀北かわかみ橋本支店で開催中!!

お葬式の

準備 料金 内容 進め方

など

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!
事前相談会に
参加された場合、

万円
相当

お問い合わせ・お申込みは

セレモニーホール
セレモニーホール

紀の川

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）

紀北分院からの

ちょっといい話

ノロウイルスの感染対策について
色々な感染症が流行する季節になってきまし

いです。そのため、感染を防ぐためにいちばん重

た。インフルエンザをはじめ、
ノロウイルスなど…

要なことは、手を洗うことです。手洗いは、接触感

感染対策を担当している私にとっては、日々頭を

染のリスクをさげることができます。感染症にかか

悩ませる季節なのです。感染対策は、かからない

らないための予防として、
また、
自分がかかった時

ための予防が大切です。敵を知って、感染症にか

はもちろん、家族が感染症にかかった時の汚物の

からない、
ここがポイントです。そこで、今回は、
ノ

処理の後などは、必ずせっけんを使って、念入りに

ロウイルスについてお話させていただきます。

手洗いをおこなうようにしましょう。

ノロウイルスが原因の感染性胃腸炎は、
ノロウ

ノロウイルスは、症状がなくなっても、便の中に

イルスが体内に入ってから24〜48時間後に激し

ウイルスの排泄が続くことがあります。そのため、

い嘔吐や下痢、腹痛が発生するつらい感染症で

症状がなくなっても、せっけんを使用した手洗い

す。
ノロウイルスは、
非常に感染力が強く、
菌が少量

を忘れずに実施してください。

（10〜100個）
でも発症します。ノロウイルスは、

感染予防対策は、一人ひとりの取り組みが大切

人から人への感染が49％と多く、
ウイルスが付着

です。誰か一人でも手を抜けば、感染の拡大は抑

した食品を食べておこる食中毒は28％といわれ

えられません。みんなで手洗いをして、
この感染症

ています。

の多い季節を乗り切りましょう。

人から人への感染する経路は、
ドアノブや電気
のスイッチなどを介して、そこに付着したウイルス
が体内に入って感染する
『接触感染』がもっとも多

紀北分院 感染管理認定看護師

田中 治美

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

12月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

レジャー運が活性化。
気の合う仲間たちとにぎやかに過ごせそう。
遠出のドライブやイベントへの参加も好結果に

健康運

健康の話題に注目を。
好情報があるかも

Triangle 2017.12
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INFORMATI

JA紀北かわかみと組合員さんを繋ぐ情報配信サービス

利用者
大募集

『つたえるねっと』拡大運動実施中！
期 間 平成29年11月1日
（水）
〜平成30年1月31日
（水）

JA紀北かわかみではインターネット回線を用いて、パソコン・携帯電話・スマートフォン等へ各種情報を
電子メールで発信しています。季節に応じた営農情報やJAに関する情報を随時配信しています。

『つたえるねっと』拡大運動期間中は、

1,000円 を免除して、
利用料 100円／月 だけで新規登録が可能です！
加入料

3ヶ月間だけ

（1,200円／年）

ぜひ、ご活用ください。

『 つたえるねっと』ではこんな情報を配信中!!
○栽培品目ごとの、
防除や施肥、晩霜
霜
注意報、台風時の
の
緊急情報等。

○選果場ごとの
荷受日や目揃
会などの情報。

○JA 各部門からの
お知らせ、イベン
ト情報。

利用料金

営農情報は柿、柑橘類、もも、すもも、水稲、野菜等の栽培品目ごとに配信
していますので、希望する品目ごとに情報を受け取ることができます。

加入金
POINT

1

季節に応じた栽培品目ごとの防除や施肥、台風時の緊急連絡などの情報を
ご契約いただいたパソコン・携帯電話・スマートフォン等に発信するので、受信
メールをご覧いただくことによりいつでも配信情報をご確認いただけます。

POINT

2

1，
000円

利用料

100円／月

（１，
２００円／年）

─備 考─
○情報受信には電子メールの受信可能なパソコン・携帯電話・スマート
フォン等が必要です。
○インターネット接続のための接続料・通信料等については実費でご負
担ください。
○ご利用のパソコン・携帯電話・スマートフォン等のメール受信設定
（迷惑メール設定）
等により、正常に受信できない場合があります。
○ご加入希望の方は各支店窓口までお申し出ください。

『つたえるねっと』
に関するお問い合わせ先

『つたえるねっと』は電子メールで情報を発信しているため、文字を目で見て
確認でき、何度でも読み返すことが可能です。
「有線放送の時間に外出してい

JA紀北かわかみ本店・総務課

て聞けなかった…」
といったような事もなくなります。

☎

やっちょん広場からのお得情報!!
１２月に入り、
『やっちょん広場』
ではお正月に向けての準備が始まります。
しめ縄・裏白・橙・おもち・柑橘類のほか、
お節料理に使われる鮮魚・精肉など
も十分に取り揃えております。柑橘類はビタミンＣが多く含まれているた
め、風邪予防にも最適です。
冬野菜も豊富に取り揃えており、寒い冬場に、新鮮でおいしい野菜・肉・魚
を使ったお鍋を家族団らんで囲んでみてはいかがでしょうか。
ぜひ、みなさまのお越しをお待ちしております。
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12月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

情緒不安定になりがち。
身近な人たちに迷惑を掛けがちなので、
気を付けて。
玄関に花を飾るとリラックス可能

健康運

気が緩みやすいかも。
小さなけがに注意

法律相談会
12月15日（金） 場所：本店３階

CROSS WORD

時間：午後1時30分〜5時まで

QUIZ

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

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
12月３日（日）・９日（土）・10日（日）・17日（日）
12月23日（土）・24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

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

縦

毒物･劇物に該当する農薬を
購入される農家の皆様へ

① 2人組はコンビ、3人組は○○○
③ 親同士がいとこです
⑥ ○○に交われば赤くなる
⑦「おはよう」
とか
「さようなら」
とか
⑧ コロンブスはインドを目指して○○○○を
続けました
⑩ カカオ豆から作る飲み物
⑭ サンタクロースが乗ったそりを引きます
⑯ ブーケともいいます
⑱ 太陽が沈むとやって来ます
⑲ 進化の反対語
⑳ 人の言葉をまねるのがうまい鳥。○○○返
しに答える

横

セレモニーホール紀の川高野口
セレモニーホール

─24時間受付しております─

紀の川

（0120）56‑5588

TEL
（0736）
42‑5588
セレモニーホール紀の川かつらぎ

TEL
（0736）
22‑0008

購読のお申し込みはJAへ

購読料 1ヵ月 2,623円
（税込）

お詫びと訂正

① 大みそかには○○○○そばを食べる人も多い
② 英語ではドラゴン。想像上の生き物です
③ 物を燃やすと残るもの
④ 鶏の頭の赤い冠
⑤ 何度も練習して、
ようやく○○をつかんだ
⑦「山！」
「川！」
⑨ 現在よりも前です
⑪ 庭に掘りたがる犬もいます
⑫ デジタルカメラには装填
（そうてん）
しません
⑬ 少年剣士たちが振る物
⑮ 月曜と水曜の間
⑯ お子様ランチに立てられていることも
⑰ 狩りにも使われる鳥

11月号トライアングルの『NEWS＆TOPICS』の記事で下記のような誤りが
ありました。
訂正してお詫び申し上げます。
【9月21日、青年部が地元の児童を対象とした農業体験と食農教育活動を
行った】
という内容の記事を掲載しておりましたが、正しくは、
【 9月11日、営農
指導員が地元の児童を対象とした農業体験と食農教育活動を行った】
です。

12月の星占い
HOROSCOPE

ふたご座

5月21日〜6月21日

全体運

ささいなことで、
つまずきやすい時期。
小さなミスにクヨクヨせず、
スパッと切り替えて。
ギャラリー巡りにツキ

健康運

きちんと自己管理を。
食べ過ぎは控えて

先月号の答え

コハルビヨリ
応募総数は20通でした。
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竹下さんは「家は八百屋」
と言う
ぐらい、春夏秋冬季節に応じていろ
んな野菜を作って出荷しています。
やっちょん広場が創設したころから
野菜作りを始め、元々営んでいた織
物業と並行して作業を進めていたそ
うです。両立していくのは様々な面
で難しいところもあり、今は野菜に
絞って家族で協力しながら農業をされています。娘さんも手伝ってくれてお

出荷者通信

り、
「本当に助かっています」
と話してくれました。出荷物が多い分ひとつひと
つの作業に時間もかかるため、
「野菜の数を絞れば…」
という想いもあるそう

Consignor Communication

ですが、
「商品を購入されるお客さまの窓口が広がっていくように」
という前
向きな想いを受け取ることができました。
商品の品質にこだわり、
収穫したての新鮮な内に荷造りを行うようにし、
見た
目に気をつけ丁寧に袋詰めを行います。良いものが出来て、
出荷したものが

橋本市山田

竹下
物
出荷

郁代さん

完売した時が一番の喜び。
「次もこう作りたい!」
と励みになるそうです。
また出荷の際は、出荷者同士のコミュニケーションを大事にしており、最新

●季節に応じた野菜全般

の情報は若手農家から情報を得るなどお互いに刺激し合い、学びも多いと言
います。昔に比べ若手農家も増えている。若い方にどんどん引っ張って行っ
て欲しいと話してくれました。

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
●本号の中で 野菜の学園（連作障害
対策）がありましたが、大変参考になり
ました。今まで連作のことは知っている
つもりでしたが、具体的な野菜の種類
や輪作年限を知らずに作っていたもの
もあり、
これでよく分かりました。この
ページを切り取り保存し、活用させて
いただきます。
（かつらぎ町・Mさん）
●暑かった8日の運動会のあとは、曇っ
たり雨が降ったりと、涼しかったり寒
かったりの日が続いています。着物の
虫干しはいったいいつ出来るのやら。
（かつらぎ町・Nさん）

●台風の後の家の周り道の木々の枝
や葉っぱの掃除に大変です。寒くなって
きたので、
野菜が美味しくなりますね。
（かつらぎ町・Gさん）
●秋祭りも終わり、
クリスマスももうす
ぐ。子どもたちがまだ小さい頃、
「 家に
はエントツがないのに、
どこからサンタ
さんがプレゼント持って入ってくるの?」
と聞かれ、
「窓を少し開けておけばそこ
から入ってくるよ」
と言いました。いつ頃
まで子どもたちが信じていたのか、サ
ンタさんのことは聞かなくなりました。
（橋本市・Kさん）

●このところ雨ばっかりですが、暖かい
日差しの中、
まったり出来る小春日和が
待ち遠しいです。
（九度山町・Sさん）

お便りの宛先

抽選で
5名様に

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。

先月号の
の
当選者
者

溝本 紀夫さん（かつらぎ町）
上野 和世さん（橋本市）
門
琴美さん（かつらぎ町）
塙阪真由美さん（かつらぎ町）
藪内 章子さん（橋本市）

編集後記 ̲editorial note̲
この季節になるとやっぱり柿ですよね!…と言いながら
柿が苦手な広報担当者です。先日、柿の販売促進で淀
屋橋odona前へ行ってきました。ブースは2つあり、一
つはたねなし柿をメインに販売、
もう一つは有田みかん
をメインに販売。もちろんJA紀北かわかみは柿のブー
スで頑張ってきました。
当日はあいにくの天気で、客数も少ないのではないか
と心配しましたが、そんな心配もなんのその! 声をか
けると次から次へとお客さんが寄ってきてくれました!
ブースには基本的に2人だったので、もうてんてこまい
です
（笑）
何とか乗り切って、売れ行きは上々。とても大
変でしたが、良い経験ができて勉強にもなりました。

11 27

締切は
月
日
（月）
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。
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12月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

柿はビタミンCが豊富みたいですね。美容にも良いし、
頑張って食べてみようかな。

全体運

暗い気分になりやすいかも。
気晴らしを心掛けて、
好きなことに意識を向けましょう。
ヒーリンググッズも有効

健康運

オーバーワークに注意。
のんびりが大事

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
歩む道は自分で決める

橋本市南馬場
ヨシ ヒコ

スイ

コ

森田 吉彦さん（84）・翠子さん（80）
森田さんは、100年以上の伝統を受け継ぐ国の伝統的工芸品
「紀州へら竿」
を作り始め、
もう60年以上になる現役のへら竿師。幼い頃から絵を描くことが好きだったという特技を
活かして、
竿の握りには多種多様な美しい模様を描き入れ、
「芸舟」
という作品を手作りしてい
ます。絵を描くのは一発勝負。下書きなどはせず、今までの経験と感覚だけで仕上げていく
職人技。森田さんが作るへら竿は海外でも人気があり注文がくるほか、
「この絵を描いてほし
い」
と写真が送られてきて、
へらぶな釣り愛好家らの強い要望に応えることもあるそうです。

、
台風による浸水被害で
泥だらけだった店内も…

森田さん夫妻は喧嘩もするけど仲が良く、
カラオケやグランドゴルフなど共通の趣味を
持っています。JA主催のグランドゴルフ大会も参加いただいており、
「できる限り続けてい
きたい」
と2人とも嬉しそうに話してくれました。また曾孫が遊びに来てくれたりと、家族の
成長を見るのも楽しみだそうです。
健康の秘訣は? の問いに
「親から引き継いだ体にまず感謝。あとは奥さんの作るごはん
ですね」
と一言。最後に
「へら竿師として、お客さんをあっと言わせる作品を作って喜んでも
らいたい。今はネット時代。そこから釣りの楽しみ・道具自慢など、若い世代また世界中に広
がってほしい」
と綴ってくれました。

懸命の復旧活動の結果、
３日後には営業再開することが
できました！

■材料
（２人分）
【ひき肉だね】
豚ひき肉 .......... 150g
しょうが汁 .....大さじ1
しょうゆ .........小さじ1
塩............ 小さじ1／3

食菜館の
この逸品

豆腐のひき肉はさみ天ぷら

■作り方
腐の切り込みにはさむ。
⑴ 豆腐はペーパータオルで包んでバットに入れ、皿などを ⑶ ボールに天ぷら粉と水1／2カップを入れて混ぜ合わ
のせて、30分ほどおいて水をきる。縦半分に切ってから
せ、ころもを作る。揚げ油を中温（170〜180℃。乾い
横に3等分にし、さらに厚みを半分にするように深く切り
た菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワと
込みを入れる。アスパラガスは根元の堅い部分を少し切
まっすぐに出る程度）
に熱し、⑵をころもにくぐらせ油に
り、さらに根元から3〜4㎝位まで皮をむき、長さを3等
入れる。途中、上下を返して5分ほど揚げ、油を切る。続
分に切る。にんじんは皮をむき、幅5㎜の輪切りにする。
けてアスパラガスとにんじんをころもにくぐらせ、同様
⑵ 別のボールに【ひき肉だね】の材料を入れ、粘りが出るま
に3分ほど揚げる。油を切り、豆腐とともに器に盛ればで
で手でよく練り混ぜる。6等分にしてかるく丸め、⑴の豆
きあがりです。

ん広場NE W S
やっちょ

木綿豆腐
......1／2丁
（約150g）
グリーンアスパラガス
..............................2本
にんじん .......... 1/4本
市販の天ぷら粉
...................1/2カップ
揚げ油

12月のオススメ
「晩柑類」
「晩柑類」
は、年末から４月頃まで出回る柑橘類のおく
てのものを言います。甘夏・いよかん・はっさく・ネーブル
など他にもたくさんの品種があり、早生みかんのさわや
かな味わいに比べ、
甘みが濃く・優しいのが特徴です。
ま
たビタミンなどの栄養素を多く含んでいるため、冬場の
風邪やインフルエンザ予防対策にも効果的ですよ。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

12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

12月の定休日は6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

行動力が高まり、
アクティブに動き回れそう。
やりたいことには積極的に挑戦を。
ネットでの情報収集も幸運

健康運

疲れをため込みがち。
適度な休息が必要

Triangle 2017.12
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会員特典

会員募集中!!
入会金・年会費無料
募集期間：平成29年12月１日〜平成30年1月31日
会員期間：平成32年3月31日まで

先着
100名様

もれなく、出産・育児に役立つアンパンマン
小冊子・各種グッズをプレゼント
！
各種キャンペーン・イベントのご案内など、
お得な情報をお届けします！

会員資格

申込方法

JA紀北かわかみ管内にお住まいで

所定の申込書に必要事項を記入のうえ、最寄りの窓口、
またはお伺い

①現在妊娠中の方

した職員へお渡しください。

②2歳未満のお子さまをお持ちの方

※お申し込みは1世帯につき、お一人様限りとさせていただきます。

●お問い合わせは……JA紀北かわかみ各支店まで
高 野 口 支 店 ℡：42‑4000

九 度 山 支 店 ℡：54‑2056

高 野 支 店 ℡：56‑2814

橋 本 支 店 ℡：32‑1282

橋本西部支店 ℡：32‑0275

橋 本 東 支 店 ℡：32‑0715

かつらぎ東支店 ℡：22‑0325

かつらぎ支店 ℡：22‑0550

かつらぎ南支店 ℡：22‑1200

【17303000129】

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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