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つ の質問
ゆ

き

佐藤 由季 さん（22）
■ 橋本市野

Q

現在は何をしていますか?

大学生です。

Q お気に入りの場所は?
ディズニーランドです。

Q

行ってみたい場所は?

Q

休みの日は何をしていますか?

Q

今いちばんしたいことは?

Q

将来の夢・目標は ?

Q

好きなものは?

ヨーロッパです。

映画鑑賞をしています。

旅行をいっぱいしたいです。

仕事と家庭を両立して、
幸せになりたいです。

映画：ラプンツェル
食べ物・飲み物：何でも好きです。

佐藤 由季さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：丹生都比売神社

New Years greetings 2019

新年 のご挨拶
新

年あけましておめでとうございます。
組合員・地域の皆さまにおかれましては、つつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申

し上げます。
さて、
わが国の経済や政治情勢は、マイナス金利に基づく金融緩和策と経済対策により景気
の拡大が続き、国政の運営も自民党の安定多数により堅実に施策が実施されています。
さらに
輸出の増加や企業収益の増加に伴う設備投資の持ち直しになどにより、好景気の継続が予想
されています。
一方、2019年10月の消費税の増税による個人消費の停滞や、低金利の長期化による金融
機関の収益悪化が懸念されるなど、先行きは不透明な状況にあります。
代表理事組合長

現在全国のJAでは、
「自己改革」に全力で取り組んでおりますが、政府は「農協改革集中推

宮崎 卓郎

進期間」を2019年５月までと定めていることもあり、組合員並びに地域住民の皆さまから、農業
所得の増大、農業生産の拡大並びに地域の活性化に向けて「JAは良くやっている」
との評価
を受けるべく、本年は自己改革の取り組みを徹底させる所存でございます。
組合員の営農と暮らしを守り、地域に無くてはならない存在となることを目指して、事業計画
を実践いたしますので、
ご協力頂けますようよろしくお願い申し上げます。

新

年あけましておめでとうございます。平素は、農協運営にご協力賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は春の開花も早く順調と思われましたが、異常気象による台風や長雨、
カメムシや鳥獣

被害により収穫に大きな影響を及ぼしました。特に我が地域の特産物である柿については大きく
減収致しました。
JAでは自己改革の継続的な取り組みとして「魅力ある力強い農業」
と
「豊かな地域」の実現を
主題に第29回和歌山県JA大会を開催致しました。その中で、農業やJAを取り巻く環境は厳しい
ところもございますが、JAは「食と農を基軸として地域に根差した協同組合」であることを再確認
させて頂きました。JA紀北かわかみでは①地域の発展②豊かな地域社会③信頼されるJAを目
指し、事業展開致しております。

代表理事専務

今後も皆さまの暮らしを守り、応援していくため積極的に総合事業を展開し、組合員そして地域
の人と共に必要とされるJAを目指したいと考えております。又、
１月から３月に組合員アンケートを

亀井 憲一

実施いたしますので、何卒ご協力賜りますようお願い致します。

新

年あけましておめでとうございます。旧年中はJA運営に格別なるご配慮いただき誠にありが

とうございました。

昨年につきましては、
９月４日の台風21号により柿を始め、すべての農産物に甚大なダメージを

受けました。又、JA事業の一環といたしまして昨年度のアメリカ輸出に続きオーストラリア解禁につ
き、
たねなし柿・紀ノ川柿の輸出に初めて取組みました。
今年度につきましては、農協改革の一つの目標でもあります農業者の所得増大を目指し、今まで
以上に顧客のニーズ等を集約した中で、基幹品目でありますたねなし柿を牽引できるような個性化
商品の開発に取り組みたいと考えております。
代表理事専務

木村 惠一

今後とも組合員及び地域の皆様にご協力いただきますようお願い申し上げまして、新年のあい
さつといたします。
平成31年

元旦
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ＪＡ紀北 かわかみ

平成 30年度
自己改革の取り組み

JA紀北かわかみ

農福連携の取り組み経過

─ No.7 ─

柿の生産者
摘蕾・摘果・
収穫の繁忙
期 に雇 用で
きない

JA

これまで頼ん
できた 人 が
高齢になって
きてくれない

このままでは日本
一の柿産地が維
持できない

傾斜地で足場が悪い、
摘蕾の判断が難しく、
摘蕾作業は見送り。

そういえば、最近、
農福連携が話題に
なっている

JAの圃場
④次のステップとして、
農作業（柿の摘蕾）
の依頼へ !!

しかし、どこに
相談すれば？

①まず、 福祉保健施設一覧
からJA 管内の就労継続支
援施設を探す

季節雇用が
足りない

NPO法人よつ葉福祉会
「ソプラス」との出会い

②互いの状況説明・意見交換を
実施。まず作業体験をしても
らい、作業依頼の可否を判断
することに。

JA選果場

繁忙期 の 作業 は 短期間
のため、利用者の意向確
認から研修・作業開始ま
で極めて短い。

③ JA 選果場でも人手不足。
柿の小箱折りの作業の人手が不足。さっそく「ソプラス」
へ連絡し、連携。 5名程度を20日前後で作業。
利用者：健常者と同程度の賃金 × JA：作業員確保でき、
Win-Win の関係に！

ハローワーク・シルバー人材
センターで募集してもなかな
か集まらない

今後も農福連携の拡大に向けて検討していきます !!
平成30年度 年末・年始営業形態について

22日土 23日日 24日月 25日火 26日水 27日木 28日金 29日土 30日日 31日月

1

12月

本店・支店

休

通常営業

資材センター

農機センター

（橋本・かつらぎ）

通常営業

休

ガソリンスタンド

ＡＴＭ
（手動）

休止
営業 9:00
〜19:00

通常営業 9:00〜20:00
通常営業 9:00〜15:00

やっちょん広場

デイサービスセンター

休

営業
9:00〜18:00

休

通常営業
9:00〜20:00
通常営業
9:00〜15:00

休
休

通常営業

休

◆休日交通事故受付は、JA共済事故受付センター☎0120－258－931
（フリーダイヤル）
へ。
◆ガソリンスタンドの営業時間は、
・ＧＳはしもとは、 月～日曜日７
：
３０～１９
：
００迄
（祝日も通常営業）
・本店給油所は、 月～土曜日７
：
３０～１９
：
００迄／日・祝８
：
００～１７
：
００迄
・ＪＯＹかつらぎは、月～日曜日７
：
００～１９
：
００迄
（祝日も通常営業）
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通常稼働
8:00〜21:00

通常営業

２４時間 無休受付 ＴＥＬ0736-42-5588

（えびす・えびすかつらぎ）

4

休

通常稼働

通常営業 9:00〜17:00

セレモニーホール紀の川

通常営業

通常営業
（下記のとおり）

休
休止

通常稼働

5日土

通常営業

通常稼働 8:00〜21:00

Ａコープかつらぎ店
コメール

営業
〜17:00

4日金

通常営業

休

通常営業 （下記のとおり）

休止

3日木

休

通常営業 8:30〜17:00

ＡＴＭ
（自動集中機）

2日水

休

通常営業 8:30〜17:00

（橋本・かつらぎ）

火

1月 日

1 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

通常営業

◆Aコープ橋本店内のATMは、
1月1日と3日は休止となります。
12月31日9：00～19：00、
2日は9：00～18：00稼働
◆セレモニーホール紀の川の年始は、2日通夜のみ可能で3日より通常営業
（かつらぎ斎場の利用の場合は3日通夜のみ可能で、
4日より通常営業）
。

全体運

今まで付き合ったことのないタイプと知り合える期間。
飲み会には意欲的に参加して。
趣味の集まりにも注目を

健康運

疲れやすい暗示。
早めのケアを心掛けて

JA紀北かわかみ

ウインターキャンペーン2018
定期貯金を新規で30万円以上（期間 1年／自動継続）

お預け入れいただいた方に

募集総額
億円

90

※募集総額に達し次第、
お取り扱いを中止させて
いただきます。

組合員の方または新たに組合員にご加入いただける方（同一家族を含む）

0.15%

（税引後
年0.119%）

年

募集期間／平成30年

0.05%
（税引後年0.039%）

年

11月1日（木）〜平成31年1月 31日（木）

定期貯金を新規で10万円以上30万円未満

※お預け入れは個人の方のみとさせていただきます。
※お預け入れは新たなご資金、
または当座性貯金からの振り替えに限らせていただきます。
※ATMでのお取扱いは対象外とさせていただきます。
※この貯金は中途解約できません。
やむを得ず中途解約される場合は、
JAの中途解約利率
を適用させていただきます。
※他の金利上乗せ商品との併用はできません。
※上乗せ金利は初回満期日までとなります。
満期日以降は店頭金利での自動継続となります。
※お利息に20.315%
（国税15.315%・地方税5%）
の分離課税がかかります。
（金利は平成30年11月1日現在）

（期間1年／自動継続）、または

定期積金を新規で毎月1万円以上（期間3年以上）
ご契約いただいた、先着1,750名様に
「濱文様×CHORISベジタブルバッグ」プレゼント!
◎サイズ：約W450×H300×D130mm

C ちょリス

◎素材：ポリエステル

くわしくはJA窓口、または渉外担当者にお問い合わせください。

「相続」が「争族」にならないために 「相続」が「想族」になるために

無 料 相 続 遺 言 セミナー開催

知って安心 ! わかりやすい『相続』のはなし ～どうする? 相続対策・遺産分割～
相続税・遺言書・遺産分割など…
「自分には無関係」
と思ってはいませんか?
「相続」
を
「争族」
にしないためのポイントを税理士が親身にわかりやすく解説します。
日時

1月19日（土）

平成31年

13:00〜15:00

場所

つき
好評に
今年も !
定!
開催決

JA紀北かわかみ 本店・4階大ホール

（橋本市高野口町名古曽922-2）

セミナー終了後、個別相談にも対応させていただきます。
（先着20名／要予約）

年金無料
個別相談会

社会保険労務士による

予約制の個別相談

開催のお知らせ!!

日時
場所

・何歳からいくら年金がもらえるの?
・有利な受け取り方はあるの?
・働きながら年金を受け取ることはできるの?

2月5日（火）

平成31年

9:00〜15:00

JA紀北かわかみ 本店3階

（橋本市高野口町名古曽922-2）

相談当日は以下の書類をご持参いただければより詳しくご相談いただけます▶

年金手帳

年金証書

年金定期便等

お問い合わせ・お申し込みは各支店窓口または本店・資金課
（☎0736-42-5323）
まで

1 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

何かと迷いが生まれやすいもよう。
1人で悩まず、
信頼できる相手に相談してみて。
気晴らしには音楽鑑賞が最適

健康運

つい食べ過ぎてしまう気配。
節制が必要

Triangle 2019.1
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【生活課】男の料理教室

魚の煮付けに挑戦! 第6期生最後の料理教室

24

10/

↑みなさん笑顔で料理教室を修了することができました!

家の光料理講師 井爪 智香子先生より、魚のさばき方について教わりました。連子鯛を各自1匹ずつ、
うろこ取り、調味料を合わしながら煮付けに挑戦! また、ほうれん草ときのこのお浸し、豚汁、ラムレー
ズンアイスも作りました。全5回の料理教室を受講された第6期生のみなさんは今回で修了になります
が、来年も参加したいとの声が多く仲間の輪が広がっています。

【資金課】年金友の会ゲートボール大会

打球を見つめる眼差しは真剣そのもの!
11/

6

橋本向副ゲートボールコートで
「第18回年金友の会ゲートボール大会」
が
行われ、管内から10チーム50人が集まり熱戦が繰り広げられました。戦い
を勝ち抜き優勝したチームは
「境和クラブ」
、準優勝は
「小原田チーム」
でし

た。早朝の雨が心配されましたが、参加された会員の皆さんはチームで力を合わせ、生
き生きとプレーを楽しんでいました。
↑日頃の練習の成果を発揮!

【女性会】秋のハイキング

関宿の町並みと美味しいスイーツを満喫!
11/

8

バス3台、女性会員95名で御在所へハイキングに出かけました。当日は天候
に恵まれ、御在所は紅葉が早くロープウェイからは山色の変化を楽しむこと
ができました。湯の山温泉駅にできた癒しと食の総合リゾート施設
「アクアイ

グニス」
はケーキなどのスイーツも美味しい新しい観光スポットでした。また関宿散策で
は昔ながらの街道をボランティアガイドの説明を受けながら散策を楽しみました。
↑関宿散策で昔ながらの町並みと雰囲気を楽しみました。

【やっちょん広場】第15回富有柿まつり

旬の味が大集合! 富有柿まつり開催

10.11
11/

やっちょん広場で出荷最盛期に合わせ、10日
（土）
・11日
（日）の2日間「第
15回富有柿まつり」
が開かれました。毎年特産品の柿のPRを大々的に行な
い、期間中は富有柿の試食、
「ぴいたん くわるてっと」
によるジャズコンサー

ト、全国の提携ファーマーズマーケットが応援に駆け付けたりと各種イベントも実施さ
れ、大勢の来店客で大変賑わいました。
↑「かきたん」
もPR頑張りました。

【九度山支店】大収穫祭 IN 九度山

手作り大学芋をどうぞ!

10.11
11/

九度山町の道の駅
「柿の郷くどやま」
芝生広場で、10日
（土）
・11日
（日）
の2
日間
「第12回大収穫祭IN九度山」
が行われました。当JAからは九度山支店
が出展し、今年も手作り大学芋で勝負! 当日は天候にも恵まれ、会場は来

場客で大変賑わいました。九度山支店のブースにもおいしい手作り大学芋を買い求め
て人盛りができ、今年は見事に完売しました!

6
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1 月の星占い
HOROSCOPE

↑ブースでは大学芋の試食も行いました。

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

自分に自信が生まれそう。
大胆にリーダーシップを発揮しましょう。
また、
未体験の世界に飛び込むのも大賛成

健康運

評判の健康法が体質にぴったり合うかも

【九度山支店】総合的学習の時間『真田タイム』

地元の特産品を見て、触れて、学ぼう!

12

11/

九度山小学校の3年生29人は、総合的な学習の時間を戦国武将・真田幸村
に関連付けて『真田タイム』と名付け、地元の特産品「富有柿」
について学
びました。この柿の学習は、柿生産者・中谷裕一さんとJA営農課が連携し、

食農教育の一環として毎年実施しています。児童らは、前回観察した園地との違いや収
穫方法などについて学び、その後は思い思いの柿を収穫しました。また、最後に柿のス
ケッチをとって成長の様子を記録しました。

↑中谷さんの説明を真剣に聞く児童ら。

【共済部】それいけ! アンパンマン ショー開催

大好きなアンパンマンに子どもたちは大興奮!
かつらぎ総合文化会館
「あじさいホール」
で、当JA主催の
「それいけ! アン

11/

17

パンマン ショー」
が開催され、1582人の親子連れが参加しました。アンパ
ンマンやお馴染みのキャラクターが登場すると子どもたちは目を輝かせ、

ロビーでは
「ふわふわおそらのおさんぽ」
で大はしゃぎ! 笑顔が絶えない1日となりまし
た。共済部は、地域貢献活動・暮らしの活動の展開を通じて、次世代層へJAのファンづく
りや絆づくりに取り組んでおります。この取り組みは
「JA共済地域貢献活動にかかる助

↑アンパンマンと仲間たちの登場!

成金」
を活用しています。

【かつらぎ支店】
かつらぎ産業まつり

かつらぎ支店ブースは大繁盛!

17.18
11/

かつらぎ町のかつらぎ公園グラウンドで、
「第30回かつらぎ町産業まつり」
が開催されました。当JAからはかつらぎ支店が出展し、
うどん・新米・みか
ん盛り放題、吊るし柿の販売を行い、多くのお客さんで賑わいました。2日

目のステージイベントでは、浦部陽介さんの曲に合わせてゆるキャラたちと一緒に
「か
きたん」
もリズムに乗り、楽しい時間を過ごしました。
↑みかん盛り放題に挑戦する来店者。

【福祉課】
デイサービスセンターえびす

住友所長が月刊
「文藝春秋」
より取材を受けました

19

11/

デイサービスセンターえびすの所長 住友リカさんが、月刊「文藝春秋」新
企画「ニッポンの地域を支えるJA職員たち」の取材を受け、1月号（1月10
日発売）
に掲載されることになりました。今回は、女性、介護、そして海外か

ら日本に来て奮闘する姿など読者から関心を持ってもらえるような意義深いものであ
ること、
また一般の方にJAの介護事業についての理解を高めてもらえる機会として、取
材を受けたものです。

↑デイサービスセンターの利用者に寄り添う住友所長。

【資金課】年金友の会グラウンドゴルフ決勝大会

各地区の実力者たちが集結しました!

20

11/

橋本市神野々グラウンドゴルフ場で、
「第7回年金友の会グラウンドゴルフ
決勝大会」
を開催しました。参加したのは各支部予選を勝ち抜いた118人
の選手たち。天候にも恵まれ、他の支部の方と親睦を図りながらプレーを

楽しみました。全員がホールアウト後に表彰式が行われ、優勝は橋本西部支部の大西利
道さん、準優勝は橋本支部の池田清子さん、3位は橋本東支部の西田敏男さんに記念
のトロフィーが授与されました。

1 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

↑実力を発揮し、
目指すは優勝!

全体運

プライベートの充実に力を入れると、
満足感を得られます。
興味を持っていた趣味や習い事を始めるのも正解

健康運

規則正しい生活を。
特に早起きがグッド

Triangle 2019.1
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1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！

ただし、鳥獣害被害園や晩霜常襲園では、樹高が低いと被害に遭

作業性の良い園地づくりを行いましょう

いやすくなるので、
園地に応じて仕立てましょう。

３．生育・樹形を乱す枝の整理
本年度は、収穫期の降雨の影響で刀根早生において黒変果が

・間引き剪定を主体とし、内向枝や平行枝を剪除します。特に車枝、同

多発し、密植園や採り遅れによる園地での発生が目立ちました。

年枝は整理をしましょう。

また、富有柿についてはカメムシ・日焼けによる被害果が多く見

・長大な徒長枝は樹冠内部を日陰にしたり、養分を多く吸い上げ樹形

受けられました。

を乱す要因になるので剪除しましょう。

黒変果が発生する原因の一つとして、日照不足や密植があげら

４．側枝の更新

れます。今年発生の多かった園地では、もう一度園地を見直し、枝

・側枝が古くなると結果層が遠ざかり、果実肥大に悪影響を及ぼしま

が混み合っているところがあれば、間伐や縮伐を行い、通風採光

す。また、主枝・亜主枝から充実した結果母枝や新梢も出にくくなる

を良くするようにしてください。

ため、
3～4年で新しい側枝に更新しましょう。
・側枝の配置は、主枝・亜主枝の先端は小さく、基部は大きい側枝を配

混植園・隣接園では対策を

置します。枝の先端から見
て二等辺三角形になるよう

他品目との混植園や隣接園では、農薬飛散（ドリフト）の問題が生じ

に配置しましょう。

る事があります。付着した作物にその農薬の登録が無い場合は無登録

二等辺三角形をイメージする
重なる枝や強勢な側枝は
除去する

・側枝はく皮を実施した枝は

農薬として検出される場合がありますので、
トラブルを避けるためにも

折れやすく、翌年は高品質

園地を単一品目に改植したり、隣接園との間に2.5m以上の緩衝地帯

ここで切る

な果実は生産出来ないた

を設ける等の対策を実施しましょう。

め、必ず剪除しましょう。切

柿の剪定

り忘れ防止も兼ねて最初
に剪除しましょう。

◎剪定の目的
①安定生産のため、適正な樹勢維持と樹冠の拡大。

剪定前

剪定後

②園内の日照改善と高品質な果実を生産するための充実した結果
母枝の確保。
③管理作業効率化のための樹づくり。

１．間伐・縮伐
剪定を行う前に園地を見渡し、枝同士がぶつかっている箇所や姿勢

二等辺三角形にな
るように枝を配置
する

を低くしなければ通ることができない箇所がないか確認しましょう。ま
た混み合った園地では、果実運搬時の打ち傷みも多くなりがちなので、
間伐や縮伐を行い、作業性の良い園地づくりに努めましょう。

◇幼木園では…
幼木の枝がその後の骨格となるので、慎重に選び育てる事が必要で
す。定植1～2年目の新梢は伸びが悪い場合がありますが、切返し剪定
で生育を促し、定植3年目から新梢が十分伸長したら、主枝候補5～6
本を決めて誘引を行いましょう。
その後、成育に応じて主枝数を制限し、最終的に3～4本にします。

枝と枝の間隔は1m以上あける

それに応じて亜主枝も制限しましょう。主枝や亜主枝に関しては強い枝
に育てたいので、ある程度木が大きくなるまで先端は切り返し剪定を

2．樹の骨格作りのポイント
・主枝数の多い樹（特に若木）は、何年かに分けて徐々に数を減らし、

行ってください。

最終的に3～4本にしましょう。

黒変果対策

・主枝・亜主枝の配置や勢力のバランスを考慮し、主枝→亜主枝→側
枝の順に適正な勢力差をつけましょう。

本年は、
刀根早生において黒変果被害が多く見られました。

・高い樹は徐々に切り下げ、地上から管理作業の2/3が出来るように

これらの発生条件は、
病原菌などが果面に付着していて、それらが水

仕立てましょう。

8
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に溶出し、
果面の傷や亀裂部から果実内へ侵入することによります。

1 月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

知的好奇心を大切にしたい時期。
気になるジャンルについて情報収集を。
話題の映画を見るのもうれしい発見あり

健康運

おおむね安泰。
スポーツやダンスを楽しんで

1月の天気

平成30年11月21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、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少ないでしょう。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。気温は、高い確率50％

かつらぎ資材センター

です。降水量は、近畿日本海側で平年並または少ない確率ともに40％です。

……TEL.0736-22-7822

発生防止策として、9月以降の果実肥

果実貯蔵は内側に新聞紙を入れたコンテナを使用し、果実は8分目

大が旺盛なほど多発するので、排水をよ

まで入れます。床がコンクリートの場所ではコンテナと床の間に板をは

くし、窒素の遅効きを避けるようにして

さみ、
コンテナを直接床に置かないようにします。倉庫内が乾燥する場

ください。

合は、
バケツなどに水を張り湿度を保ちましょう。

また、密植園では間伐や縮伐を行い、
通風採光を良くするようにしてください。

柑橘

土づくり

写真：黒変果被害

土づくりは細根量を増加させ、隔年結果防止や樹勢維持のために非

来年度に向けて樹づくりを始めましょう

常に重要です。土壌分析結果などを参考に、土壌改良資材を投入しま
しょう。

越冬害虫防除

施肥例
（10a当り）

今年は秋に乾燥が続き気温が高かったため、
ハダニの発生が見られ
ました。ハダニ類は生育期後半に多発すると越冬密度が高くなり、翌年
の発生が多くなる可能性がありますので、機械油乳剤95（冬マシン）

みかん・八朔・ネーブル・
不知火・はるみ

で越冬害虫防除を徹底してください。機械油乳剤95は収穫終了後樹

不知火・はるみの予措・貯蔵
不知火・はるみなどは貯蔵前に予措（よそ）を行います。予措は果実
性を向上させる目的で行います。方法としては収穫した果実を風通し
のよい所に置き、果実重量の3～5％の減量が目安です。

果樹水稲病害虫防除暦施肥例

平核無柿
●特殊防除

サムコ

品目

BMヨウリン

60㎏

スーパーマグ

60㎏

適用病害虫

●特殊防除

アビオ

アグレプト水和剤

1,000倍

を追加（せん孔細菌病被害が増加）

かんきつ

●4月下旬～5月上旬 トクチオン水和剤を
オリオン水和剤40 1,000倍に変更（夏

●中晩柑 はるみ・ネーブル3月下旬～4月

果実への飛散防止）

上旬

●5月下旬～6月上旬 トクチオン水和剤を
モスピラン水溶剤 2,000倍に変更（夏

アビオン -E1,000倍を追加（耐

雨性向上）
●みかん・中晩柑共通

果実への飛散防止）
炭そ病多発

に変更（サビダニ・ホコリダニ被害が増加）

園ではオンリーワンフロアブルにかえてキ

●特殊防除

ノンドー顆粒水和剤1,000倍を追加（炭

水和剤

そ病被害が増加）

が増加）

1 月の星占い
HOROSCOPE

6月上中旬備考欄

コテツフロアブルをアグリメック2,000倍

●5月下旬～6月上旬備考欄

てんびん座

9月23日〜10月23日

使用回数

【平成30年11月】
●特殊防除 かいよう病 バリダシン液剤5

ン-E1,000倍を追加（耐雨性向上）

富有柿

防除薬剤

主な変更点

●3月下旬、9月下旬～10月中旬

ルフロアブル5,000倍を追加（カキノヘ
タムシガ・ハマキムシ類が増加）

100～200㎏

みかん・八朔・ ハダニ類の越冬卵・ヤノネ
機械油乳剤95
ネーブル・ カイガラムシ・その他カイ
45倍 規制なし
（冬マシン）
不知火・はるみ ガラムシ・サビダニ

もも
5月下旬～6月上旬

40㎏

防除

水分を減少させ、果実の呼吸を抑えて貯蔵中の品質劣化を防ぎ、貯蔵

2019年

1～2t

アヅミン
セルカ・苦土石灰・消石灰

勢が回復してから、必ず暖かく晴れた日を選んで葉裏や幹までたっぷ
りかかるように丁寧に散布してください。

完熟堆肥

カメムシ類

スタークル顆粒

2,000倍を追加（カメムシ被害

500倍を追加（かいよう病被害が増加）

うめ
●特殊防除

3月下旬 アビオン-E1,000

倍を追加（耐雨性向上）

すもも
●3月 上 中 旬、10月 上 中 旬

アビ オン

-E1,000倍を追加 （耐雨性向上）
●特殊防除

黒斑病

バリダシン液剤5

500倍を追加（黒斑病被害が増加）

水稲
●一般タイプ

穂肥をくみあい太閤に変更

（穂肥エース製造中止）

全体運

思い込みが激しくなる気配。
特に伝言ミスをしやすいので、
ご用心。
また、
慣れている作業でも確認を徹底して

健康運

なんとなく不調を感じがち。
睡眠が必須

Triangle 2019.1
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野菜の
楽園
81

Vol.

■肥料の基礎知識

肥料の基礎知識
肥料は、野菜を栽培する際、不足養分を補うために必要

○有機質肥料

なものです。肥料の作用性・必要性・効果の違いを理解し適

植物や動物の死骸・排泄物などを原料とした、土壌を

正施用することにより、省力化・経費削減に繋がり、美味し

痛めにくい肥料のこと。有機質肥料は緩効性を持ち、微

い作物が収穫できます。

生物に分解されながら徐々に効いていくので、肥料あた
りを起こしにくいことが特徴です。さらに、多くのミネラ

◆植物の必須三要素

ル分（微量要素）が含まれているので、品質向上にも役

植物には通常、三大要素と言われる窒素（N）、
リン酸

立ちます。
しかし、低成分のため施肥量が多くなる上、高

（P）、
カリウム（K）が必要になります。これらは、生育する
ために大量に必要とし、欠乏するとさまざまな症状が出て、

価格なものが多いので、
コストがかかってしまいます。

生育が悪くなってしまいます。それぞれのはたらきを理解

種類

し、
土壌の理解に努めましょう。

油粕

窒素（N）を多く含んだ いろいろな植物の元肥・置肥に古く
肥料
から利用されています。

魚粉

窒素（N）、
リン酸（P）
を 微量要素を多く含むため、果菜類
多く含んだ肥料
や葉菜類の味を良くします。

骨粉

リン酸（P）を多く含ん いろいろな植物の元肥に利用され
だ肥料
ます。

肥料成分

窒素
（N）

三要素

リン酸
（P）

はたらき

症状

過剰：濃緑になり、花芽形成・結実・
葉肥と呼ばれます。
果実の成熟が遅くなります。
葉 や 茎 などの 生 育
欠乏：植物全体が黄色っぽくなりま
を促進し、葉の色を
す。成長が悪くなり、花芽が多
濃くします。
くなります。

用途

さらに有機肥料には、
これらの原料を混ぜ合わせた以
下のような種類があります。

過剰：吸収されにくいため、
症状は
実肥と呼ばれます。
出にくい。
開花や結実を促進し、欠乏：根・枝の減少による生育不良。
根を伸張させます。
葉に黒みがかり、結実が遅れ
る場合があります。

種類

特徴

配合肥料
原料となる油粕などを混
（野菜配合、完全配合、骨粉
ぜ合わせた肥料
配合など）

過剰：苦土や石灰の吸収が悪くなり
根肥と呼ばれます。
カリウム
ます。
根や茎葉を丈夫にし、
（K）
欠乏：成長点や茎が黄白色化して枯
耐病性を高めます。
れる場合があります。

有機化成
有機を含んだ原料を、化
（野菜有機化成、有機化成 成肥料と同様に造粒した
A23号など）
肥料

用途

元肥や追肥

○化成肥料

（その他の肥料成分）
肥料成分

化学的に合成して作られた肥料のことで、成分量が高

はたらき

中量要素

カルシウム
（Ca）

植物の細胞を丈夫にし、根の発育、
果実の成熟を促進します。

マグネシウム
（Mg）

光合成に必要な葉緑素をつくりま
す。

硫黄（S）

特徴

く、速効性があるのが特徴です。比較的安価なものが多
いので、低コストを計ることができます。ただし、一度に
補給しすぎると肥料やけを起こす可能性があるので、注

タンパク質やアミノ酸をつくります。

意が必要です。

微量要素

種類

鉄（Fe）
・マンガン（Mn）
・ホウ
植物が必要とする量はそれほど多
素（B）
・亜鉛（Zn）
・モリブデン
くないものの、それぞれが重要な
（Mo）
・銅（Cu）
・塩素（Cl）
・ニッ
機能を持っています。
ケル
（Ni）

◆肥料の分類
肥料の分類は、効能・用途・原料とさまざまな形がありま

特徴

用途

普通化成
（クミアイ化成2号）

三要素の合計が30未満
の肥料

追肥

高度化成
（千代田化成）

三要素の合計が30以上
の肥料

追肥

緩効性化成肥料
（LPコート、
IB化成など）

効果が長く続きます。

元肥

すが、
特徴を理解して使用することが大切です。

10
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1 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

レジャー運が盛り上がる予感。
気の合う仲間たちとにぎやかに過ごして。
新年会などの幹事役は進んで引き受けて吉

健康運

無茶なダイエットは×。
肩の力を抜いて

募集

ケアマネジャー・送迎スタッフ
デイサービスセンタースタッフ

デイサービスセンター
「えびす」
・
「えびすかつらぎ」では、ゆったりとした環境で、
安心して楽しく過ごしていただけるように、職員一人ひとりが精一杯、
笑顔で心を込めたサービスを提供させていただきます。一緒に働きませんか？
明るく元気な皆様のご応募をお待ちしております !! 詳しくは下記をご覧ください。

▶ケアマネジャー

☆嘱託職員への登用制度有

【資 格】 居宅介護支援専門員、要普免（AT 限定可）
【時 間】 8：30～17：00（休 日）土・日・祝
【時 給】 1,300円～ ※試用期間有
【待 遇】 社会保険完備、車通勤可、交通費支給、資格手当有
主任ケアマネが、懇切丁寧にアドバイス致します。
初心の方でも安心して働いていただけます !

▶デイサービスセンタースタッフ

▶送迎スタッフ

【資
【時
【時
【年

格】要普免（AT 限定可）
☆専門資格は問いません
間】 8：30～10：00 15：00～17：00
給】 803円
齢】 70歳までの方 ※男女問いません

［各募集スタッフ共通事項］

【勤務地】 ◆デイサービスセンターえびす高野口
【資 格】 資格は問いません
（橋本市高野口町名古曽610）
【時 間】 8：30～17：00 ※時間相談に応じます
◆デイサービスセンターえびすかつらぎ
【時 給】 805円～ ※有資格者は830円～
（伊都郡かつらぎ町笠田東15-2）
※処遇改善手当別途支給
【休 日】 週休2日 ※シフト制
※面接時、履歴書をご持参ください。
【待 遇】 ・交通費支給、勤務時間により社会保険適応
・介護福祉士手当有り
・週3日、午前勤務等、時間相談に応じます。
まずはお電話ください !
・介護職員のキャリアパス、資格取得、研修会への参加等、 JA 紀北かわかみ 福祉課（橋本市高野口町名古曽610）
取組みやすい環境です。
☎0736-42-5000（受付：8：30～17：00）担当：井上
・送迎・清掃スタッフも募集中 !!

平成31年1月〜
JAの自己改革に関する
組合員アンケート調査のご協力をお願いします
正組合員・准組合員の方を対象とした「JA の自己改革に関する組合員アンケート調査」を実施し、
職員が訪問させていただきます。
JA 紀北かわかみでは、
「満足を超えた感動をすべての人に」を経営理念とし、
「農業者の所得増大」
「農
業生産の拡大」
「地域の活性化」の3つの基本目標を掲げ、地域農業の維持・発展に向けた自己改革に、
役職員一丸となって取り組んでおります。
この度、JAグループでは、各 JA が取り組んでいる「自己改革」に対するご評価・ご意見をお伺いして、
より一層、組合員の皆さまの期待に応え、魅力ある地域農業やくらしを支えるJAとなれるよう、
「自己
改革に関する組合員アンケート調査」を実施することといたしました。
つきましては、ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、アンケートの趣旨をご理解いただき、何
卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※組合員の皆さまからいただいたご評価・ご意見が、 今後、 政府が行う准組合員の事業規制のあり方の検討に向けても重要となります。

1 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

いつになく神経質になってしまうかも。
深刻に受け止めやすいので、
気楽に構えること。
深呼吸でリラックスを

健康運

温活に力を入れると、
順調に過ごせます

Triangle 2019.1
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果樹経営支援対策事業・
果樹未収益期間支援事業（自然災害対応）
台風21号による倒木や枝折れ等による被害を受けた果樹の改植、未収益期間及び被害果樹の利用促進に必要な
経費に対して支援いたします。
◉果樹経営支援事業
事業内容

①優良品目・品種への改植

補助額・補助率

①みかん等からの改植：23万円／10a

②落葉果樹からの改植：17万円／10a

◉果樹未収益期間支援事業
事業内容

改植後の未収益期間のうち、改植初年度を除いた4年間の育成経費の一部を助成

補助額・補助率

5.5万円／10a×4年分＝22万円（改植完了後、4年分を一括で交付）

◉支援を受けるための要件

◉スケジュール

⑴ 事業の対象果樹園は農業振興地域内の農用地であること。

・平成30年度分は、自然災害の特別対策とし

⑵ 面積は2a 以上。

て平成31年1月21日を最終として受付てい

⑶ 市町の被災証明書と被災園地の写真。

ます。

・平成31年度分は、通常申請とともに自然災

⑷ 改植先の品目品種は、産地計画の振興品目であること。
※ 過去に補助を受け事業を実施した園地で、補助を受けてから8年を経過

害用受付も行います。

※ 平成30年度の改植事業は、苗木の確保ができない場合は、受付出来ません。

31年5月下旬受付予定となっています。

していない園地は、今回の補助を受けることが出来ません。

1回目→平成31年3月上旬、2回目→平成

詳しくは、本店営農課（☎ 0736-43-2555）までお問い合わせください。

〜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

マタニティハラスメントって
知っていますか?
妊娠・出産・産休・育休などを契機として行う不利益な取扱いは、
原則として妊娠等を理由としていると解され、法違反となります。

以下のような事由を理由に不利益取り扱いを行うことは違法
不利益取り扱いの例

■妊娠中・産後の女性労働者の
・妊娠、出産／母性健康管理の措置

・産前・産後休業／軽易な業務への転換
・つわり等で労働能率が低下したこと
・時間外労働の制限、深夜業の免除

■子どもを持つ労働者の
・育児休業／育児短時間勤務

・子の看護休暇／所定外労働の免除

○解雇

○契約更新回数の引き下げ

○契約内容変更
（正社員→パート等）
の強要
○降格

○不利益な配置変更

るための職場環境の整備を行うとともに、女性が能力を十分に発揮できるよ

HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

○不利益な自宅待機命令

○人事考課で不利益な評価を行う

うなJAとなるため、
女性活躍推進法に基づく行動計画を策定しています。

1 月の星占い

○減給

○賞与等における不利益取り扱い

JA紀北かわかみでは、
すべての職員が子育てと家庭生活との両立を支援す

Triangle 2019.1

○退職の強要

○就業環境を害する
（いやがらせ）
など

・時間外労働、深夜業の免除等の申出、制度利用など
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○雇い止め

目標

職場における妊娠、出産、育児、介護
に関する意識を高め、理解と協力が得
られる風土・体制とする。

全体運

勢いがある半面、
不注意になりそう。
小さな失敗にクヨクヨせず、
サッと切り替えましょう。
観劇が良い刺激に

健康運

運動を満喫して。
心身共に良い影響が

法律相談会
1月25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
1月6日（日）・12日（土）・13日（日）・20日（日）
1月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

JA全国監査機構

期中Ⅰ監査改善指示と回答
（案）
について

第2号議案

会計監査人監査に係る予備調査を依頼する会計監査人候補の指
定について
（※）

第3号議案

遊休資産売却による償却処理について

第4号議案

やっちょん水害対策
（浸水防止）
について

第5号議案

Aコープかつらぎ店改装工事の固定資産取得金額の変更につ
いて

第6号議案

Aコープかつらぎ店改装工事の指名競争入札について

第7号議案

出資口数の減少について

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）

① 障子よりは破れにくそうな建具
③ 彼は○○○東西の文学に詳しい
⑤ 素振り中のバットが切るもの
⑥ テンサイなどから作られる調味料
⑦ 漫談家が巧みな○○○○で場を沸かせた
⑨ カキやタイラギ、
トコブシなど
⑪ ○○○考査。○○○手当
⑬ 寒い日には氷が張ることも
⑮ 平成31年の十二支は
⑰ 闘鶏に使われる鳥。漢字で書くと軍鶏
⑲ 農具や収穫物を入れておく建物
⑳ 壁の○○○から風が吹き込んだ
 旅客機に乗ってためる人もいます

横

※第2号議案は取り下げ、12月理事会の報告としました。
※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211回理事会を11月27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。

① 輪郭を描いた紙に目や鼻などのパーツを並べて遊びます
② 1、
2、
3や一、
二、
三など
③『春の海』
や
『六段の調
（しらべ）』
を奏でる楽器
④ 小銭入れに入れる物
⑥ 鹿児島産焼酎の原料の多くはこれ
⑧ 空からちらちらと降ってきます
⑩ 山田太郎さんだったらT・Y
⑫ 怒ると頭に生えるかも
⑭ 車窓を流れていくもの
⑯ 剣道で使う武具
⑱ ご来光を見るために登る人もいます

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

1 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

トシワスレ
応募総数は32通でした。

全体運

物事を邪推しやすく、
不要なトラブルを招く原因に。
余計な発言は控えるべき。
開運には窓や鏡を磨くと効果大

健康運

ストレスを感じそう。
十分な休息が大事

Triangle 2019.1
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創 業 約 1 2 年になるパン工 房
Arcticさんは、商品の販売にこだわ
るのではなく、
コミュニケーションを
通じてお客様に喜んでもらえる、地
元の方々に愛されるお店を目指し、
夫婦で経営されています。女性に
人気があり、店内2階はイートイン
コーナーになっているため、主婦層
のほかに仕事のお昼休みに立ち寄る女性客や学校帰りの学生さんの憩い

出荷者通信

の場所にもなっています。一番人気で一押しの商品は食パン。水と国産小麦

Consignor Communication

ています。店内には食パンをはじめ菓子パン・調理パンなど様々な商品が並

100％にこだわり、安心して食べていただける美味しいパンを毎日焼き上げ
び、またオープンキッチンでいつでもお客様の顔が見え、
コミュニケーショ
ンがとりやすい明るい店舗に工夫されていることで会話も楽しむことがで

橋本市東家

パン工房

きます。
やっちょん広場に納品するきっかけは、店主さんの自宅近くにある身近な

アークティック

Arctic さん

存在であることのほか、遠方からの来店客も多いやっちょん広場で、
より多

●菓子パン
●食パン
●調理パン

くの様々な世代の方にパンを食べていただきたいという想いも込められて
います。健康志向がブームとなっている中、一人一人のニーズに応えられる
商品開発にも取り組みたいそうです。皆様のお越しを笑顔で待ってくれてい
ます。

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
●私は女性会主催の女性大学に入学

●この時期の楽しみは吊るし柿を作る

しています。先日は日帰り嵐山旅行に

ことです。柿剥きで皮を長く、切れるこ

行ってきました。紅葉には少し早かった

となく剥くのに妙な達成感を感じてい

ですが、鈴虫寺や天龍寺、嵐山の散策

ます
（笑）
和歌山の柿は最高です。

…時間が足りなかったくらい満喫でし
た。0歳の娘を預かってもらいながらの
女性大学、
みなさんもぜひチャレンジし
てほしいです。
（橋本市・Aさん）

（大阪府・Tさん）
●私はお米を作っています。なるべく

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
当選者

自然に作りたいと思って手間はかかり
ますが、農薬を控えて自然乾燥もして
（橋本市・Sさん）

出来た里芋・大根・春菊などで、鍋をす
るのが楽しみです。
（かつらぎ町・Kさん）

お便りの宛先

小池美代子さん
（かつらぎ町）
小西 香子さん
（九度山町）
澁谷喜美子さん
（かつらぎ町）
森
京さん
（橋本市）
渡辺 孝子さん
（九度山町）

編集後記 _editorial note_

います。おいしいと言ってくれます。

●日々寒くなりました。小さな菜園で

抽選で
5名様に

また一段と朝晩の冷え込みが強まりました。季節の変わ
り目で風邪が流行っているのか、マスクをつけている人
をよく見かけるようになりました。中には保湿のためにと
いう人もいるようですね。私は今のところ大丈夫そうです
が、先日健康診断の結果が届きまして、大変ショックを受
けました。薄々気づいてはいましたが、
ここ2・3年で体重
が右肩上がりです。運動不足と偏った食生活が原因だと

●土壌検査をして頂いて適切に肥料が

はわかっていますが、なかなか改善できないものですよ

合った様で、大きくて良い白菜・大根が

ね。野菜をメインにした食事をされている方もいるようで
すが、私にはそんな極端なことは続かないはず…。でも

出来ました。

少しでもと思い、朝食はシリアルにヨーグルトをかけて食

（かつらぎ町・Sさん）

べることを続けています。たまにシリアル切れでパンを食
べていますが
（笑）
思った以上に噛みごたえがあるので、
満腹感も得られます。カロリーオフのシリアルでも美味

12 21

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。
※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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1 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

しいですよ。まだ体重計には乗っていないもの、以前より
ちょっとスッキリしたかも。よし、いける! と今後が楽しみ
です。

全体運

前向きな気持ちになれる月です。
やってみたいことがあるなら、
積極的に取り組んでみて。
新チャレンジも幸運

健康運

体を軽く動かすことで気力回復の兆し

元気で

取材先で

や って ま 〜 す

人仲良く、感謝の気持ちを大切に

2

橋本市上田
ひろ

やす

み

ち

よ

北川 廣靖さん（78）・美智代さん（76）
買い物に出かける時はいつも一緒、笑顔が絶えない北川夫妻。お互いに好きなこ
とをして気楽に毎日を過ごしながら2人で支え合っています。昔から土いじりが好き
で、菊作りや野菜作りをしている時が一番落ち着き、楽しみだそうです。若い頃は夫

8
ゆるキャラグランプリ201
と健闘しま
9位
中6
507体
「かきたん」

婦揃ってソフトボールに励んだり、子のソフトボール試合の応援や、今では孫の野球
試合の応援に行ったりとスポーツ一家でもあります。テレビ番組でも野球やテニスの

した！

試合を見ては、
熱くなって興奮してしまうそうですよ。奥さんはかつらぎ町で行われる
女性会の味噌作りを毎年楽しみにしていて、旦那さんは大切に育てているメダカの
孵化が今は待ち遠しいと嬉しそうでした。
2人とも
「もう若くないので体を大切に、食事にも気を遣って大きな病気をせずに
長生きしたい」
と終始笑顔で話してくれて、夫婦の仲の良さがうかがえました。いつま
でも仲良く、
楽しい毎日を過ごしてくださいね。
ふわふわおそらのおさんぽ♪
子どもたちに大人気でした。

■材料
（４人分）

食菜館の
この逸品

もめん豆腐......................1丁
（350g）
豚ひき肉....................................100g
えのきだけ.................................... 1株
にんにく
（みじん切り）
........... 大さじ1
て ん め ん じゃん

麻婆豆腐

Ⓐ

甜麺醤......................... 小さじ1
酒................................. 大さじ1
しょうゆ........................ 大さじ1

と う ば ん じゃん

体を炒め合わせる。

■作り方
⑴ サラダ油大さじ2で豚ひき肉を炒めま

⑶ ⑵にⒷの水、1.5㎝角に切った豆腐
（水

す。Ⓐを加えて汁気がなくなり、油が

気を切る）
を加え、Ⓑの調味料を加え

透き通るまでさらに炒める。

て調味し、軽く煮る。

⑵ 様子を見て油が足りなければ足し、サ

⑷ 青ねぎ、水溶き片栗粉を加えてとろみ

ラダ油大さじ3ほどの中で豆板醤、豆

をつけ、強火にしてあおりながらサラ

鼓醤、
にんにくを加えて炒め、
さらに全

ダ油大さじ1を回し入れて仕上げる。

ん広場NE W S
やっちょ

豆板醤................................... 小さじ2
と う ち じゃん
豆鼓醤................................... 小さじ1

Ⓑ

水........................... カップ3／4
酒................................. 大さじ1
しょうゆ........................ 大さじ2
こしょう.............................. 少々

青ねぎ
（小口切り）
..................1～2本
水溶き片栗粉..............................適量
サラダ油

年末のオススメ商品
「お正月飾り」
12月中旬から年末にかけて、やっちょん広場ではさ
まざまなお正月飾りを取り揃えております。松飾り・注
連飾り・串柿・餅花・輪じめ・床飾り・生花・鏡餅といった
お正月飾りが、お手ごろな価格で出荷されますので、ぜ
ひお正月の準備はやっちょん広場をご利用ください。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』通常より1割増量でご提供しています。
『お米の日』は玄米を

1 月の星占い
HOROSCOPE

おひつじ座
3/21〜4/19

〒648-0085 橋本市岸上522-1

TEL
（0736）33-2500

1月の定休日は

1日（火）、2日（水）、3日（木）、4日（金）です。

毎月『 19 』日は『食育の日』 毎月趣向を凝らした食育イベントを行っています。

旬の野菜や果物を使ったレシピや栄養素・効能をご紹介。

全体運

できる人と比べ、
落ち込みやすい傾向がチラリ。
「人は人」
と割り切って。
リフレッシュするには神社散策が吉

健康運

食生活が乱れがち。
特に暴飲暴食に注意

Triangle 2019.1
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会員募集中!!

会員特典

入会金・年会費無料

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！

●お問い合わせは……JA紀北かわかみ各支店まで

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
□JA紀北かわかみトライアングル2019年1月号

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！

募集期間：平成30年12月１日〜平成31年1月31日
会員期間：平成33年3月31日まで

□発行日／平成30年12月10日 □発行／JA紀北かわかみ □編集／総務部総務課

先着

