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森岡 莉穂 さん（24）
■ かつらぎ町下天野

Q

現在は何をしていますか?

Q

得意なことは何ですか?

中学校で英語を教えています。

韓国語です。
（日常会話程度）

Q

趣味は何ですか?

Q

休みの日は何をしていますか?

音楽を聴くことです。
（洋楽・K-POP）

家で映画を見ています。

Q 自分の性格をひとことで言うと?
The ゆとり。

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・目標は?

おいしいものをたくさん食べたいです。

まだ行ったことのない場所へ行きたいです。

色んな国を旅行する。

森岡 莉穂さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：あやの台中央公園・かつらぎ公園

ＪＡ紀北 かわかみ

平成 30年度
自己改革の取り組み
─ No.6 ─

JA自己改革に向けて
職員間で共同討議を実施!

10月3日・10日、自己改革にむけての認識を深める為、
「組合員・地域住民から必要とされるJAとなるために」
をテーマに、全部署の役職員48人を対象とした階層別研
修会を行いました。
部門を越えて様々な意見交換がされたことで有意義な討
議となりました。

・主力品目
「柿」の販売への取組み方を考える

※階層別研修…役職や等級など組織上の階層ごとに合わせ

・農家世帯に寄り添った商品の提案をする

た課題に取り組み、自分の階層にあった能力の習得・学
習を行う研修です。
▶

・組合員・地域住民と接する機会や交流の場をもち、コミュ
ニケーションを通じて情報の収集・提供・発信を行う

職員からは右記のような意見が上がりました。職員一

・JA部門間の横の繋がりを強化する

同、組合員・地域住民から必要とされるJAとなるため

・総合事業の利点を生かし、職員の専門部門以外の知識向

に邁進して参ります。

上に取り組む

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。
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平成 30年 11月〜平成 31年 3 月

営業時間変更の
お知らせ

９時〜18時

変更前

▼

いつもご利用ありがとうございます。
やっちょん広場の営業時間は、
11月〜

９時〜１７時

変更後

3月まで右記のように変更となります。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解
ご協力の程よろしくお願いいたします。

第32回

紀北農芸高等学校

農芸祭と農産物品評会
並びに展示即売会のご案内

日

時

場

所

内

容

地域の皆さまにご好評いただいております農芸祭を、
右記のとおり開催いたします。一般の方々による農産
物品評会への農産物・花木・手芸品等の出品をお願い
いたします。
お問い合わせ

紀北農芸高等学校

0736-22-1500

11 23

平成30年
月
日金・㊗
時〜
時
※雨天決行
10
14

紀北農芸高等学校

伊都郡かつらぎ町妙寺1781
農作物品評会・農場生産物直売
作品展示・
模擬店等

0736-22-1501

年 金 無 料 相 談 会 開催のお知らせ
金がもらえるの…?
があるの…?
● 雇用保険と年金は関係
とはできるの?
うこ
もら
金を
● 働きながら年

● 私は何歳からいくら年

日時

社会保険労務士が
個 別に対 応 いたします!!

個別
相談

かつらぎ支店2 階

（かつらぎ町大谷1201-1）

約30分

相談当日は下記の書類を
ご持参いただければ、
より詳しく
ご相談いただけます。

JA紀北かわかみ

場所

問に
年金に関するさまざまな疑

12月5日（水）

平成30年
9時〜15時

●年金手帳
●年金証書
●年金定期便

等

参加をご希望の方は下記支店へお申し込みください。※お電話の受付は平日の8時30分〜17時になります。
お申込み先▶ JA紀北かわかみ かつらぎ支店 ☎0736‑22‑0550／かつらぎ東支店 ☎0736‑22‑0325／かつらぎ南支店 ☎0736‑22‑1200
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12月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

ストレスを感じやすいかも。
1人の時間を持つなどして、
心を穏やかにキープして。
鉢植え植物の世話につき

健康運

疲労の解消を。
リラックスタイムが大事

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）

募集総額
億円

90

お預け入れいただいた方に

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）

年

0.15%

（税引後 年0.119%）

※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。

組合員以外の方

年

0.05%

（税引後 年0.039%）

定期貯金を新規で10万円以上30万円未満
（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
◎素材
ポリエステル

※お預け入れは個人の方のみとさせていただきます。
または当座性貯金からの振り替
※お預け入れは新たなご資金、
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）

C ちょリス

11月1日（木）〜平成31年1月 31日（木）

募集期間／平成30年

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。

12月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

知的ジャンルに興味を持つと、
新鮮な驚きや出会いがあります。
講演会に行ったり、
体験教室に参加したりして

健康運

運動不足は体重増のもと。
日頃から運動を

JA紀北かわかみ
PR隊の隊員

かきたん

Triangle 2018.12
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【総務・販売部】柿のPR 販売促進

「かきたん」
と一緒に柿の販売促進活動!
10/

6

8 13 27

10/

10/

10/

↑柿の試食にも人盛りができました。

10月6日はイオンスタイル四条畷、27日は神戸大丸で柿販売促進、8
日は難波駅でまっせはしもとPRイベントへ参加、13日はライフフェスタ
2018への参加など、旬を迎えた柿のPR活動に各地で
「かきたん」
が奮闘
しました。

【金融部】農業体験付定期積金
「みのり」
サツマイモ・落花生の収穫

今年は大きなサツマイモが掘れました!
10/

7

九度山町にある圃場で、農業体験付定期積金
「みのり」
の契約
者によるサツマイモ・落花生の収穫イベントが開かれました。大
人・子どもら100人が参加し、5月に自ら植え付けを行った圃場

に入って、大きく成長したサツマイモ・落花生の収穫を楽しみました。収穫
後、サツマイモを使った
「大学芋」
の試食を行い、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、
「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。
↑うわぁ～! 大きなお芋が出てきたね!

【営農・販売課】豪州向け輸出柿出発式

米国に続き、豪州へと販路拡大!
10/

11

検疫条件の緩和を受け、国内で初めてとなる和歌山県産の柿が
豪州へ出荷することになり、10月11日、高野口町にある本店前
で豪州向け輸出柿の出発式が行われました。今回出荷されたの

は
「刀根早生」
約600キロ。式典には関係者ら約50人が出席し、豪州へ向け
出発するトラックを見送った。宮崎組合長は
「日本の柿の品質はトップレベ
ル。誇りを持って売り込みたい」
と話した。

↑豪州へ向け出発するトラックを見送る関係者ら。

【かつらぎ支店】防犯訓練

いざという時のために…!
10/

16

警察等と連携した防災訓練がかつらぎ支店で行われました。当
日は、業務中に刃物を持った男が職員に金を要求する強盗事件
を想定した訓練となり、事務所内は張りつめた空気が流れまし

た。訓練後、
ご講評をいただき、①時間を稼ぐ、②カラーボール等で犯人の
痕跡を残す、③犯人の容姿を客観的に見て覚える、
といった重要性に身を
持って感じる機会となりました。

↑こんな時、
あなたならどうしますか!?

6
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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

優しさや思いやりを大切にすることで、
人間関係にうれしい変化が。
気分リフレッシュにはフットケアがお勧め

健康運

軽い体操で体のリズムを取り戻せそう

【やっちょん広場】食育イベント

具だくさんの秋野菜シチューを振舞いました

19

10/

やっちょん広場では
「食」
への意識を高めることを目的として毎
月19日を
「食育の日」
とし、
ミニイベントを開催しています。10
月の
「食育の日」
では、今が旬のキノコや地元産さつまいも・里

芋などがたくさん入った秋野菜シチューを振る舞い、来店されたお客様に
大変喜ばれました。
↑研修生の方にもシチューを配っていただきました。

【かきたん】
ご当地キャラ博in彦根2018

各地のゆるキャラが大集合!!

21

10/

滋賀県彦根市 夢京橋キャッスルロード周辺で開催された
「ご当
地キャラ博in彦根2018」
に
「かきたん」
も参加して来ました。
「か
きたん」
は各地のご当地キャラや来場者の方と触れ合い、JA紀

北かわかみのブースでは、たねなし柿や
「かきたん」
グッズの販売で大勢の
人で賑わいました。用意したたねなし柿はイベント終了を待たずに完売しま
した。

↑たくさんのゆるキャラが集まりました!

【青年部】青年部いと支部の学童農園でさつまいも収穫体験

顔より大きなサツマイモがいっぱい!

22.31

10/

青年部いと支部が管理する学童農園で、九度山幼稚園、九度山
保育園、
くまのこ教室つくしんぼ園、応其こども園の児童たちに
よるサツマイモの収穫体験が行われました。子どもたちは元気

よく駆け出し、みんなで協力しながら大きなサツマイモ掘りに夢中で楽しん
でいました。収穫されたサツマイモは、各園教員によって大学芋やスイート
ポテトなどに調理され、
園児たちのおやつになる予定です。

↑大きなサツマイモが出てきたかな?

【金融部】平成30年度信用事業目標必達決起大会

一致団結し、総貯金2050億円を目指します!!

29

10/

本店4階大ホールに役職員が集まり
「平成30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、
「がんばろう唱和」
で目標達成に
向け士気を高め合いました。
↑目標達成に向け頑張ろう!

【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」

30

10/

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、粘り気と甘味がおいしい最高のお

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、金剛峯
寺より感謝状を受け取りました。
↑目録を読み上げる宮崎組合長。

12月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

気力が増し、
いろいろなことにチャレンジしたくなる予感。
どんどん動いていけば、
確かな手応えを得られそう

健康運

体力的な無理は避けて。
休みも必要です

Triangle 2018.12
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12月の農作業
落葉果樹

来年に向けて園地づくりを行いましょう

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、本年は降水量が多かったことから、日当たりの悪
い園地や密植園において汚損果の発生が多くみられまし
た。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。

「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
◎粗皮削り
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
完熟堆肥.................................................................. １～２ｔ
アヅミン..................................................................... 40㎏
セルカまたは苦土石灰・消石灰..................100～200㎏
スーパーマグ............................................................. 60㎏
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。

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
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
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
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
策をとり、
植え付け後はしっかりと灌水しましょう。
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
本年は降水量が多かったことから、
日当たりの悪い園地や密植

敷きワラで
乾燥を防ぐ

園において汚損果の発生が多く見られました。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
樹間を保つよう心掛けましょう。

有機物と石灰を入れ、
土と混和する

図1．
苗木の定植

◎落葉果樹定植後の切り返し目安

◎密植園の悪いところ

カキ �����������地上部40～50㎝程度の大きい芽で切り返す。

・作業効率が悪い

モモ �����������接ぎ木部から50～60㎝程度の充実した葉芽を残

・園内が暗くなり、着色や肥大に悪影響

して切り返す。弱い副梢を残し、主幹と競合しそう

・薬剤がかかりにくく、病害虫発生を助長する

な強勢なもの、混み合っているものは基部の葉芽

・日照不足により新梢が充実しない

を残して間引く。

・汚損果が多い

スモモ �������主幹は地上部50～60㎝の所で切り返す。競合し
そうな強勢な副梢は間引き、弱い副梢は先端を切
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12月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

やるべき作業を早めに片付け、
自分の時間を満喫したい月。
やったことのない趣味を始めるのにも向いています

健康運

体を動かすことで、
元気が上向く時期

12月の天気

平成30年10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、平年と同様に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。気温は、高い確率50％です。
り返す。

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

だけ寒波が訪れる前に収穫を行いましょう。

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。

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
で覆うなど、
防寒対策を行ってください。

ウメの防除

越冬病害虫防除

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

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。

丁寧に散布してください。

柑橘

品目

中晩柑の収穫

中晩柑類の防寒対策
本来、不知火やはるみ等の中晩柑類は収穫期が2月～3月です
が、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

防除
時期

適用病害虫

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
みかん 収穫前
ベンレート水和剤 4000倍
2回以内
八朔
ネーブル
ヤノネカイガラム
不知火
はるみ 収穫後 シ・その他カイガラ 機械油乳剤95
45倍 規制なし 規制なし
ムシ・サビダニ・ハダ（冬マシン）
ニ類の越冬卵

が悪くなるだけでなく、
収穫後に腐敗の原因にもなります。できる

みかん
中晩柑

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

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

◆ご注意ください!!

【かつらぎ資材センター管内の方】かつらぎ中央総合選果場
平成31年1月12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31年1月9日（水）～12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31年1月9日（水）～11日（金） 午前9時～午後5時
紀見グリーン店
平成31年1月9日（水）～11日（金） 午前9時～正午

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。

肥料空袋・廃棄ビニール等の回収
平成31年1月18日（金）・19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

全体運

コミュニケーション能力が活性化。
誰とでも気軽に親しくなれそう。
グループレジャーを企画すると良い刺激に

健康運

暴飲暴食に注意。
よくかんで食べること

Triangle 2018.12

9

野菜の
楽園
80

Vol.

■野菜の連作障害対策

野菜の連作障害対策
■主な野菜の連作障害

■連作障害とは

主な野菜を連作したときに現れる連作障害の内容を次の表に

連作障害の主な原因は土壌病害虫であり、その他に根からの生
育阻害物質の分泌などが原因している場合もあります。

示しました。様々な病気や有害線虫が発生します。

トマト・ナス・ピーマンなどナス科や、
スイカ・メロン・キュウリなど

科名

種類

のウリ科、ハクサイ・キャベツなどアブラナ科の連作は、共通の病

トマト

害を持っているので、連作障害が出やすくなります。

ナス

ナス

多くの野菜で連作障害の発生が見られますが、特に著しいのは

ピーマン

ウスイエンドウ・サトイモなどです。これらは根からの分泌物に自

ジャガイモ

家中毒を起こす物質が含まれていることにも原因があります。
連作障害の出やすい野菜ほど、輪作にあたって休閑を要する期

ウリ

間は長く、出にくい野菜ほど短くてもよくなります。
■連作障害はなぜ起きる

マメ

土壌中には、
善玉、
悪玉ともに、
多種多様な微生物が生息してい
ます。
それらの微生物は、
植物が生育しやすいように土壌中の有機

アブラナ

物を分解し、
窒素や微量要素などの肥料成分を植物が吸収しやす
い形にして微生物内に貯えます。
ただし、
善玉菌のみが優位な環境
条件さえ整えばいいというものでもありません。善玉菌には善玉
菌の分泌したものを分解する働きなどがあり、
両者がバランスよく
住みつくことによって、
土壌は健全な状態を保っていられます。
また、植物の種類に応じて、それぞれの作物を好む微生物群は
ほぼ決まっています。そのために、同種の作物を同じ場所で栽培し

青枯れ病、
半身萎凋病
立ち枯れ性疫病、
根こぶ線虫
生育不良

キュウリ

蔓割れ病、
線虫類

スイカ

蔓割れ病、
線虫類

メロン

蔓割れ病、
線虫類

エンドウ

立ち枯れ病

ハクサイ

根こぶ病

コマツナ

根こぶ病

キャベツ

根こぶ病

連作障害を防ぐ対策としては、近縁の野菜を続けて作らないこ
とです。できなければ、休耕期の土壌の天地返しや、薬剤による消
毒を行います。
対策
輪作

来多種多様な微生物が生息することで保たれていたバランスが
崩れてしまいます。バランスを欠いた土壌中では、生育を妨げ、病

方法
畑を４～５区画に分けて、
栽培する野菜を毎年回転
させて栽培します。

天地返し

気を誘発する微生物も発生しやすくなって当然です。これが、野菜
の連作障害が発生する原因の一つです。

消毒

サツマイモ・カボチャ・コマツナ・

青枯れ病、
萎凋病

■連作障害を防ぐには

続けると、土壌中には特定の微生物のみがはびこることとなり、本

○連作しても障害の出にくい野菜

連作障害

冬の休耕期に、
表土と地表から30センチほどの土
壌を上下入れ替え、
堆肥を十分に施します。
薬剤による消毒や太陽光による消毒があります。

■休閑を要する年限の目安
輪作年限

タマネギなど
○連作障害の出やすい野菜

野菜の種類

1年休閑

ホウレンソウ・カブ・インゲンなど

2年休閑

ニラ・レタス・ハクサイ・キュウリなど

ウスイエンドウ・スイカ・メロン・
ナス・トマト・キュウリ・ソラマメ・サト
イモ・ゴボウ・ハクサイなど
3～4年休閑
4～5年休閑
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12月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

ナス・トマト・ピーマン・メロン・ソラマメ・サトイ
モ・ゴボウなど
ウスイエンドウ・スイカなど

全体運

余計なおせっかいからトラブルを招きがち。
見守る気持ちを大切に。
趣味や好きなことに励む時間を持ってみて

健康運

生活リズムを整えること。
寝不足はNG

─ セレモニーホール紀の川からのご案内 ─

生前相談・
式典ホール内覧会等
随│時│受│付│中

準

備

内

容

料

金

進め方

葬儀に関することについて何でもご相談ください。
法事室もご利用いただけます。

毎月第３日曜日９時〜12時に生前相談会を橋本支店で行なっておりましたが、
平成30年6月より、各セレモニーホールでの開催へと変更となりました。
随時受け付けております！

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からのご案内

セレモニーホール

紀の川

セレモニーホール紀の川では、利用者ニーズに沿った質の高いサービスを

紀の川

〒649-7207 橋本市高野口町大野346-1

TEL 0736‑42‑5588（高野口）

通じ、地域組合員の満足度の向上に取り組んでおります。

また、
本年度より葬儀プランとサービスの充実を見直し、
小さなお葬式・家族葬

〒649-7173 かつらぎ町大谷1202-1

から一般葬まで故人様の尊厳やご家族の想いあふれるお別れをしていただけ

TEL 0736‑22‑0008（かつらぎ）

ますように、
スタッフ一同精一杯お手伝いさせていただきます。

紀北分院からの

ちょっといい話

脳神経内科診療案内
◉診療科の特色

経内科はこれらの科と異なり、精神的な問題からで

脳神経内科は脳や脊髄、神経、筋肉の病気をみ

はなく、脳や脊髄、神経、筋肉に病気があり、体が

る内科です。体を動かしたり、感じたりする事や、考

不自由になる病気を扱います。

えたり覚えたりすることが上手にできなくなったとき

◉取り扱える疾患

に、このような病気を疑います。症状としてはしび
れやめまい、うまく力がはいらない、歩きにくい、ふ
らつく、つっぱる、けいれん、むせる、しゃべりにくい、
ものが二重にみえる、頭痛、勝手に手足や体が動
いてしまう、ものわすれ、意識障害などたくさんあ
ります。脳神経内科では全身をみてどこの病気であ
るかを見極め、その上で骨や関節の病気がしびれや
麻痺の原因なら整形外科に、脳の病気について手
術が必要なときは脳神経外科にご紹介します。感じ
ることの中には見たり聞いたりする能力も含まれま
すが、眼科や耳鼻科の病気の場合もあります。よく

変性疾患

（パーキンソン病／パーキンソン症候群、脊髄小脳変

性症、筋萎縮性側索硬化症、アルツハイマー病など）
脳梗塞

末梢神経障害

（多発神経炎、ギランバレー症候群など）
筋疾患

（重症筋無力症、筋ジストロフィー、多発筋炎など）
脱髄疾患

（多発性硬化症など）
感染症

（髄膜炎、脳炎、クロイツフェルトヤコブ病など）
頭痛

（片頭痛、緊張型頭痛、三叉神経痛など）

間違えられやすいのが精神科、精神神経科、神経科、 てんかん
各種内科疾患に伴う神経障害
心療内科などです。これらの科は、おもに気分の変
化（うつ病や躁病）や精神疾患を扱う科です。脳神

紀北分院 内科

助教

中西

一郎

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

楽しいことに縁がある時期。
遊びや旅行のお誘いには快くOKして、
出掛けて。
アートに触れるプランもグッド

健康運

歩くなど、
ちょっとした運動がラッキー

Triangle 2018.12
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剪定用品 特 別 推 奨 品
充電式チェンソー マキタ

剪定鋏 レーベ
No.7

No.8

レーベ剪定鋏の特徴をそのまま
に刃先を先細タイプのR刃形状
としています。
込み入った枝の切断も可能です。

レーベ剪定鋏 No.7

切断径 22㎜／全長 200㎜／重量 235g

7,880

特別価格 ¥

形式：MUC204DRGX
ガイドバー長さ：200㎜
仕様：スプロケットノーズバー

レーベ剪定鋏 No.8

※バッテリー BL1860B × 2 本
充電器 DC18RF 付

切断径 25㎜／全長 210㎜／重量 250g

４９，
９００

7,980

特別価格 ¥

有効期間

特別価格 ¥

平成30年11月1日〜平成31年2月28日まで

◆表示価格は税込です。
◆ご利用の方は各資材センター・支店・グリーン店までご連絡ください。
橋本資材センター ☎0736-33-2300 かつらぎ資材センター ☎0736-22-7822

恋野のブランド米

やっちょん広場で好評販売中！

新 登 場 !!
コシ ヒ
カリ
負けな に
お いし い
さ！

9㎏
4,200円

4.5 ㎏
2,100円

お問い合わせ

12
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2合
300円

JA 紀北かわかみ管内の橋本市恋野地区で生産さ
れている米「きぬむすめ」をブランド米の「恋のお米」
として新発売。
炊きあがりは白くツヤがあり、粘りが強くモチモ
チした食感とふっくら柔らかいのが特徴。
冷めてもおいしく、おにぎりにして素材そのもの
の味を楽しむこともおすすめです。
若い女性の方向けにピンク色を基調としたデザイ
ンとなっており、結婚式の引き出物などにもご利用
いただけます。

ファーマーズマーケット やっちょん広場 ☎0736-33-2500

12月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

あれこれ考え過ぎてしまいそう。
悩むより、
ぶつかってみるのがベストです。
開運には部屋の掃除や整理整頓を

健康運

スポーツに励むと、
大いに楽しめるはず

法律相談会
12月21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
12月2日（日）・8日（土）・9日（日）・16日（日）
12月22日（土）・23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30年度第2四半期仮決算結果について

第2号議案 「給与規程 別表4」諸手当支給基準表の改正について
第3号議案

生活営農資金融資要項の改正について

第4号議案

職制規程の一部変更について

第5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。

毒物･劇物に該当する農薬を購入される農家の皆様へ

縦

第210回理事会を10月31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 磐梯山の南側にある◯◯◯◯湖
⑤ タマヂシャとも呼ばれる野菜
⑦ 建物の壁を覆うこともある植物
⑧ 悪の反対語
⑨ 歳末大売り出しの◯◯◯◯で2等が
当たった
⑪ 陰暦12月の異称
⑫ 自動車の荷物を入れるところ
⑭ 洗濯物をぶら下げます
⑮ 棋士が打つもの
⑯ 腰に巻いてバックルで留めます
⑰ 賛成する人が多い意見を採用すること

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

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 サンタさんが靴下に入れてくれるかも
② 腰を掛ける家具
③ 自動車を洗ってからかけます
④ ブームが去った状態です
⑥ 牛や豚などの舌の肉
⑨ 15歳が志学、
30歳が而立
（じりつ）
なら40歳は
⑩ 肉や魚を裁断したときに出る余りのところ
⑪ 赤◯◯◯◯だから青になるまで待とう
⑬ カレー◯◯◯ ハヤシ◯◯◯
⑭ 地獄谷にいるものは温泉に入ります
⑯ それとこれとは話が◯◯だよ

先月号の答え
購読のお申し込みはJAへ

12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

バンシュウ
応募総数は26通でした。

全体運

勢いはあるものの、
ちょっとしたことでペースを崩しがち。
いつまでも過去を引きずらないで。
芸術鑑賞につき

健康運

リラックスしていると運気に好影響あり
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新入職員紹介

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。

意気込みをどうぞ！

【生活部・葬祭課】
きよ たき

【橋本東支店】

えい じ

よね ざわ

清瀧 英 司

み

米澤

【販売部・販売課】

さ

こ ばやし

実佐

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
● 秋になると、毎 年 知り合 い へ 柿を

●朝晩急に寒くなりましたね。日中との

送っています。今年も
「富有柿まつり」

温度差も激しいので、
服装に困ります。

に出掛けて、楽しみにしている知人あ
てへ送りたいと思います。
（橋本市・Iさん）

（かつらぎ町・Nさん）
●晩秋と聞けば、
なぜか淋しく感じます
ね。されど飛躍の前兆と考えれば又楽

●今年は大きな災害が各地で相次い

しい。
「 冬来たりなば春遠からじ」
「 伸び

で起こり、何処とも大変な思いをされ

んとすればまず屈せよ」
と云う。新春の

ています。今後は出来る限り何事もな

夢はデッカク持ち頑張ろうね。

く、安心して過ごして行きたいと思って
（高野町・Iさん）
●果物がおいしい季節がやってきたの

お便りの宛先

で、直売所で安く鮮度のよい物を買う
のが楽しみです。お土産としても喜ば
れ、本誌に載っている方々のおかげで
す。ありがとうございます。
（橋本市・Kさん）

11 28

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。
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12月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

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
当選者

井上
柏木
中井
滝元
森本

和子さん
（橋本市）
仁美さん（橋本市）
富子さん（かつらぎ町）
美惠さん（橋本市）
芙美さん（かつらぎ町）

編集後記 _editorial note_

（かつらぎ町・Nさん）

います。

なる み

小林 生 実

そろそろこたつが恋しい季節となりましたが、
目まぐる
しく変わる季節や寒暖差に、みなさん追いつけています
でしょうか。私は11月に入りやっと衣替えを終え、
ようや
くタンスの中を冬物に揃えることができました。着る服
と捨てる服を選別しているはずなのですが、結局この夏
着なかったな～ていう服が出てくるんですよね。毎回、
こ

の服着る? 着ない? で悩まされます。
そうしていると来年まで2ヶ月を切りました。本当に月
日の速さには驚きです。周りの人たちからは
「まだまだ
若い若い」
と言われますが、もうすぐそういったことも言
われなくなるんでしょうね
（笑）
そして来年は年号が変わ
り、新しい時代が始まるようです。平成の次は何でしょう
か。期待もしてしまいます。またGWは10連休になるか
もしれないと噂を聞きました。休みだ! という反面、10日
分の業務が…と思うとぞっとします。サービス業の方に
は何も言えませんが、お出かけには良い機会ですよね。
来年はどこに行こうかな?

全体運

マイナス思考になりやすく、
周囲ともめそう。
意識的に笑顔を心掛けて。
気分転換にはハーブを使った料理を

健康運

ストレッチなど、
ゆったりした運動が◎

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
ずっと家族で仲良く

橋本市出塔
ヒロム

ミネコ

田中 弘さん（82）・峯子さん（75）
田中さんは1年を通して野菜・果物作りに励み、家族で仲良く毎日を過ごされていま
す。今の時期は青ネギ・春菊・ほうれん草などの野菜や柿が主で、出荷作業も大変です。
親の代から野菜作りをされていて、弘さんは定年を迎えるまで南海の駅長の仕事をしな
がら兼業農家で頑張っていたと話してくれました。
弘さんは趣味がゴルフや書道で、稲作づくりの先生としても活躍され、
また奥さんの

大きなお芋さん、
かな？
どんな料理になったの

峯子さんは花作りが好きでいろんな花を植えるのが楽しく、大正琴も演奏されるそうで
すよ。今までの思い出では、定年後に北海道や東北へ旅行に出かけたこと、そして一番
記憶に残っているのは、弘さんの功績等が称えられ天皇陛下より表彰を受けたことだ
そうです。奥さんは、
「その日は待遇も良くしていただき、
まるで自分たちが天皇陛下に
なったような気分になりました」
と嬉しそうに話してくれました。
2人とも、毎日家族で楽しく過ごし、
このまま野菜作りも続けていきたいと、
まだまだ元
気なご夫婦です。

高野山のモミジも綺麗な紅葉でした

■材料
（2～3人分）

食菜館の
この逸品

塩豚...............................300g
大根...............................300g
にんじん..........1／2本
（80g）
酒............................... 大さじ2

塩豚と大根のポトフ

ローリエ........................... 1枚
塩.........................小さじ1／2

■作り方

⑴ 塩豚は3等分し、熱湯で表面の色が変わる
程度にゆでて取り出す
（霜降り）
。大根・に

【塩豚の作り方】

⑴ 塩小さじ1と砂糖小さじ1／2を混ぜ合わ

こしょう............................少量

んじんは皮をむき、細長い乱切りにする。

せ、豚肩ロースかたまり肉300gにすり込 ⑵ 鍋に水カップ6と酒を入れ、⑴とローリエ
を加える。煮だったら中火弱にし、ふたを
み、一晩冷蔵する
（塩だけでなく、砂糖も
ずらしてのせ、20〜25分煮る。

すり込むとやわらかくなる）
。

⑶ 塩とこしょうで味を調え、器に盛り、好みで
粒マスタード
（分量外）
を添える。

ん広場NE W S
やっちょ

12月のオススメ
「キウイフルーツ」
世界で最も栽培されているのは果肉が緑色である
グリーンキウイ
（ヘイワード種）
で、さわやかな甘酸っ
ぱさが特徴。ビタミンCが豊富に含まれています。皮
をむかずに半分に切って、スプーンですくってそのま
ま食べるのが一番簡単でおいしい食べ方です。

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31日～1月4日は

年末年始休業とさせていただきます。

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

興味のあることに思い切ってトライしてみたい時期。
攻めの姿勢が幸運のポイントに。
遠出のドライブも刺激的

健康運

不規則な生活リズムを正すと好転の兆し

Triangle 2018.12
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橋本市あやの台
こゆき

伊藤

来倖ちゃん（3歳）
来優ちゃん（0歳）
くう

お父さん…史将さん

好

お母さん…里衣さん

奇心いっぱい! お姉ちゃんの来倖ちゃんと、元気いっぱい! 妹の
来優ちゃん姉妹。来倖ちゃんはお絵かきやぬり絵でよく遊び、

アニメ・プリキュアやディズニープリンセスが大好き。4月に入園を控
え、今は週に1回プレ幼稚園に通っています。初日は泣いてしまった
けど、2回目からは楽しそうに通い始め、また英語の習い事も頑張っ
ています。来優ちゃんはお姉ちゃんのことが大好きで、来倖ちゃんが
持っているおもちゃで遊ぼうとするそうです。最近は指を動かしてい
ろんな物を触るようになり、手づかみ食べもできるようになりました。
少しぐずった時でも、おやつを持っていれば安心みたいです。
11月には東京にいるおばあちゃん家へ遊びに行くそうで、孫の顔
を見られるのも楽しみですね。最後にママから2人へ、
「友達に優しく、

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

毎日元気いっぱい健康で育ってほしい。生まれてきてくれて本当にあ
りがとう」
とメッセージをいただきました。来倖ちゃんと来優ちゃんの
名前のように、幸せ溢れる優しい家族で、
これからたくさんの思い出
を作ってくださいね。

─ 年金をJAでお受け取りの方にお知らせです ─

Comedy &
Magic Show

西川のり
お
上方よし ・
お

お笑い
マジックショー
＆

漫才

開催

年金友の会のつどい

時 平成30年12月1日（土）午後2時 開演
来場者の方には
※開場は午後1時15分です
すてきなグッズ
場 所 かつらぎ総合文化会館「あじさいホール」 をプレゼントい
たします。
（伊都郡かつらぎ町）

落語

参加費

月亭方正

日

500円

マジシャ
ン
TOK I

（12 月 14 日に年金振替貯金から引き落としとさせていただきます）

注意事項

※お申込み及び観劇は年金友の会会員ご本人様に限ります。（これからでも年金友の会に加入できます）
※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。
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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