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内田 実夏 さん（21）
■ かつらぎ町東渋田

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

大学生です。

カラオケに行くことです。

Q

今いちばんしたいことは？

Q

行ってみたい場所は?

旅行に行きたい！

北海道です。

Q 自分の性格をひとことで言うと？
マイペースです。

Q

将来の夢は?

Q

好きなものは?

立派な大人になることです。

食べ物：チーズケーキ
飲み物：カルピス
アーティスト：ＡＡＡ

内田 実夏さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：薬師の滝、紙遊苑・勝利寺

ＪＡ紀北 かわかみ

平成 30年度
自己改革の取り組み
─ No.4 ─

For A. !!
.S.

U

柿（kaki）米国へ初輸出

える見込みです。4位は日本で24万トンと横ばい傾向、5位は
ブラジルで18.2万トンです。

JA 紀北かわかみ 代表理事組合長

宮崎卓郎

米国では年間約1万トンの柿が生産され、うち5割以上を
輸出しています。米国は高い購買力（世界一のGDP）があり、

はじめに

また人口も増え続けており、特にアジア系の人々の伸び率も

和歌山県は全国1位の柿の産地であり、収穫量が国内の約

高く所得も高い傾向があります。さらに健康志向の高まりか

21％と他の産地を圧倒しており、またその大部分が紀北地域

らヘルシーな日本食への関心が高まっています。この点にお

で生産されています。近年では若い購買層の獲得に向け「柿

いて柿の機能性に注目が集まり、旺盛な国内需要を賄うため

でハロウィン」という取り組みを行い、アーティストとコラボレー

輸入も行っています。その量は年々増加し、2013年の輸入

ションしたミュージックビデオの作成やSNSを利用した情報発

量は1,030トン（輸入元上位はイスラエル・スペイン・チリ）、

信を行う等、柿の消費拡大に向け努力を続けています。

2014年は1,750トン（スペイン・チリ・イスラエル）、2015年
は3,140トンと前年の約2倍、2016年は3,260トンで約半分は

1．世界の食市場と輸出解禁
世界の食市場は、2009年の340兆円から2020年までに
680兆円に倍増すると見込まれています。わが国の農林水産

スペインからのものであります。そして、2016年にニュージー
ランドから、2017年に日本からの輸入を解禁し仕入れ先を広
げています。

業・食品産業の発展のためには、この成長を取り込むことが

柿は米国では特殊な果物で、海外からの移民には人気が

不可欠であり、2020年には農林水産物・食品の輸出額を1兆

ありますが、一般的な米国人にはなじみがありません。このた

円規模に拡大するという目標が掲げられています。このような

め消費者への教育と販売店でのサンプル提供などの販売促

中、2017年10月12日「米国向け柿生果実輸出解禁」が新聞

進活動なしでは主流の果物に押し上げることができません。

で報道されました。

具体 的に考察すると、20 13 年 の米 国 内で流 通 量は約

日本政府は1986年8月、柿生果実の輸出解禁を米国に対

6,000トン程度であるとされています。東アジア系米国人（約

し要請しました。以降輸出解禁に向け日本における病害虫の

700万人）が主要な消費者であると想定すると、1人あたりの

発生状況や防除対策のデータ等を提出し、米国側による病

柿消費量は年間約4玉（844g）となり、日本人年間消費量と

害虫リスク分析が実施されてきました。2015年には第30回

ほぼ一致します。東アジア系米国人が柿消費の中心になって

日米植物検疫定期協議が京都で開催され、当JA（紀北かわ

おり、その市場も成熟市場である可能性が考えられることか

かみ）が現地視察先となり急ピッチで輸出に向け協議が行わ

ら、今後は東アジア系以外の米国人へのPRとともに、新たな

れ、昨年2017年2月、富有柿5ケース（1ケース7.5㎏）がサン

食べ方の提案などの戦略が必要となります。

プル輸出され、本年1月に本格的な輸出が行われ、ロサンゼ
ルスにおいて105ケースの販売を行いました。

2．世界の柿市場と米国
国連食糧農業機関（FAO）によると、
2014年の柿生産量は1位の中国が373
万トンと10年前の約8割増、2位の韓国
は42.8万トンで同4割増となっています。
3位のスペインは24.5万トンと5倍以上に
伸び、またその7割が輸出向けであり、今
後3年で生産量が倍以上の70万トンに増

◉米国の人口構成と平均所得及び食料支出

（Global Trade Atlas より作成）

人口（千人）
アジア系
白人系

14,465
196,817

ヒスパニック系

50,477

その他

46,986

合 計

食料支出

平均所得（＄）

2010 年

（＄／年）

64,238
48,201

308,745

50,673
37,781
─

6,632
5,931

─
─
─

─

です。
「柿輸出」のお話
引き続き
NEXT ▶ 来月号も

（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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JA紀北かわかみ女性会は、
盆踊りサ−クルを立ち上げました。
盆踊りで地域のみなさんと交流を深め、
女性会の魅力をもっと知ってもらいたいと思います。
も
助成
す
ま
あり

盆踊りは期間限定のサ−クルですが、毎年続けて行きます。
興味のある方、一緒に参加しませんか?
また、
女性会は、
食育活動・健康・生活に関連した活動や、
1つの目的を
持ったサ−クル活動を仲間同士
（５人以上）
で始める事も応援しています。
（例）
アクセサリー・パン作り・料理 他（興味のある活動）

ふみ出す勇気で、
生活にアクセントと仲間の輪を広げていきましょう!!

JA紀北かわかみ女性会は、

お申し込み
お問い合わせ

地域の暮らしと女性の活動を応援しています。

4

Triangle 2018.9

9 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

JA紀北かわかみ 生活課

☎0736‑42‑2325

全体運

状況判断を間違えやすいよう。
大事なことほど即決はせず、
人のやり方を参考にして。
リフレッシュには観劇へ

健康運

ストレッチなどで軽く体を伸ばすと◎

特典
1

特典
2

JAで新規に年金を

お受け取り、または
変更いただいた
方にプレゼント!

特典
3

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

● 私は何歳からいくら年金が

年金に関するさまざまな疑問に

社会保険労務士が
個 別に対 応 いたします!!

日時
場所

9 12日（水）

平成30年 月
9時〜15時

JA紀北かわかみ 橋本支店
（橋本市市脇1‑1‑6）

個別相談

約30分

1階

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。

●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。

JA紀北かわかみ

9 月の星占い
HOROSCOPE

橋本支店 ☎0736-32-1282

みずがめ座
1月20日〜2月18日

橋本西部支店 ☎0736-32-0275

橋本東支店 ☎0736-32-0715

全体運

文句が多く、
トラブルメーカーになりやすい暗示。
悪いところではなく、
長所に目を向けて。
玄関掃除で開運を

健康運

生活リズムが乱れがち。
寝不足は避けて

Triangle 2018.9
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【総務部】佐野こども園夏まつり

『かきたん』
と一緒に盆踊り♪

30
6/

↑子どもたちと一緒に
『かきたん』
も盆踊り!

毎年園児たちが楽しみにしている佐野こども園夏まつりが、かつらぎ公園グラウンドで行われました。園児盆
踊りでは『かきたん』も参加して園児たちと一緒に楽しみました。夜店巡りや夏まつりの締めには花火大会で
会場を盛り上げました。この日を楽しみにしていた257人の子どもたちの忘れない夏の思い出になったかな。

【やっちょん広場】

JA大阪中河内より
「八尾えだまめ」
トップセールス
6月30日から初売りとなった大阪府八尾市産
「八尾えだまめ」
のトップセー

30
6/

ルスで、田中誠太八尾市長、JA大阪中河内の西川組合長、八尾地区実行
組合長連絡協議会、八尾地区成年部連合会、生産者らがやっちょん広場へ

訪れました。八尾市は近畿でも有数のえだまめの産地で、大きく張った実とたっぷりの
甘みが特徴です。試食会では塩ゆでした八尾えだまめが配られ、来店者からは
「おいし
い!」
といった声が多数寄せられていました。

↑開店前に並ぶ来店者にも八尾えだまめが配られました。

【金融部】2018まごころ店舗づくりコンクール

気持ち良い店舗づくりで皆さまをお迎えいたします
7/

5

JA紀北かわかみでは夏と冬の貯金キャンペーンの時期に合わせ、店舗の
美化活動を行っています。皆さまを明るい笑顔ときれいな店舗でお迎えで
きるよう、各支店がそれぞれ工夫をこらして店舗を華やかに飾り付けてい

ます。明るく朗らかに利用者の皆さまをお迎えできるよう心がけていますので、ぜひお
気軽に窓口にお越しくださいませ。
↑最優秀店舗に選ばれた高野口支店。

【やっちょん広場】第14回桃まつり開催

桃の甘い香りが店内に広がりました
7/

7/

7~8 14~16

第14回桃まつりが第1弾・第2弾の2週に分けてやっちょん広場で
開催されました。店内には果汁が多くて甘みが強い代表的な桃の
品種
「白鳳」
を中心に並び、開店と同時に売り場コーナーは、旬の桃

を買い求める多くの来店者で賑わいました。期間中は桃を使用したデザートの試食会、お
米のすくい取り、提携ファーマーズの出張販売など各種イベントのほか、食菜館では桃まつ
↑デザートの試食会はあっという間に行列ができ、数分
で完売!

り限定人気丼の販売も行いました。
『かきたん』の握手・撮影会でも場を盛り上げ、子どもか
ら大人まで楽しめる桃まつりとなりました。

【九度山支店】地元農家と連携して食農教育活動

総合的な学習の時間「真田タイム」で地元の特産品「柿」を学ぼう
7/

10

九度山町在住の中谷裕一さんと同JA営農指導員が講師のもと、九度山町
立九度山小学校の3年生29人が地元の特産品
「富有柿」
と
「平核無柿」
につ
いて学びました。児童らは柿の生育状況・品種の違いなどについて説明を

受けた後、事前に準備していた
「13の質問」
を投げかけ、現状の果実の様子をスケッチ
に残しました。
↑中谷さんに質問をする児童。

6
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9 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

アクティブになれる月。
積極的な行動がチャンスを育てるきっかけに。
また、
ふとしたひらめきにも幸運の予感

健康運

心穏やかに過ごすことで、
体調を整えて

【福祉課】
デイサービスセンターえびす夏祭り

楽しい1日になりました!

14.21
7/

毎年恒例の夏祭りが、デイサービスセンターえびす高野口（7月14日）
・え
びすかつらぎ
（7月21日）
で行われ、笑いや拍手喝采で大盛り上がりとなり
ました。会場では、中学校吹奏楽部の演奏や真田ちゃいるどのダンスの披

露のほか様々なステージを用意し、
『 かきたん』の登場で利用者の方を喜ばせました。
参加した子どもたちには、お菓子・お餅まきも行われ、歓声が上がっていました。
↑吹奏楽部の演奏に合わせて利用者の方も決めポーズ!

【営農課】地元農家と連携して食農教育活動

子どもたちが桃の収穫体験と甘い桃を丸かじり!
7/

17

かつらぎ町の安井仁志さんの桃園で、営農指導員が講師のもと、かつらぎ
町立渋田小学校4年生11人が、桃の収穫体験をしました。営農指導員から
桃の品種や栄養、摘蕾、摘果、袋掛けなど収穫までの作業や桃農家の大変

さについて説明を受け、農業や食の大切さを学びました。桃の見分け方や桃の採り方
について安井さんから説明を受け、児童らは思い思いの桃を収穫し、溢れ出す果汁に
美味しそうな表情で桃にかぶりついていました。

↑桃の丸かじり!

この取り組みは、JAバンク食農教育活動助成事業を利用しています。

【金融部】年金セミナー＆個別相談会

社会保険労務士がわかりやすく説明します!

21

7/

金融部は、社会保険労務士・珠数良平氏を招き、年金セミナーと希望者によ
る個別相談会を本店4階で開催しました。セミナーでは
「何歳からいくら年
金がもらえるのか」
「働きながら年金をもらうことはできるのか」
など年金

の様々な疑問について、わかりやすく説明していただきました。参加者は真剣にメモを
取りながら耳を傾けていました。
↑珠数良平氏による年金セミナーの様子。

【生活課】男の料理教室

夏場にぴったりのデザート作り

26
7/

第5回目の男の料理教室では、季節の果物を包んだフルーツ大福と南高梅
を使った梅シロップを作りました。大福の中にはぶどう・キウイ・パイナップ
ルのほか、あんぽ柿を入れてみました。みなさん果物をもちもちの牛皮で

包むのに苦戦していましたが、おいしそうな大福に仕上がりました。梅シロップは毎日
容器を振り動かし、1週間～2週間で完成します。
↑フルーツ大福の中身は食べてからのお楽しみ。

【かつらぎ支店】
「寺子屋かつらぎ」
開校

地域の大学生・高校生とJA職員が夏休みの宿題をお手伝い!

28
7/

かつらぎ支店職員が協同活動の一環として
「寺子屋かつらぎ」
をかつらぎ
支店2階大研修室で開きました。これは夏休み中の子どもたちが規則正し
い生活をおくり、
また夏休みの宿題をサポートする取り組みです。寺子屋で

は自主学習を基本としつつ、宿題の問題がわからない子どもたちには、地域の大学生・
高校生・JA職員が先生役となってアドバイスをしました。宿題が終わった子からプラ版
作り、休憩には桃ゼリーを食べて、最後はジャンケン大会と子どもたちは楽しんでくれ
ました。

9 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

↑かきたんとジャンケン大会をしました。

全体運

発想力が乏しくなり、
良いアイデアが浮かびにくい時期です。
周囲の意見に耳を傾けることで、
意外なヒントが

健康運

疲れをため込みやすい。
しっかり休息を
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9 月の農作業
落葉果樹

樹上選果で高品質果実生産を目指しましょう

「つたえるねっと」
で農作業情報を随時配信中！

白袋

黒袋

柿 2 号 V 切（底有）

黒色ポリエチレン袋

袋掛け時期

８月下旬～ 11 月中旬

11 月上中旬～

袋掛け時横径

8 月 20 日で 6.7㎝以上
11 月で 8.7㎝以上

11 月袋掛時で 8.7㎝以上

使用資材

9月になると、極早生たねなし柿から柿の収穫が始まります。収穫の際は
採り遅れのないよう十分に注意してください。 暑い日が続きますが熱中症

階級は 2L 以上を目標とする。

には気を付け、作業はなるべく涼しい朝夕に行い、こまめに水分を補給する
よう心掛けましょう。

処理果実

柿の仕上げ摘果

その他事項

S玉果や4等級以下の果実は販売価格を引下げる要因となります。今一度園内
を見回り、果頂部のくぼんだ果実・奇形果・傷果・病害虫被害果・日焼け果等につい
ては徹底的に摘果を行い、秀品大玉果生産に努めてください。

糖度向上のため、9 月より白マルチを敷設する。
袋掛け前防除では、薬班のつきやすい薬剤は避ける。

収穫時期

シルバーマルチ敷設

12 月上旬

る恐れがあるので、注意してください。

バーマルチの敷設を行いましょう。なお、日射しが強く、果実が日焼けする恐れが

台風対策

ある場合は、実施時期を遅らせる等の調整を行ってください。

台風の接近が多い時期となります。既に枝折れ防止対策として、枝つりや支柱
立て等を行っていると思われますが、補強が足りない箇所については再度対策を

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緑色が抜け

徹底してください。
摘葉

また、台風による傷果は脱渋後軟化につながるため、混入のないように家庭選
別を徹底してください。

始めた頃に、果実周辺の葉を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

カメムシ対策

ような葉、果実の上部にあり陰にしているよ

摘葉

うな葉も同時に摘葉します。ただし、日射しが
強い場合は果実が日焼けする恐れがあるの

反射マルチ

図：反射マルチの敷設と摘葉

で、処理時期を遅らせてください。

穫期に富有柿が加害される傾向にありますので、防除を徹底してください。
◎かきの主なカメムシ防除薬剤

ネオニコチノイド系

9月に入ると、紀北川上早生・阪口早生・中谷早生
等の極早生たねなし柿の収穫が始まります。荷受基
準を厳守し適期収穫に努めてください。

本年はカメムシ類の発生量が非常に多い予報となっています。たねなし柿の収

薬剤系統

柿の収穫 ～果実軟化対策～

専用有孔ポリエチレン製袋

合成ピレスロイド系

極早生たねなし柿、刀根早生柿の果実は残暑の

その他

長引く年には脱渋後に軟化が多発することがありま
す。この時期の軟化は、高温による収穫後の果実へ
の水分ストレスが一因となっているため、果実から

使用回数

ダントツ水溶剤

2000倍

7日前迄

3回以内

スタークル顆粒水溶剤

2000倍

前日迄

3回以内

アーデントフロアブル

2000倍

前日迄

3回以内

アグロスリン水和剤

1500倍

前日迄

3回以内

キラップフロアブル

2000倍

7日前迄

2回以内

す。この他、秋期剪定には花芽・葉芽の充実、冬期剪定の省力化、枯れ込みが少な
くなるといった効果もあります。ただし、秋期剪定は若木を中心とした強勢樹に対

用の有孔ポリ袋を被せてください。

して実施し、老木などの弱勢樹では控えてください。

また、収穫の際、園地で果実を長時間置いておく
場合は、
シルバーシート等で覆い、直射日光が当たらない場所で保管しましょう。
なお、雨天時の収穫は黒変果を助長する場合があるため、果実表面の水滴は

また、桃は冬期に大きな切り口を作ると衰弱しやすいため、縮伐もこの時期に
行います。葉があると混み具合がわかりやすいので、間伐も効果的です。

十分に乾かしてから出荷を行いましょう。

病害虫防除

甘熟富有柿の袋掛け処理

富有柿では、9月に降雨が多いと炭そ病の被害が増加する恐れがありま

◎袋掛け処理要項

す。梅雨期の防除も必要ですが、果実が着色する盆明けから初秋の防除も

授粉と病害虫防除を徹底している園地で実施しましょう。また、日照条件が良

重要ですので、特に丁寧に行ってください。なお、炭そ病発生園では、炭そ病

好で、樹勢が中庸な樹に処理してください。なお、樹勢維持のため袋掛けは結果

被害枝・被害果を発見次第除去してください。

量の30％までに制限しましょう。

また、
うめ・すもも・ももではカイガラムシ類の幼虫発生時期となります。消

降雨の多い年、露乾きの悪い園では、黒変果が見られる場合があるので避けて

毒の際は、枝葉だけでなく幹まで丁寧に散布し、防除を徹底してください。

ください。

HOROSCOPE

収穫前日数

樹勢の強い樹では樹勢を落ち着かせるため、9月上旬頃に秋期剪定を行いま

出荷の際にコンテナに新聞紙（四つ折り）を載せ、専

9 月の星占い

防除薬剤

桃の秋季剪定・間伐・縮伐

新聞紙

の水分蒸散を抑制することが対策として有効です。

Triangle 2018.9

カラス被害の多い園地では防鳥糸 袋掛け後は着色が進まないので、
をひくなど対策を徹底する。
完全着色果に処理する。

※白袋は早期より袋掛けを行うと、黒袋と比較してヘタスキ果や着色不良果とな

８月下旬～９月上旬頃を目安に、着色促進・黒変果の発生防止のためにシル

8

日当たりの良い箇所の無傷で形状 カラーチャート 5 以上の完全着色、
の良い果実
無傷で形状の良い果実

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

コミュニケーション運上昇。
初対面の人とも楽しく話せます。
新しいタイプの友人をつくれば、
世界が広がりそう

健康運

口コミで有益情報をゲット。
試してみて

9月の天気

平成30年7月25日 大阪管区気象台発表

橋本資材センター

……TEL.0736-33-2300

天気は数日の周期で変わるでしょう。気温
は、平年並または高い確率ともに４０％です。

富有

品目 防除時期

適用病害虫

防除薬剤

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

極早生温州みかんの防除

収穫前日数 使用回数

もも

3000倍
9月下旬～ うどんこ病・炭そ病・落葉 スコア顆粒水和剤
10月上旬 病・カメムシ類
スタークル顆粒水溶剤 2000倍

前日迄

3回以内

前日迄

３回以内

うめ すもも

8月～９月 シンクイムシ類・モモハモ
スプラサイド水和剤
（収穫後） グリガ・カイガラムシ類

1500倍 21日前迄 2回以内

７月～９月
カイガラムシ類
（収穫後）

スプラサイド水和剤

1500倍 14日前迄 ２回以内

７月～９月
カイガラムシ類
（収穫後）

スプラサイド乳剤40 1500倍 14日前迄 ２回以内

防除時期

防除薬剤

適用病害虫

9月
中下旬

防除薬剤

9月又は1〜2月（10aあたり）

も も
う め
すもも

1～2t
40㎏

BMヨウリン

60㎏

スーパーマグ

60㎏

セルカ・苦土石灰・消石灰

100〜200㎏

柑橘

80kg

基幹防除
防除時期

病害虫

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

傾穂期（花終了後）
スタークル顆粒水溶剤
カメムシ類
2000倍 7日前迄
8月中旬〜下旬
（10a当たり150ℓ）

3回以内

※カメムシ類多発園では、出穂10日前迄に除草を行い、穂揃い時防除終了約1週
間後にスタークル粒剤を10a当たり3㎏以内（7日前迄／3回以内）を散布する。

仕上げ摘果の徹底

補完防除

本年は、着果量が多い表年となっています。粗摘果で落としきれなかった、着果

防除時期

量の多い樹から摘果を行って下さい。

病害虫

防除薬剤

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）

仕上げ摘果は樹上選果とも呼ばれるように、収穫する果実を決定する作業です。
小玉果、傷果、病害虫被害果、日焼け果などを取り除きましょう。

収穫前日数 使用回数
1500倍 21日前迄 6回以内

刈取り適期

※仕上げ摘果の時期
極早生みかん.......8月中旬～8月下旬

遅れ穂を除いたすべての穂の元に、
５～１０粒程度緑色のもみが残っている時

早生みかん...........9月上旬～9月下旬

が刈り取りの目安です。刈り取り適期の診断は、稲ワラではなく籾全体を見て刈

普通みかん...........9月中旬～10月中旬

り取りを決めましょう。

表1 収穫時L以上の柑橘の9/1時点サイズ目安
品 種

早生みかん

ネーブル（L以上）

八朔（L以上）

果実横径（㎝）

4.5～5.5

5.0～

6.7～

◎刈取り適期の目安

品 種

表2 主な中晩柑の葉果比
品 種

不知火・はるみ

八朔

せとか

葉果比

100～120葉に1果

80～100葉に1果

120～130葉に1果

出穂後

（極早生）

（早 生）

（中 生）

（晩 生）

キヌヒカリ
コシヒカリ
イクヒカリ

ヤマヒカリ

きぬむすめ

ヒノヒカリ

約35日

約36日

約37日

約40日

※山間地域では、刈取り適期の目安が上記より1日程度遅くなります。

園地の排水対策

刈り取り時期と米の品質

温州みかんでは秋雨に遭うと糖度低下を招きますので、排水性の悪い園地で
は、園地の一部または全体の客土（盛り土）、また溝掘り等の排水対策を行いま
しょう。

刈り遅れると
「胴割れ米」や「茶米」が増加します。逆に早刈りした場合は「青米」
や「未熟米」が増加します。

乾燥調整作業

中晩柑類の初秋肥
中晩柑は、果実肥大・樹勢維持を目的に初秋肥を施用します。初秋肥は時期が
遅れると効果が劣るばかりか、減酸にも影響を及ぼすので目安として、不知火・は
るみ・八朔・ネーブルでは9月上旬に施肥を行って下さい。

9 月の星占い

果樹粒状配合

水稲

※土壌改良資材の投入と中耕は毎年励行しましょう。

仕上げ摘果で高品質果実生産

収穫前日数 使用回数

施肥（10ａあたり）

9月上旬

アヅミン

5回以内
2回以内

黒点病・カメムシ類・ ナティーボフロアブル 1500倍 前日迄 3回以内
ハマキムシ類
ロディー乳剤
2000倍 7日前迄 4回以内

施肥時期

完熟堆肥

前日迄

八朔・ネーブル・不知火・はるみの施肥
防除時期

品 目

収穫前日数 使用回数

貯蔵病害（青かび病・トップジンM水和剤
2000倍
緑かび病・軸腐病） 又はベンレート水和剤 4000倍

収穫前

土づくり

HOROSCOPE

適用病害虫

てんびん座

9月23日〜10月23日

収穫適期の籾の水分含量は25％前後ですが、
長期保存やもみすりを行うために
は、
水分含量が14～15％になるように乾燥する必要があります。高温
（40℃以上）
で急速に乾燥させると、
乾燥むらが出来たり、
粒の表面と中心部に水分量の差が生
じることによって
「胴割れ米」
や
「くだけ米」
が増加する原因となるので注意しましょう。

全体運

サービス精神を発揮すると、
対人運が好転するはず。
面倒見よく接してみて。
気分転換にはマッサージが効果的

健康運

気持ちにゆとりを持つことで、
好影響大

Triangle 2018.9
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野菜の
楽園
77

Vol.

■ニンニク

×

ニンニク
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

▲…播種

■…収穫

腐敗や病斑のあるもの、
小さいものは取り除きます。

ニンニクを楽しむ！

●芽かきと摘蕾

ニ ン ニ ク は 、コレ ス テ
ロール値を下げ、消化機能
の向上も期待できる健康
野菜です。炒めるなど加熱
することで、特有のにおい
（アリシン）は軽減します。中華料理やイタリアンの
炒め物には欠かせない食材のひとつです。

草丈が10～15cmに伸びてきた頃、
１株から２芽以上出て
いるものがあれば、勢いの良い１芽を残してかき取ります。ま
た、春になると抽台してくるので、
これも摘み取ります。
摘み取った芽はニンニクの芽として食べられる品種もあり
ます。

■栽培のポイント
★耐寒性・耐暑性ともあまり高くないので注意しましょう
★病気のない種球を選びましょう
★芽かきをして生育を促しましょう
分球し、芽が2本伸び
た 株 が あ れば 、残 す
球の根元を押さえて、
1本取り除きます。

■栽培管理
●畑の準備
１畝２条植え、株間15cm程度で
用意します。

春になり、とう立ちし
てきたら、蕾を早めに
摘み取ります。

●収穫
５月中旬～６月中旬に、肥大したものから抜き取って利用し

●施肥例（本圃10aあたり）
時

期

肥料名

施肥量

元

肥

植付け前

やさい有機８８８

８０kg

追

肥

11月中下旬

やさい有機８８８

４０kg

追

肥

４月

やさい有機８８８

３０kg

ます。収穫の目安は、茎葉が黄変し、葉の先端の２/３程度が
枯れた頃で球の底の丸みがとれた頃です。晴天を見計らって
引き抜き、根を切り落とし、
１０球程度ずつ束ねて風通しの良
い所につるして２～３ヶ月乾燥させます。

※土壌改良材として、有機質堆肥３t、過燐酸石灰３０kgを施用します。

●植付け
傷や病害のついていない種球を選び、鱗片をばらし、
９月
中～下旬に畑に植付けます。深さ約５cm程度になるように指
先で穴を掘り、芽の部分を上に向けて垂直に植付けます。植
付け後はたっぷりと水をやり、
乾燥しないよう注意しましょう。
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9 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

底 の 部 分 が 平らに
なった頃が収穫適期
です。

風通しの良い軒下な
どに吊るして 乾 燥 さ
せます。

全体運

新しいことにチャレンジする好機。
未体験の事柄でも思い切ってやってみる価値あり。
新発売の商品にも注目を

健康運

スポーツを楽しめば、
体調が上向きそう

軽トラ用品 特 別 価 格
らくらくパネル（軽トラ用）

3ヶ月間
だけ！

クリーンパネル（軽トラ用）

荷物の積み下ろしをスムーズに！
その上、
とても丈夫です。
荷台の形状に合わせ、鋸
（エンビ
ソー、竹挽鋸）
でカットしてご利
用ください。

耐衝撃性、
耐倒性、
耐薬性に優れ
ています。
袋物、
コンテナ類の積み下ろしは
ゴムマットに比べて大変楽です。
取 扱に便 利な2つ折
（ 13 9 0×
965㎜）
で両面とも使用できます。

16,980

12,980

特別価格 ¥

特別価格 ¥

ゴムマット（軽トラ用）

軽トラ用シート（シルバー・ホワイト）

荷台を痛めません。荷崩れしないすべり止め。
サイズ
（140×201m）
・厚み5㎜

4,670

特別価格 ¥

有効期間

保温・保冷効果のあるトラックシートです。
太陽光からも積み荷を守ります。規格
（1.8×2.1m）

2,300

特別価格 ¥

平成30年8月1日〜平成30年10月31日まで

柿収穫用品 特 別 価 格
カゴ用紐 布肩引き
エステルロープ芯

収穫かご用保護マット

まもってマット

◎弾力性に優れたマットで
収穫物をやさしく保護します。
サイズ

布肩引き

約930㎜

先丸、
曲刃使用の
バネ付きタイプ。
収穫作業の疲労軽減に!!
柿の収穫に最適です。
サイズ：全長160㎜×刃長26㎜

約２６０㎜

570

特別価格 ¥

約840㎜

約265㎜

アルス 採果鋏 310

厚み
約8㎜

※使用例

［注 意］
・アロン化成丸型収穫かご㊥にピッタリの
サイズです。
・手作りのため、多少形状に差異が生じま
すが予めご了承くださいませ。

昨年、
リニューアルした芯材に、
エステルロー
プを使用した布肩引きです。
サイザルのよう
なちくちくとした不快感がなく、
丈夫です。
収穫時の肩への負担を柔らげ、
疲労を軽減
します。
サイズ：肩あて部分 約巾6㎝×長60㎝
（手作りの為、サイズに多少の誤差が生じます）

380

450

特別価格 ¥

有効期間

特別価格 ¥

アロン収穫かご 中
網目に工夫がしてあり、
収穫物をいためません。
中サイズはまもってマット
がピッタリ収まります。
サイズ：直径34㎜×高さ28㎜

790

特別価格 ¥

平成30年8月15日〜平成30年10月31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

9 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

ゆったり過ごせる期間。
趣味や好きなことに時間を費やせば、
充実感を味わえそう。
部屋の模様替えもお勧め

健康運

食べ過ぎに注意。
栄養バランスも大切に

Triangle 2018.9

11

─ 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

〒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。

JA紀北かわかみより

旅行説明会のご案内
説 明 会
開催日時

８月29日（水）13：30～

説明会はどなたでも参加いただけます。
会場準備の都合上、 参加される方は事前にお申込みください。
説明会開催場所

四国八十八ヶ所巡礼の旅
─ 「 心 の 旅 」 お 遍 路 はご先 祖さまへ の 感 謝 ─
実施スケジュール

平成30年

紀の川

四国八十八ヶ寺を4回に分けて回ります。

1回／徳島県 発心の道場
（23ヶ寺） 2回／高知県 修行の道場
（16ヶ寺）
3回／愛媛県 菩提の道場
（26ヶ寺） 4回／香川県 涅槃の道場
（23ヶ寺）

旅 行出発日

平成30年11月下旬頃（予定）

JA紀北かわかみ 別館2階

香川県（讃岐）
の霊場

当日は巡礼用品のご案内を中心に説明いたします。
愛媛県（伊予）
の霊場

第1回 徳島県 発心の道場
（予告版）
日次

行程
（第1回徳島県発心の道場3日間）

①

朝：×
昼：○
夕：○

②

宿＝⑩切幡寺
（タクシー）
＝⑪藤井寺＝⑫焼山寺
（タクシー）
＝昼食＝⑬大日寺＝⑭常楽寺…⑮国分寺＝⑯観音寺＝⑰井
戸寺＝⑱恩山寺＝⑲立江寺
（宿泊／予定）

朝：○
昼：○
夕：○

宿＝⑳鶴林寺＝太龍寺
（ロープウェイ）
・昼食＝平等寺＝
薬王寺＝徳島港～和歌山港＝指定配車地

朝：○
昼：○
夕：×

③

四国八十八ヶ所巡礼説明会・旅行の
お申込み・お問い合わせは今すぐお電話で
12

食事

指定配車地＝和歌山港～徳島港＝①霊山寺＝②極楽寺＝昼
食＝③金泉寺＝④大日寺＝⑤地蔵寺＝⑦十楽寺＝⑧熊谷時
＝⑨法輪寺＝⑥安楽寺
（宿泊／予定）

Triangle 2018.9

9 月の星占い
HOROSCOPE

徳島県（阿波）
の霊場

高知県（土佐）
の霊場

JA紀北かわかみ旅行センター

TEL 0736‑42‑3060
かに座

6月22日〜7月22日

橋本市高野口町名古曽925-1
平日／8：30〜17：00（土・日・祝日は休み）
（担当：中東・辻・上芝）

全体運

好奇心を刺激されることがあったら、
とことん調べてみるとグッド。
新しい趣味や習い事を始めるのも刺激大

健康運

うっかりしやすい月。
けがに気を付けて

法律相談会
9月21日（金） 場所：本店３階

頭の体操1、
2、
3

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。

QUIZ

クロスワードクイズ

二重マスの文字をＡ〜D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
9月2日（日）・8日（土）・9日（日）・16日（日）
9月22日（土）・23日（日）・30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 理事報酬の決定について
第 2 号議案 役員賠償責任保険の加入について
第 3 号議案 平成29年度業務報告書の提出について
第 4 号議案 平成29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 5 号議案 職制規程の一部改正について
第 6 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 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。

8月号トライアングルの『P2 CONTENTS─目次─』
『 P15 ファーマーズ
マーケットやっちょん広場 食菜館のこの逸品』の記事で下記のような誤りがあ
りました。お詫び申し上げます。
『P2 CONTENTS―目次―』
において、表紙の撮影場所の記載がありませんで
した。8月号トライアングルの表紙撮影場所は
【紙遊苑・勝利寺】
です。
『P15 ファーマーズマーケットやっちょん広場 食菜館のこの逸品』において、
材料にはない食材を使った写真を掲載しておりました。写真は【ねぎ・パプリカ
（黄）
・えのきだけ】の代用として【アスパラガス・なすび・玉ねぎ】を使って調理
したものです。

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

①
④
⑥
⑦
⑨
⑪

電流を流したり切ったりする装置
深谷、
下仁田、
九条といえば
膝より下、
くるぶしより上
野山を耕して田畑にすること
鉄棒や跳び箱を使って行う○○○体操
木を育てたり切り出したり加工したりする
仕事
⑭ 体の90％以上が水分だという、水にすむ
生き物
⑯ 年下の女きょうだい
⑲ 田楽にしてもおいしい紫色の実野菜
⑳ あ、
おいしそう。ひと○○ちょうだい!
 カイコの繭から作ります

横

お詫びと訂正

縦

第207回理事会を6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 十五夜に飾る植物
② 米の収穫作業の一つ
③ エレベーターの表示では
「B」
④ よく飼われているペットなんだニャ
⑤ 石原裕次郎と牧村旬子のデュエット曲「○○○の恋
の物語」
⑧ ○○○○足りて礼節を知る
⑩ 和風の携帯薬入れ。黄門様のドラマでおなじみです
⑫ 恋愛運や金運などを見てもらいます
⑬ カラオケ店で離さない人もいます
⑮ 招く人がホストなら、
招かれる人は
⑰ 月の模様はウサギがこれをついているように見えるとか
⑱ 佐渡島に保護センターがある鳥

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

9 月の星占い
HOROSCOPE

ふたご座

5月21日〜6月21日

全体運

珍しく感情的になりやすいかも。
人の行動に口出しすると、
トラブルを招くので、
ご用心。
笑顔を心掛けて

健康運

運動不足気味。
小まめに動けば好変化が

先月号の答え

ナツマツリ
応募総数は35通でした。

Triangle 2018.9
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野上さんは退職後、両親の後を
継ぐ形で農業に携わるようになり
ました。 柿・桃を中心に出荷して
おり、夫婦で毎日汗を流していま
す。 今は桃の収穫時期で大変な
時ですが、それに追い打ちをかけ
るようなこの暑さで「年齢的にもと
てもこたえます」とおっしゃっていました。暑さ対策のために朝は 4 時頃

出荷者通信

から作業をされています。それでも、消費者の方々が商品を買ってくれ
て「おいしい !」
と言ってくれた時が一番嬉しく、また励みになって「毎日頑

Consignor Communication

張ろう !」という気持ちになるそうです。野上さんは除草剤を使わず、で
きる限り農薬の使用を抑えた栽培でより良い商品作りを目指しています。
今年は強風・長雨・台風の接近等ありましたが、幸いにも被害は少なく、

かつらぎ町寺尾

野上

嘉一さん

●柿

物
出荷

例年通りの出来で良かったとも話してくれました。天候の影響を受けや
すい果樹栽培の難しさ、厳しさは計り知れないものですね。
より美味しい果実を育てるために研究を重ね、自分ができる範囲で果

●桃

樹栽培を続けていくと話して下さった野上さん。体調には気を付けて、
これからも夫婦で頑張ってくださいね !

おたより広場

今月のクロスワードプレゼント
！

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
●春にはスナップえんどう・セリ・アスパ

●「えびの甘酢あん」を作ってみまし

ラガス、夏の今はプチトマト・おくら・メ

た。私の好みの味でおいしかったです。

ロン、そして秋取れのみょうがを楽しみ

また、紀北分院の先生のお話はいつも

に家庭菜園で野菜等を育てています。

ためになります。

食卓が賑わいます。

（かつらぎ町・Mさん）
（橋本市・Kさん）

●夏の暑さを鎮めるのは冷たくひやし

●退職後、季節毎の野菜の家庭菜園を

た果物。これからの桃・巨峰・ピオーネ、

我流にて四苦八苦しながら行っていま

たくさんいただいて元気に過ごしたい

したが、
「 野菜の楽園」
で勉強させてい

です。

ただき嬉しいです。独居なので自給自

（橋本市・Tさん）

足出来ています。
（かつらぎ町・H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
当選者

井手上治巳さん
（高野町）
上田 節子さん
（橋本市）
亀田佳代子さん
（かつらぎ町）
中本美千代さん
（橋本市）
松井 清澄さん
（九度山町）

編集後記 _editorial note_
暑い、暑い、暑い!! もう毎日の口癖になっています。
取材以外ではデスクワークを普段しているのですが、
クーラーに恵まれている室内にも関わらず、
こっそり
机上式のミニ扇風機を買ってしまいました。とても
快適です
（笑）ここ最近のニュースを見ていると、

●いつも楽しく拝見しています。農家

豪雨や猛暑などの異常気象が原因で、各地で多大な

さんにとっては厳しい暑さですが、熱中

被害が起きているのが現状です。幸いにも私たちが

症に気をつけましょう。

住む地域では、大きな被害もなく有りがたいことで
すが、毎年被害が拡大しているように思います。自然

（かつらぎ町・Kさん）

災害だからこそ絶対的なことは言えませんが、自分
自身の安全を確保するためにも、日頃からの防災
対策はしっかり準備しておくべきですね。
そして子どもたちは夏休み! 熱中症対策に水分を

8 30

締切は 月
日
（木）
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。

小まめにとって、家族で楽しい夏を過ごしてね。
何年振りだろうか、今年は海行くぞー!

※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。

14

Triangle 2018.9

9 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

レジャー運が活性化。
気の合う仲間と遊びに出掛ければ、
大いに楽しめます。
クリエーティブな活動にもツキ

健康運

運動に励むのに最適。
体力アップが可能

元気で

取材先で

まだまだ元気に働きます！

や って ま 〜 す
かつらぎ町平

岡本 惠美子さん（85）
とっても元気でお喋り好きな岡本さん。話し出したらもう止まりません。趣味で草
履やわらじを手作りしたり、料理をしたりするのも大好きです。岡本さんは
「日本一の
串柿の里」
と呼ばれる四郷地区で串柿作りをしていました。今は新しい取組みに挑戦
し、大阪府と和歌山県にまたがる国道480号鍋谷トンネルのすぐ隣で、四郷地区地域
おこし協力隊の方と一緒に体験型農園
“えみちゃんファーム”
を経営しています。この

ら
で植えたらっかせいに可愛
「みのり」
た。
しい花がつきまし

体験型農園では、季節に応じて田植え・野菜の収穫・畑のお仕事体験ができるほか、
様々なイベントを企画し、田舎暮らし体験を楽しめる場となっています。岡本さんは
「年のこともあり、
こうしてやってくれる協力隊の方がいて本当に助かります。ここで
の体験を通じて、作る人の気持ち
（苦労など）
を知ってまた自分で作って食べてみて、
良さや楽しみを感じてもらいたいです」
と話します。取材日はホームステイで海外か
らのお客さんもいらっしゃりとても国際的でした。近くを通りかかった時は
“えみちゃ
んファーム”
を覗いてみてはどうですか?

みんな大好きお菓子まき！

■材料
（4人分）

食菜館の
この逸品

カラスガレイ.........................4切

しめじ....................................2株
えのきだけ............................1株

しいたけ.............................. 8枚
しょうが細切り.................... 適量

かけ
蒸しカレイの和風きのこあん

■作り方

そして水溶き片栗粉でとろみをつけます。

⑴ カレイは酒・塩・こしょうをして、
しばらく置き ⑹ 蒸し器にキッチンペーパーを敷き、カレイ
ます。

を並べて酒をふり、細切りしょうがを散らし

⑵ しめじ・えのきは石づきをとります。

⑶ しいたけは縦に1㎝幅に切ります。
しょうが、
にんじんは細切りにしておきます。

ます。蒸し器で約8分ほど蒸します
（魚の大

きさや種類によって蒸し時間は調整してく
ださい）
。

⑷ あんかけだしの材料を合わせ、煮立てます。 ⑹ カレイを皿に盛り、あんをかけて青ねぎを散

⑸ あんかけだしに⑵・⑶の野菜を入れて煮ます。

ん広場NE W S
やっちょ

らして完成です。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』
HOROSCOPE

青ネギ

塩、
こしょう...................お好みで
酒......................................... 適量
【あんかけだし】

水..................................... 800㏄
白だし.............................. 100㏄
みりん.............................. 100㏄
薄口しょうゆ....................... 50㏄
砂糖..................... 小さじ1 1／2
塩...............................ひとつまみ
片栗粉................................. 適量

9月のオススメ
「柿」
柿の旬は9月から12月頃で、10月頃が出荷の最
盛期です。おいしい柿を見分けるには、へたと果実の
間に隙間がなく、果皮の張りと全体にしっかりと色づ
いているものを選びましょう。また日本人がよく食べ
る果物の中でも、
トップクラスのビタミンC含有量を
誇ります。

9 月の星占い

にんじん細切り.................5㎝分

『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

9月の定休日は5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

物事を悪い方に考えそう。
あまり深刻にならず、
失敗しても笑い飛ばしてしまうぐらいが正解。
ハーブティー吉

健康運

ストレスを感じがち。
適度な気晴らしを

Triangle 2018.9
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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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