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沖田 美穂 さん（26）
■ 橋本市光陽台

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

主婦です。

音楽を聞くこと、
お菓子作りです。

Q

休みの日は何をしていますか?

Q

行ってみたい場所は?

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?

公園に行っています。

ハワイです。

家族でディズニーランドに行きたいです。

海外旅行に行きたいです。

アーティスト：ナオト
・インティライミ
スポーツ：ソフトボール
食べ物：モンブラン
飲み物：ココア

沖田 美穂さん、
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
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生活営農資金のご案内
平成30年 台風20・21号
被災農業者向け融資制度
平成30年8月の台風20号及び9月の台風21号により、県内全域で大きな農作
物被害が発生したことから、県では被災農家が安定した経営を維持できるよう、
緊急融資対策を実施します。

○農業経営の維持安定に必要な資金、農業施設の復旧に必要な資金と
してご利用いただけます。
○県、市町村、JA からの利子補給により無利子でご利用いただけます。

○お使いみち

農業経営の維持安定に必要な資金

農業施設の復旧に必要な資金

○ご融資金額

200万円以内

350万円以内

○ご融資期間

5年以内

7年以内

（うち据置期間2年以内）

（うち据置期間2年以内）

○ご融資利率

無利子

○ご返済方法

元金均等返済（返済日毎年2月20日）

○担保・保証

原則として和歌山県農業信用基金協会の保証を付保。

（担保、連帯保証人が必要となる場合もございます。）

○保証料率

JA バンク和歌山信連が負担いたします。

○申込受付期間

平成30年12月28日まで

※お申込みに際しては審査がございます。審査の結果によっては、お申込みをお断りする場合がございます。

詳しくは JA 窓口または渉外担当者までお問い合わせください
本 店 金 融 部 〒 649-7203
高 野 口 支 店 TEL.42-4000
九 度 山 支 店 TEL.54-2056
高 野 支 店 TEL.56-2814

和歌山県橋本市高野口町名古曽 922-2 TEL.0736-42-5323
橋 本 支 店 TEL.32-1282 かつらぎ東支店 TEL.22-0325
橋 本 西 部 支 店 TEL.32-0275 か つ ら ぎ 支 店 TEL.22-0550
橋 本 東 支 店 TEL.32-0715 かつらぎ南支店 TEL.22-1200
Triangle 2018.11
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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・正職員への登用制度有

▶送迎スタッフ

【資

格】 居宅介護支援専門員、要普免

【時

間】 8：30～17：00（休 日）土・日・祝

【時

給】 1,300円～ ※試用期間有

【時

間】 8：30～10：00

【待

遇】 社会保険完備、車通勤可、交通費支給、資格手当有

【時

給】 803円

【年

齢】 70歳までの方

【資

格】要普免（AT 限定可）
☆専門資格は問いません

主任ケアマネが、懇切丁寧にアドバイス致します。

15：00～17：00
※男女問いません

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

【資

格】 資格は問いません

【時

間】 8：30～17：00

【時

給】 805円～ ※有資格者は830円～

［各募集スタッフ共通事項］

☆嘱託職員・正職員への登用制度有

※時間相談に応じます

※処遇改善手当別途支給

【勤務地】 ◆デイサービスセンターえびす高野口
（橋本市高野口町名古曽610）
◆デイサービスセンターえびすかつらぎ
（伊都郡かつらぎ町笠田東15-2）

※面接時、履歴書をご持参ください。

【休 日】 週休2日 ※シフト制
【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。
・介護職員のキャリアパス、資格取得、研修会への参加等、
取組みやすい環境です。

まずはお電話ください !
JA 紀北かわかみ 福祉課（橋本市高野口町名古曽610）

☎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 !!

退職のご報告
平成30年９月30日をもって4人の職員が JA 紀北かわかみを退職いたしました。
在職中はたくさんの方々にお世話になり、 本当にありがとうございました。
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■ 有田

智美（監査部）

■ 曽和

弘行（生活部）

■ 堂山

章夫（生活部）

■ 中谷

嘉宏（総務部）
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11月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

開放的な気分になれる予感。
過去に駄目だった挑戦にリベンジできそう。
海外に関することにも幸運があるはず

健康運

生活ペースが乱れがち。
リズムを整えて

組合員の皆さまへ

大切なご案内

平成27年から出資予約貯金の取扱いが変更されています
平成27年7月から、出資配当金の振込先が通帳未発行の出資予約
貯金から有通帳の普通貯金等へと変更されました。これに伴い、振込
先口座変更の手続きが必要となっております。
変更手続きがまだお済みでない方は、各支店にて至急手続きをし
ていただきますようお願い申し上げます。
※今回の移行において、組合員皆さまの有する権利はこれまでと何等変わること
はございません。
※変更申込書は各支店窓口に常備しております。お手続きの際は、
ご本人名義の
普通貯金通帳・口座お届け印・本人確認書類をご持参ください。

ご不明な点、手続きに関しましては
各支店出資担当者または本店・総務課
（☎0736-42-5172）
までお問い合わせください。

人権尊重の
社会を
目指して

11月11日 〜12月10日は
「人権を考える強調月間」
です。

人権とは?

日常生活の中で、知らず知らずのうちに誰かの
人権を侵害してしまっていることがあります。人
権を侵害している側は、相手の人権について全
く気づいていなかったり、そのことが相手にとっ
て深刻な問題であるという認識に欠けていたり
します。まず人権に対する「点検と気づき」が人
権尊重の第一歩です。

すべての人が生まれながらに持っ
ている、人として幸せに生きていく
ために必要な、誰からも侵されるこ
とのない権利です。

近年は特に、いじめや女性への暴力、子どもへの
虐待が増加傾向にあるとともに、職場でのハラ
スメント
（いじめ・嫌がらせ）やインターネット上の
人権侵害などが問題となっています。また、東日
本大震災では、人権への配慮が行き届かない事
例などが報告されており、災害時でも人権を尊
重した取組が求められています。

富有柿まつり開催のご案内
11/10

土

11/11

AM9：00〜PM5：00

日

富有柿の生産が最盛期を迎える11月!

『富有柿まつり!!』
今年もやってきます
当日は柿をはじめ、
秋野菜や果物も豊富に出荷される予定です。
楽しいイベントも盛りだくさん。
皆様お誘いあわせのうえ、
ぜひ秋の味覚を探しにきてください。
橋本市岸上522-1

TEL 0736‑33‑2500

お問い合わせ先

11月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

やたらとプレッシャーを感じる暗示。
誰かと比べず、
自分らしさを大切に。
気晴らしにはハーブティーを飲んで

健康運

自然の中を散歩すると体調に好影響あり

Triangle 2018.11
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【営農課】地元農家と連携して食農教育活動

もぎたて新鮮なブドウは格別!
9/

6

↑長谷場さんからブドウの採り方について学ぶ生徒たち。

食農教育の一環で、かつらぎ町笠田小学校の生徒が長谷場農園にてブドウ狩り体験を行いました。長
谷場さんより今年のブドウの生育や採り方についての説明があり、営農指導員からはブドウの栽培や地
域農業、食料自給率についてなど食の大切さを伝えました。採れたてのブドウにみんな美味しそうな表

情を浮かべていました。青年部では子どもたちに
「農業や食のあり方」
を楽しみながら学んでもらおうと、積極的に
食農教育を行っています。
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。

【青年部】地元農家と連携して食農教育活動

瑞々しい秋の味覚を収穫!
9/

6

青年部は、
かつらぎ町にある坂田農園でかつらぎ町立大谷小学
校の児童を対象に、
梨狩り体験と
「食」
の研修を行いました。収穫
したのは品種
「あきづき」
が中心。坂田さんより果実の採り方や

食べ頃の選び方を指導していただき、営農指導員からは地元で収穫される
果実の種類や栄養・効能について説明をしました。子どもたちは初めての梨
の丸かじりに大満足の様子でした。

↑採りたて瑞々しい梨を丸かじり。

営農課では、毎年、食農教育活動の一環として管内の小学校を対象に梨狩
り体験をしています。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。

【共済課】JA紀北かわかみ共済旗学童軟式野球大会開幕

学童軟式野球14チームが熱戦を繰り広げました。

9 .16
9/

第14回JA紀北かわかみ共済旗学童軟式野球大会の伊都支部
予選大会が、橋本市の向副緑地で行われました。予選大会には
管内の学童軟式野球14チームが参加し、それぞれ会場に分か

れ熱戦が繰り広げられました。優勝した三石ベアーズ、準優勝した高野口
少年野球クラブは第14回JA共済旗学童軟式野球和歌山県大会に出場し
（11/23・24）
、第3位の西部リーグスターズは太地いさなカップ野球大会

↑元気よく宣誓します!

に出場します
（12/8・9）
。

【女性大学】
カラーセラピー講座

色を取り入れて癒し効果を

12

9/

セラピスト福田由佳さんを講師に招き、
カラーセラピー講座を
本店別館2階で開催しました。カラーセラピーとは色を使った心
理療法の一つで、好みの色を選んだり生活に効果的な色彩を取

り入れたりすることによって、心や身体を元気にしてくれます。色鉛筆で模
様に色を塗り、色が表す性格の説明や仕上がった絵から周囲の状況等を解
説いただきました。参加者は
「楽しかったです!癒されました。」
と好評でした。

↑みなさんステキな効果を得られましたか?

6
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11月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

知的好奇心が旺盛になる兆し。
調べてみたいことがあれば、
じっくり探究して。
サークルやグループ活動にもつき

健康運

暴飲暴食はNG。
食事の中身にも考慮を

【営農・販売課】米国向け柿の出荷目揃え会

様々な基準をクリアして米国へ柿を出荷

20
9/

本店別館で、平成30年度産米国向け柿の出荷目揃え会が行わ
れました。営農・販売の担当者が着色基準、被害果限度、等階級
などの品質管理の徹底と提出書類等について念入りに生産者

と確認を行いました。荷受けは9月22日、28日、10月5日の3日間で、選果
後、
船便にて米国へ向け随時出荷されました。
↑出荷基準の柿を確認し合う生産者。

【やっちょん広場】第15回たねなし柿まつり

甘くて人気の旬の味! たねなし柿をPR!
9/

22~24

ファーマーズマーケットやっちょん広場で9月22～24日、
「第15
回たねなし柿まつり」
が開催されました。開店前から大勢の来店
客が列を作り、店内では旬を迎えたたねなし柿が大々的にPRさ

れたほか、様々なイベントに多くの来店者で賑わいました。店舗の入り口付
近では数量限定でたねなし柿・柿プリンの試食、
また『かきたん』が応援に
駆け付けるなどして子どもたちを喜ばせました。やっちょん広場では特産品

↑たねなし柿の試食を配るJA職員

の柿の販売に力を入れており、11月10・11日には富有柿の出荷最盛期に
合わせ
「富有柿まつり」
も開催します。みな様、ぜひお越しください。

【共済課】警察等と連携した交通事故対策活動

交通ルールはしっかり守ろうね!

25
9/

共済部は、
警察等と連携した交通安全教室
「スケアード・ストレー
ト」
を妙寺中学校の体育館で行いました。スケアード・ストレート
は恐怖を実感することでそれにつながる危険行為を未然に防

ぎ、交通ルールを厳守することの大切さを体感させる教育方法です。生徒
たちはスタントマンによる迫力ある実演で、事故の恐ろしさを身を持って体
感することができました。

↑スタントマンによる自転車事故の再現です。

【生活課】男の料理教室

韓国料理に挑戦!

26
9/

本店別館2階で、岩坪幸治講師を招き
「ビビンバ」
・
「チャプチェ」
・
「わかめスープ」
の韓国料理3品を教えていただきました。お手
本として講師の調理風景を見てから班ごとに調理を開始。どの

班も作業分担をして手際よく調理ができ、
スタミナ満点の韓国料理ができ
ました。参加者は
「美味しかった」
・
「また参加したい」
と話していました。
↑お手本をしっかり見て覚えました。

【営農課】
バケツ稲収穫

みんなで植えた苗がこんなに成長したよ

26.28
9/

営農指導員の指導のもと、九度山保育所・応其こども園の園児
たちがバケツで育てた稲の刈取り体験をしました。バケツ稲の
栽培は日本の主食となる米の栽培に触れ、食の楽しさや大切さ

を伝えていく食育の一環として管内各地で行われています。5月末に籾蒔
きが行われた稲は園児たちの手で丁寧に刈り取られ、約10日間自然乾燥さ
せます。園児たちは、
自分たちのお米で作った
“おにぎり”
を食べられる日が
待ち遠しいようでした。

11月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

↑営農指導員に稲の結び方を教わる児童。

全体運

サービス精神を見せることで、
周囲と円満な関係を築ける時期。
縁の下の力持ち的役割も快く果たし、
人気者に

健康運

耳寄りな健康情報をゲット。
試してみて

Triangle 2018.11
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11月の農作業
落葉果樹

来年度に向けた園地の見直しを行いましょう

「つたえるねっと」
で農作業情報を随時配信中！

◎処理方法
富有柿に樹上で黒のポリ袋（底なし）
を掛けます。日照条件が良好な園
地にて、処理時期は、11月上旬頃からで果頂部のカラーチャート値が

11月に入ると普通平核無柿の収穫もほぼ終わり、紀の川
柿・富有柿の収穫時期となります。出荷に当たっては選果場の
出荷基準を厳守し、計画的な収穫を心掛けましょう。
また、収穫の際は果実を丁寧に扱い、果梗部は短く切って
果実を傷つけないようにしてください。尚、本年はバッテン果・
亀裂汚損果が多いため、家庭選別の徹底を心掛けましょう。

5以上になった果実に処理します。
袋の一方には、紐が付いているので果実を果梗まで覆い、紐を絞り果
実を包み込みます。収穫は12月上旬頃に行います。
○注意点
・袋掛け後は着色、肥大が進まないので、完全に着色した果実（富有柿
カラーチャート果頂部5以上）で、L級以上（目安として、果実横径8
㎝以上）
の果実に処理する。

本年度の反省

・種子が入った果頂部が高い、健全な果実に処理する。
（ 病害虫被害

収穫終了後の園地では、1年間の栽培の結果が現れています。今年
度の栽培を振り返り、反省点を見つけ、改善できるよう努めましょう。
特に、密植園では作業効率の悪化、生理落果の助長、病害虫発生の

果、
傷果、
日焼け果、
ヘタスキ果などには処理しない）
・一樹当たりの処理数は、
全体の30％程度とし、
着果負担をかけない。
・密植で風通しや露切れの悪い園では汚損果の発生があるので処理

要因になります。樹勢を見ながら日照や通気性の改善のために思い

しない。

きった間伐を実施することが重要です。

ウメ・スモモ・モモの作業

鳥獣害対策

11月に入ると気温の低下とともに、葉は黄化し落葉を始め、根の活

山間部を中心にイノシシ等の被害が多く見られています。イノシシ
等の害獣の個体数は年々増加しています。今年何らかの被害があっ

力が徐々に低下し、休眠期に入ります。落葉を終えて少し経った樹から
整枝剪定を始めましょう。

た園地については来年も被害が予想されるため、電気柵やワイヤー
メッシュなどを設置して園内への侵入を防ぎ、
被害の軽減に努めましょ
う。また、
農作物の収穫残渣の園内放置は鳥獣の餌付け・引き寄せにな
ります。10月号でも紹介しましたが、
収穫残渣を放置するのではなく、
「埋没処理」及び
「隔離処理」
といった適切な処理を徹底してください。

モモの剪定
○整枝剪定の目的
光が樹冠内部まで入り、
枝葉に日がよく当たる樹形にすることを目的
に行います。また、
大玉果で高品質な果実の安定生産や、
薬剤のかかり

甘熟富有柿の袋掛け処理
（～黒袋～）

北

N

1m

『甘熟富有柿』は、袋かけを行うことで、富有柿本来の紅色並びに食
味を向上させた個性化商品です。

1.2m

処理要項については9月号で紹介しましたが、今回は黒袋の処理に
120°

ついて説明します。

南
第1亜主枝
①着色良好で健全な果実

②ヘタまで包む

1m

第2亜主枝

1.2m

30㎝

③風当たりの強い園地では枝の上で
紐を結ぶ

10㎝

1.5m

図1．3本主枝整枝法（引用：モモ栽培マニュアル／和歌山県桃研究協議会）
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11月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

幸運期。
自分の考えやアイデアなどを思い切ってオープンにすると好結果に。
新しい世界に飛び込むのも大賛成

健康運

適度に休息を取り、
英気を養いましょう

11月の天気

平成30年9月25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、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。近畿太
平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。気温は、高い
確率５０％です。降水量は、平年並または多い確率ともに４０％です。

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

やすい樹形にすることで作業の効率化を図ります。剪定は樹勢を強く

柑橘

したり弱めたり出来るので、
樹の生理に合わせて行うことが重要です。
1．
樹の骨格作りのポイント

早生・普通みかんの収穫

主枝・亜主枝の骨格を決定し、
主従関係を明らかにします。骨格を決
定したら、
それを乱すような枝を剪除します
（徒長枝、
背面から出て大型
化した側枝など）
。
（図1参照）

適期収穫を心掛けましょう

収穫する際は食味を確認し、酸味が適度になっているかを確認し、着
色したものから順次採果してください。
収穫時の傷は腐敗の原因となるので、手袋を着け、必ずハサミで2

2．
側枝の更新
主枝、
亜主枝の先端部から見て二等辺三角形をイメージして側枝を

度切りを行い採果してください。

配置していきます。側枝の先端に同年枝を多く残すと垂れ下がってしま

高いところから落とした果実は
腐敗しやすいので、
コンテナに移
す際は、低い位置から丁寧に行
いましょう。

い果実が大きくならなかったり、
側枝の付け根の枝は混み合って日当た
りや風通しが悪く小玉果や着色の悪い果実ができます。下垂枝の切り
返しや枯れ枝の除去を中心に、
樹勢、
品種に応じた剪定を実施しましょ
う。
（図2参照）
側枝

側枝の先端と
主枝の角度は
主枝 90度を目標にする。
トランプのダイヤを
イメージする。

施肥について
11月は次年度の貯蔵溶分をためる大切な時期になります。また果
実を肥大させるために樹が疲れているので樹勢回復のために施肥を
行いましょう。

病害虫防除

図2．側枝の配置（引用：モモ栽培マニュアル／和歌山県桃研究協議会）
品目

けられました。

が多く、降水量が多い年は越冬量も増え翌年の発生も多くなる
ので、十分注意してください。

収穫前

置や防風樹の植栽など防風対策を行いましょう。また、秋に台風

八朔・ネーブル

本病は薬剤防除だけでは抑えきれないので、防風ネットの設

収穫前

本年も昨年の越冬菌により、せん孔細菌病の発生が多く見受

みかん

○モモのせん孔細菌病

防除
時期

適 用
病害虫

防除薬剤

収穫前
使用回数
日 数

トップジンM水和剤
2000倍
５回以内
前日迄
貯蔵病害
又はベンレート水和剤 4000倍
2回以内
（青かび病・緑か
び病・軸腐病） ※10月中旬以降、ハダニ類発生園ではコロマイト水和剤
2000倍（収穫7日前迄／2回以内）を散布する。
トップジンM水和剤
2000倍
５回以内
前日迄
貯蔵病害
又はベンレート水和剤 4000倍
2回以内
（青かび病・緑か
び病・軸腐病） ※10月中旬以降、ハダニ類発生園ではコロマイト水和剤
2000倍（収穫7日前迄／2回以内）を散布する。

柑橘の秋肥
肥料名

施肥量
（１０ａあたり）

果樹粒状配合 又は
ヨーロッパ化成S604

150㎏
80kg

果樹粒状配合 又は
果樹有機化成

120㎏
100㎏

ネーブル

果樹粒状配合

120㎏

不知火・はるみ

果樹粒状配合

80㎏

品目

施肥時期

みかん
八

11月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

朔

10月下旬

全体運

頼まれ事など、
まずは必要な作業から手を付けましょう。
その後、
プライベートの充実を図ると喜びが倍増

健康運

快適に過ごせます。
アクティブに行動を

Triangle 2018.11
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野菜の
楽園
79

Vol.

■タマネギ

タマネギ

植え方の良否

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

▲…定植

■…収穫期

タマネギを楽しむ!

2〜3㎝

具 材としての 利 用に限
らず、炒めることで豊かな
香りや旨 みを出すことが
できるので、特に洋食のメ
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。

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。

■潅水
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。

■本舗準備

■収穫

元肥を施用し、畝立てをします。定植直前に耕転・

茎葉が倒伏し、首に張りが無くなれば収穫時期で

畝立てをすると、土が柔らかく植えやすくなります。

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

■栽植密度

値が低下するので適期収穫を心がけます。収穫する

畝幅120㎝、株間10㎝、条間15㎝の4～6条植え

際は、圃場で十分乾燥させ泥土を落とします。

とします。

【マルチ栽培】

■定植

黒マルチを利用した栽培

葉の分岐点より深植えしないように注意しましょ

により、抑草と収量アップを

う。気温が8℃以下になると根の発育が停止するので、

はかることができます。定植

厳寒期までに十分根を張らせます。乾燥時には活着

本数は露地栽培の1．
5倍と

促進のため潅水を実施しましょう。

し、本舗への施肥は元肥中心

苗の良否
〈よい苗〉

〈悪い苗〉

で、有機配合
（野菜配合）
400㎏／10aとします。
■施肥例
（本舗10a当たり）
時

伸びが悪い
20〜
25㎝

Triangle 2018.11

元

葉が
垂直

根が白くよく
伸びている。

10

浅植えにしすぎると、根が
地表に出てしまう。

肥

追肥１

基部がふく
れている。

11月の星占い
HOROSCOPE

根が
少ない。

おとめ座

8月23日〜9月22日

期

肥料名

施肥量

定植前

複合燐加安44号

６０kg

１２月上旬

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

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。

全体運

人脈のネットワークを広げる好機。
飲み会などの誘いには気軽にOKを。
初対面の相手でも気さくに話し掛けて

健康運

健康術に凝り過ぎ。
ほどほどがベストです

│分│析│費│無│料│

『土壌の健康診断』をしましょう!
土壌分析は、土壌中の成分が適切であるかを調べる作業で
す。土壌の養分バランスは外見からは判断ができず、土壌の
バランスを崩すと元に戻すために時間がかかります。適切な
肥料設計のために土壌分析が必要です。
土壌分析は 無 料 で受けることが出来ますので、この機会
に『土壌の健康診断』
をしてみませんか ?
分析結果につきましては、分析結果表に説明が付いていま
すので、それに基づき施肥をお願いいたします。なお、質問等
がありましたら担当営農指導員に相談ください。

［採土方法］

①採土場所は、地表面を除き30㎝のところまでの
土を採土してください。

②1園地で3～5カ所採土し、よく混ぜてください。
③採土 は 日陰 で 十分乾燥 さ せ、紙袋等 に200 ㏄
コップ1杯程度の土を入れてください。
④申込書に必要事項を記入し、JA 支店窓口、又は営
農指導員に提出してください。

となっています。
⑤申込締切りは11月2日
（金）

この部分を採土

用紙

200㏄コップ
1杯程度

※表土は混ざらない
ようにする。

・１園で３〜５カ所採土
・混ぜて乾燥させる

紙袋に半分以上
土を入れる
・用紙は１園地１枚
・乾燥させた土と用紙を入れる

作家

第29回 和歌山県ＪＡ大会≪記念講演≫

浅田 次郎 氏
「幕末という時代」

平成30年11月28日
（水）13:30～
和歌山県民文化会館大ホール
参加無料

300名様（抽選により決定）

◆ 代表作「鉄道員
（ぽっぽや）」
「壬生義士伝」
「蒼穹の昴」
「プリズンホテル」等

≪お申込み方法≫
①郵便番号②住所③氏名④電話番号を明記のうえ、
「 講演会参加希望」
と記入して、
はがき又は
Ｅメールで下記あてにお申込み下さい。電話によるお申込み受け付けはいたしません。
11月14日（水）必着
１回の申込みで２名様まで参加可能です。参加者全員の氏名をご記入下さい。
当選者の発表は、招待状の発送をもってかえさせていただきます。
≪お問合せ・申込み先(事務局)≫
和歌山県農業協同組合中央会 総合企画部
〒640－8331 和歌山市美園町五丁目1番地の1 和歌山県ＪＡビル10階
sougoukikaku＠cyu.jawink.ne.jp
☎073－488－5515

11月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

思い込みが激しくなりそう。
人の話を早のみ込みしないよう、
ご用心。
気分リフレッシュには手作りにトライを

健康運

上質な睡眠を目指して。
心身とも元気に

Triangle 2018.11
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特別な日には、
気軽に着物を楽しみましょう。

あなたのセカンドクローゼット
まだ成人式に間に合います!
振袖一式

¥20,000（税別）
〜¥94,000（税別）

でも
どなた
けます
いただ
ご利用

お気に入りの着物がきっと見つかる!

JAの
なら
貸衣裳

一式の内容
振袖・帯・長襦袢・帯〆・帯揚・帯枕・前板
腰紐（5本）
・伊達〆（2本）
・伊達えり・衿芯
貸衣裳室の取り扱い衣裳／留袖・振袖・訪問着・袴・喪服・モーニング・略礼服・女性用フォーマル

京奈和自動車道

着付け・和裁等の無料講習をさせていただきます（要予約）

紀北
かつらぎ
IC

専門スタッフがしっかりアドバイスさせていただきます。お気軽にお申し出ください。

JA和歌山線

至和歌山

R24

JA紀北かわかみ
かつらぎ支店

至橋本
かつらぎ町役場●

平成31年度

TEL0736‑22‑0550

JA紀北かわかみ
かつらぎ支店1階 貸衣裳室（担当：田中）

■営業時間／8時30分〜17時00分
■定 休 日／土曜・日曜・祝日（ただし、喪服は土日祝も対応しております）

─ あなたの笑顔で紙面を飾ってみませんか ? ─

広報誌『トライアングル』表紙モデル大募集!
笑顔のステキな方の応募をお待ちしております。
８月号・9月号は浴衣、１月号は着物を着て撮影させていただきます。
※上記によるヘアメイク代の一部を助成いたします。

［ 応募要項 ］
橋本市・伊都郡在住の18〜35歳の方に限ります。
農家・非農家、自薦・他薦、性別は問いません。

（浴衣：10,000円まで 着物：20,000円まで）

［ 応募方法 ］
下 記 必 要 事 項 を 明 記 の うえ、ハ ガ キ・FAX・

［ 応募締切 ］

Eメールにて「JA 紀北かわかみ総務課 表紙モ

平成30年12月28日
（金）

デル募集係」までご応募ください。
①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤世帯主名
［送 付 先］

詳しくは JA 紀北かわかみ総務課

〔ハ ガ キ〕〒649-7203
橋本市高野口町名古曽922-2

各支店にお問い合わせください。

〔Eメール〕e-mail@ja-kk.jawink.ne.jp

☎0736-42-5172または

〔Ｆ Ａ Ｘ〕0736-44-2224（総務部）

「FU-WA」
「元気でやってま〜す」のコーナーに
登場していただける方も随時募集しております。
※今回のご応募でいただいた個人情報は、編集企画以外の目的には使用いたしません。
※ご応募多数の場合は抽選となる場合があります。
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11月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

クリエーティブな能力が開花しやすい月。
絵を描くなど、
やってみたいことに注目を。
お芝居を見に行くのも◎

健康運

運動不足になりがち。
小まめに動くこと

法律相談会
11月16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
11月4日（日）・10日（土）・11日（日）・18日（日）
11月24日（土）・25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

第29回和歌山県JA大会組織協議案について

第２号議案

㈱和歌山県農協電算センターへの和歌山県農協総合
オンラインシステム利用保証金の拠出額について

第３号議案

固定資産取得について（四郷ATM）

第４号議案

新型ATMへの更新について

第５号議案

笠田集荷場取壊について

第６号議案

笠田集荷場取壊工事の指名競争入札について

第７号議案

2019年度農薬取扱要領（個人）について

第８号議案

2019年度農薬取扱要領（団体）について

第９号議案

2019年度肥料取扱要領について

第10号議案

Aコープかつらぎ店

第11号議案

出資口数の減少について

① 武士が腰に差す物
③ パリやベルリン、
バンコク、
北京など
⑥ 8は2の4○○です
⑦ 英語ではゼブラ。草食動物です
⑧ 月が出ていなくて真っ暗です
⑩ タンスなどに加工する軽い木材
⑫ 家族やごく近しい人のこと
⑭ 遠くて近きは男女の○○
⑯ モミジとも呼ばれる木
⑱ 10月は神無月、
11月は○○○○
⑳ ネタやシャリなどから作ります
 このぶんしょうにはつかわれていません
 ヒトコブ○○○やフタコブ○○○は砂漠で
使われる動物

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

０１２０-２５８９３１（フリーダイアル）

横

店舗改修と固定資産取得について

※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。

〜夜間・休日の自動車事故受付〜

縦

第209回理事会を9月13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 アフリカの川や池にすむ動物。体も口も大きい
② そろそろスタッドレス○○○に交換しようかな
③ まるで取り付く○○もない様子だったよ
④ ○○○栽培はオーガニック農法とも呼ばれます
⑤ 鳥籠の中に取り付ける棒
⑦ 火事に備えて設置する物
⑨ 音はこれで聞き取ります
⑪ 落語を客に聞かせる職業
⑬ 頭をひねって絞り出します
⑮ 徳川将軍家は三つ葉葵
（あおい）
⑰ 机のこと。
ライティング○○○
⑲ 道が十字に交差している所
 漢字では羊の歯と書く植物

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

11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

クリヒロイ
応募総数は32通でした。

全体運

うわさに興味を持つのは避けた方が無難です。
それより、
自分が好きなことに意識を向け、
それを満喫するのが正解

健康運

楽しく体を動かせば体調アップの呼び水に

Triangle 2018.11
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親の代から農業をしており主に
米を作っていましたが、中岡さんが
果樹栽培を始めたのは、果物が好
きで苗木を植え始めたことがきっ
かけでした。仕事を退職後はシル
バー人材センターに勤め、今年で
10年目になります。草刈りや伐採
など専業農家のところへ出向くことも多いため、そこでの会話や実際の現

出荷者通信

場を見て学ぶこともあるそうです。今は夫婦で協力し合って農業をされて
います。中岡さんの自慢は
「味」
。日当たりのよい場所で日光をたっぷりと

Consignor Communication

浴びて育った果実だからこそ
「味をみてほしい」
と話してくれました。また
見栄えにもこだわり、出荷に向けて一つずつ丁寧に計測を行うことも欠か
せません。野菜については無農薬栽培で、
自然のままのおいしさを味わっ
てもらいたい思いで育てています。そうした丹精込めたものが売れた時

橋本市隅田町真土

中岡
物
出荷

政昭さん

●柿
●桃

の喜びが自分たちの励みになっています。
旦那さんがいない時は奥さんが一人で苦労することもあるため、旦那

●柑橘類

には農業一本で…という気持ちもあるそうですが、
自分たちが作ったもの

●野菜

を買ってもらいたいという思いで、良質な商品作りにこれからも夫婦仲良
く頑張ってくださいね。

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
●野菜を頂いた時、根っこがあれば必

●いつも楽しく読ませてもらっていま

ず植えます。大根やにんじんは葉付き

す。いよいよ秋祭りですね。1年を通し

のまま切って水にさしておくと、お味噌

て色んな行事が楽しみです。

汁の具になるので、命って手を差し伸
べれば元気になるのね。
（九度山町・Hさん）
●気をつけて摘果したつもりが、大きく

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。

（橋本市・Iさん）
●いつも
“トライアングル”
を楽しみに
読ませていただいています。頑張って

先月号の
当選者

いる方々や、可愛らしい子どもたちの

色づいた三角形の柿!! なぜか素肌べっ

記事、写真を見て励まされたり、和ませ

ぴんさんで捨て難い。
「おにぎり柿」
で

てもらえたりしています。

販売できないかなぁ
（笑）

石本加代子さん
（九度山町）
岩﨑ミエコさん
（かつらぎ町）
栗川万須美さん
（九度山町）
色谷 圭司さん
（橋本市）
長尾ミチコさん
（橋本市）

編集後記 _editorial note_

（かつらぎ町・Nさん）

（橋本市・Mさん）
●クロスワードクイズの答えと共に秋

9月に入り、夏の暑さから一気に秋の涼しさに変わりま

お便りの宛先

が訪れようとしています。栗にあやかり

したね。朝・晩は特に、鳥肌が立つほど寒い! って感じる
日も多くなり、日が沈むのも早くなって、退社する頃に
は真っ暗です。そんな季節の移り変わりのせいか、久し
振りに風邪をこじらせてしまいました。いつも市販の薬

栗を入れ赤飯を炊きました。初もので

で治るはずなのですが、
なかなか治らない…。みんなに

したが24日は十五夜お月見です。萩花

うつしてやろうとマスクを外してみたものの、やはり治

を飾り、もう一夜栗ごはんとだんごで

らない…。もうしばらくお付き合いしないとダメみたい

祝い、
味わいたいと思っています。

ですね。頑張ります
（泣）
こうならないように、体調管理
にはくれぐれもお気を付けください。

（橋本市・Yさん）

そして今月は台風の嵐。可愛らしいネーミングとは一
転、大きな爪痕を残していきます。万が一に備えての買

10 30

締切は
月
日
（火）
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。

い物も、早めに済ませて混雑を避けましょう。レジ待ち
45分…。なかなか辛いものでした。

※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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抽選で
5名様に

11月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

あれこれ余計なことまで気にして動けなくなり、
つきを逃しがち。
開き直りの気持ちを大切に。
花を飾るのも吉

健康運

ストレスを感じそう。
スポーツで発散を

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
我慢強さが必要だ

九度山町上古沢
ノボル

坂中 登さん（80）
御年80歳の坂中さんは、野菜・果樹の栽培やご自宅の広大なお庭の剪定を一人でこなし
てしまうなど、
まだまだ元気に毎日を過ごされています。JAが合併する前の伊都農協当初か
ら当JAを利用しており、農業に使う資材については
「農協のもの」
と決めてずっと使い続けて
くれているそうです。また総代や年金友の会の役員を務めていたこともあり、
「担い手不足
で農業者が少なくなっていく時代だからこそ、いろいろと考えて農協には頑張ってもらいた

！
「うさたん」
『かきたん』ならぬ 柿の

い」
と投げかけてくれました。坂中さんは子どもの頃に戦争を経験され、
どんなことでもでき
るように、忍耐力を身に付け体を張って稼がなければならない時代だったと語ってくれまし
た。
「なかなか難しいことかもしれないが、現代の若者たちにもそうした力を養って前に進ん
でほしい」
とエールも送ってくれるなど、次世代を担う若者への思いや農協への期待を常々
考えてくださっています。
若い頃はアユ釣りが大好きで、各地へよく出掛けていたそうです。今の楽しみは
「食」
。食
欲の秋にちなんで、秋の味覚・おいしいものをたくさん食べて、
これからも元気に毎日楽しく
過ごしてくださいね。

たくさんの子どもたちが
『かきたん』
を彩ってくれました★

■材料
（2～3人分）

食菜館の
この逸品

牛切り落とし肉...................250g
大根................ 1／3本
（約400g）
にら...................1／2束
（約50g）

風
牛肉と塩もみ大根のキムチ鍋

■作り方

肉を1分ほど炒める。肉の色が変わっ

⑴ 大根は長さを半分に切り、皮をむいて

たら大根とキムチを加え、全体がなじ

縦に5㎜角の棒状に切る。塩をふって

むまで炒めて火を止める。

10分ほどおき、水けをしっかりと絞る。 ⑶土鍋に煮汁の材料を入れて混ぜ、⑵を
にらは長さ6㎝に切る。牛肉は食べや

加えて強火にかける。煮立ったらアク

すい大きさに切る。

を取りながら1分ほど煮て、
にらを加え

⑵ フライパンにごま油を強火で熱し、牛

ん広場NE W S
やっちょ

白菜キムチ.........................150g
塩...............................小さじ2／3
【煮汁】
だし汁...............................3カップ
しょうゆ........................... 小さじ2
白すりごま............................適宜
ごま油............................. 大さじ1

て白すりごまをふる。

11月のオススメ
「温州みかん」
美味しいみかんの見分け方は、へたの切り口が小さく果
皮の色が濃くて張りがあり、皮のツブツブが小さくはっきり
しているものを選びましょう。果実が小さめで果皮が柔らか
い方が糖度は高いと言われています。温州みかんにはビタミ
ンCが豊富で、
また果肉の袋
（じょうのう膜）
や白いスジには
高血圧や動脈硬化を予防する効果があるといわれています。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

11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

11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

考え方が後ろ向きになりやすい期間かも。
意識的に笑顔を心掛けましょう。
また、
感謝できることを探すと開運に

健康運

良好。
運動で体を動かすと、
なおグッド

Triangle 2018.11
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橋本市高野口町伏原

中村

あさひ

旭陽く

お父さん…任貴さん

ん
（1歳）

お母さん…真唯さん

人

見知りもしない好奇心旺盛な旭陽くん。アンパンマンやニモ
がお気に入りで、お家ではお絵描きや電車のおもちゃでよく

遊び、お外では元気に走り回っているそうです。また知っている音楽
が流れると曲に合わせて踊ったり、ママ・パパがすることを真似たり、
最近では言葉の発音もしっかりできるようになったり、すくすくと成
長していく旭陽くんです。
ママとパパは
「初めての子育てで毎日が大変ですが、いろんなこ

とに興味を持って成長していく姿を見ていると、毎日が発見です」
と
嬉しそうでした。
名前には、旭陽くんがいると太陽のように周囲が明るく元気に
なってほしいという両親の想いが込められています。思い出作りは

と
ひとこ
親から

これからということで、ママは
「着ぐるみを着せて一緒にディズニー

ご両

リゾートに行きたいです」
と話してくれました。家族でいろんなとこ
ろへお出掛けをして、楽しい思い出をたくさん作ってくださいね。

JA で行く こころの旅 出会いとふれあい 四国遍路

◆専門ガイド（先達）と添乗員が同
行致します。納経や朱印取りは添
乗員がお手伝い致します。
◆地元発着で楽々! バスで入れない
ところもタクシーをご用意致します。

四国八十八ヶ所
巡礼の旅

第1回 徳島県

発心の道場

旅行
実施日
ご旅行
代金

日

11/29木～12/1土
大人1名

69,800円

（男女別の相部屋になります。）

次

1日目

2日目

3日目

3日間

平成30年

行

最少
催行人員

［今後の予定］
第2回 高知…修業の道場
（1月下旬・4日間）

第3回 愛媛…菩提の道場
（3月中下旬・5日間）

20名様

第4回 香川…涅槃の道場
（5月中旬・4日間）

※予定の為変更になる場合がございます。

程 （第1回 徳島県発心の道場 3日間）

食

事

指定配車地（5：30～7：30）＝＝和歌山港～～徳島港＝＝①霊山寺＝＝②極楽寺＝＝昼食＝＝

朝：×
昼：○
夕：○

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＝＝

朝：○
昼：○
夕：○

平成30年10/31水

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

朝：○
昼：○
夕：×

お問合せ・お申込先

③金泉寺＝＝④大日寺＝＝⑤地蔵寺＝＝⑦十楽寺＝＝⑧熊谷寺＝＝⑨法輪寺＝＝⑥安楽寺
【宿泊】

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】

山港＝＝指定配車地（19：30～22：00）

＝＝：バス、～～：船、 ……：徒歩

※行程表の時間はあくまで目安です。 交通機関の都合により変更になる場合があります。
※後日改めて、 集合・解散地をお知らせ致します。

申込締切日

旅行センター

☎0736-42-3060

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2018年11月号
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