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森田 渚月さん（18）
■ 橋本市高野口町

Q

現在は何をしていますか?

Q

得意なことは何ですか?

学生です。

ダンスです。

Q

休みの日は何をしていますか?

アウトドア派なので、
どこかへ出かけています。

Q 自分の性格をひとことでいうと?
明朗活発です。

Q

行ってみたい場所は?

Q

将来の夢は?

Q

好きなものは?

外国に行きたいです。

航空関係の仕事をすることです。

映画：プラダを着た悪魔
スポーツ：ダンス
食べ物：ラーメン

森田 渚月さん、
ありがとうございました!
2
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撮影場所：紀北青少年の家
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お笑い &
マジックショー
年金友の会

︻第１部︼

当JA金融部は、
かつらぎ総合文化会館
「あじさいホール」
で、
年金友の会会員を対象に
「お笑い＆マジックショー」
を開催しました。
マジック・漫才・落語など自慢の芸を披露いただき、
会場を大いに
盛り上げ楽しませてくれました。

笑いに ！
会場は
した
包まれま

︻第２部︼

月亭方正
マジシャンTOKI
学天即
ヘンダーソン

西川のりお・上方よしお
まるむし商店
メンバー

かみ│
│JA紀北かわ

年金友の会
会員募集中

年金友の会会員はJAに年金振込をご指定いただいている方で
構成し、生き生きとした暮らしと会員同士の親睦を深めるため、
約2,800人の会員がいろいろな活動をしております。
年金友の会会員だけのお楽しみ!
みんなで楽しいひとときをすごしませんか?

1泊2日
旅行

▶総会を兼ねて毎年春に実施しています。
▶豪華な旅行が比較的お安く楽しんでい
ただけます。
※費用についてはJAから一部助成があります。

ゴルフ大会

▶毎年5月頃に実施しています。
▶腕自慢が集って互いの技を競います。

2泊3日
旅行

▶毎年、
年1回実施しています。
▶ゆったりと、
たまには豪勢に旅行を楽し
みませんか?

グラウンド
ゴルフ大会

▶毎年11月頃に実施しています。
▶たくさんの方にご参加をいただくため、
各支部で予選が行われます。

▶毎年、
年1回実施しています。
▶お気軽にご参加ください。

ゲートボール
大会

▶毎年11月頃に実施しています。
▶管内のチーム
（今年は10チーム）の
参加により盛大に開催されます。

日帰り
旅行

※ご加入には年間費として1,200円が必要となります。詳しくは支店窓口へお尋ねください。

取りの皆さまにご利用いただける定期貯金です。

店頭金利

の優遇で、

ぜ
ひ
ご利用くださ
い！

」は
「すこやか定期
ご存知ですか?

年金友の会に入っていなくても、JAで年金を受け

とてもおトクに貯めることができます
（上限300万円）
。
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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

抜粋

認定農業者との

意見交換会 Q & A

─ No.8 ─

11月22日
（かつらぎ管内）、29日（橋本・九度山管内）の2回に渡り、認定農業者との意見交換会を開催しました。
皆さまからいただいたご意見・ご要望の中から抜粋し、Q＆Aの形でご報告いたします。たくさんのご意見ありがと
うございました。
Q ① この交換会は、
定期的に行われるのか。

A ① 今後も定期的に開催したいと考えています。

Q ② 認定農業者を増やそうという意見があ
るが農協の考えは。

A ② 認定農業者数は年々減少しています。JAとしてもこの現状を放って置く訳
にはいきませんので、行政にも働きかけていきたいと考えております。

Q ③ このような意見交換会をなぜ持ったの
か。

A ③ 今年は農業者の中心としてご活躍いただいている認定農業者の皆さんに
自己改革の報告と多様なご意見を頂戴したく開催することといたしました。

Q ④ 選果場担当職員、
営農指導員の配置・人
事についてお聞かせいただきたい。

A ④ 近年の傾向から人材確保が難しく、
また専門分野であることから人材育成
に苦労しているのが現状です。担当者が未熟であり皆様にご迷惑をおか
けしているのも事実であります。今後職員の育成に力を注いでいく所存で
す。皆様におかれましてはご不満もあろうかとは存じますが、職員育成にお
力を貸していただきたくお願い申し上げます。

Q ⑤ やっちょん広場での資材の在庫切れの
後資材の在庫入荷時の連絡を出荷者に
わかるように掲示してほしい。

A ⑤ 在庫切れ時の入荷連絡は事務所に申し付けて頂ければ対応
（電話・メール）
させて頂きます。

Q ⑥ 有線放送廃止後の対策、
つたえるネット
が操作できない人がいると思うが、
どの
ように対策していくのか。

A ⑥ 支店担当者、本店担当者がお手伝いいたします。
（各携帯電話会社での変
更が必要な場合もあります）

Q ⑦ 生け捕ったイノシシを料理などに活用で
きるよう考えてはいかがですか。

A ⑦ 現在行政と話し合っています。

Q ⑧ 大々的にドローンで防除をすれば、
ドリフ
トの問題が出てくるのではないですか。

A ⑧ ドリフトの問題はありますが、
ドローンでの作業は省力化には大変有効で
ありますので、今後使い方の研究をして導入に向けて検討したいと思います。

Q ⑨ 農水省とか中央会は小規模農家より大 A ⑨
規模農家・米の方を優先して問題を進
めています。もっと何らかの方策を、和歌
山県の中山間地で色々な作物を生産し
ていることを農水省に訴えてほしいです。

国の農業政策は米が中心であり、果樹は端の方へ追いやられています。
し
かし和歌山県は中山間地の果樹を何とか維持していく、あるいは発展させ
ていくことで各 JAとも知恵を絞っています。これからも出来るだけのことは
させて頂きたいと考えています。

Q ⑩ 柿の輸出を始めましたが、
今後の見通し、 A ⑩ 今後品種を考える必要があり、富有柿も検討しなければと考えています。
豪州向けの品種はどのように考えてい
ますか。
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Q ⑪ アメリカ向けの富有柿はあまり検討して
いないのですか。

A ⑪ カリフォルニア州が柿の産地なので、未知の部分も多いですが早く出荷で
きる品種が良いのではと考えています。

Q ⑫ 農協の自己改革を通して、
これから本腰
を入れて認定農業者を増やしていく予
定ですか。

A ⑫ 認定農業者数が減少していますので、
まずは現状維持ができれば良いと
考えています。行政と協議しながら探っていきたいと考えています。

Q ⑬ 管内はほとんどが柿の栽培なので、
野菜
を増やしていけませんか。野菜は年に数
回収穫でき、柿とは労力も違うため野菜
部会を設立し、野菜にも力を入れてもら
いたいです。

A ⑬ 野菜は多品目なので野菜部会では活動が広範囲で焦点が定まりにくいと
思われますので、現在共選で実施しているような品目別のグループ（将来
は部会）
を作り、意見交換をしていければと考えています。それにより野菜
の価格が安定すれば、見返りがあるので栽培農家も増えると思われます。
また、品目別の部会が統括する野菜部会を必要とすれば設立の方向で進
めます。
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2 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

いろいろ考え過ぎてしまうもよう。
鏡の前で笑顔を作り、
気分を上向かせましょう。
リラックスには足湯がベスト

健康運

評判の健康食材を試す好機。
手応え十分

第
29
回

和歌山県JA大会

JAグループ和歌山は、11月28日、第29回和歌山県JA大会を
開き、組合員ら1,100人が参加しました。
その中で、以下に紹介する4つの重点実施事項を決議しまし
た。今後3年間でJAグループ一体となって実現を目指します。

将来の和歌山県農業の目指す

正・准組合員の加入を促進する

将来にわたって持続可能な経営

将来にわたり県内農業の振興や

姿を具現化し、JA関係者および

とともに、事業・活動などを通じて

基盤を確立・強化する他、各種リ

地域の活性化に貢献できる本県

農家が今後10年間の共通目標

組合員とのメンバーシップ強化

スクに対応する内部管理体制の

JAグループの組織体制のあり方

として取り組む為の指針として作

に取り組みます。特に、地域の農

確立、経営管理の強化を目指し

について研究します。
また、研究

成した「JAグループ和歌山農業

産物を
「食べて応援」、
「作って応

ます。また、組合員の営農とくら

に際しては、
中央会・連合会の権

振興ビジョン」の実現に向け、販

援」、JAの事業を
「利用して応援」 し、JA経営を支える総合事業を

利 義 務を承 継し、最 大 限 のス

売高600億円を目標に、生産基

する
「農業振興の応援団（サポー

展開し、協同組合運動者としての

ケールメリットを得ることが可能

盤の維持・強化や生産販売戦略

ター）」の拡大に取り組みます。
ま

人づくりに取り組み、組合員・役

となる県1JA合併を前提とし、研

の実践に取り組みます。

た、全戸訪問活動を基本とした

員・職員の協同組合運動に対す

組合員との対話運動を展開し、 る理解と認識を深めます。
JA運営に反映します。

究結果に基づき県1合併を進め
るか、現行の8JAそれぞれが一
層の自己改革・経営改善を進め
この難局を乗り切るか、2020年
度の早い時期を目途にその適否
について結論を得ます。

2 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

幸運期。
未体験ジャンルに飛び込むと、
グンと視野を広げられます。
注目度が増すので、
自己アピールも大成功

健康運

行動的になれそう。
体調に良い影響あり
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【総務部】全職員研修会

私たち一人ひとりが人権について考える

14.15 22

11/

11/

↑人権についての説明をする平田氏。

本店4階大ホールで当JA職員を対象に、伊都振興局地域振興部人権・県民担当主幹 平田
氏による人権研修が行われました。研修では、障碍者差別解消法・ヘイトスピーチ解消法・部
落差別解消推進法の人権3法や高齢者の人権についての説明後、
ビデオ鑑賞を通じて日常

生活の中で起こりうる人権問題を改めて考える貴重な時間となりました。

【生活部】女性会とJA役職員との対話集会

今後の活動に向けて意見を交わしました

27

11/

本店3階会議室で、女性会会長をはじめ各管内の女性会役員と
JA役職員との対話集会を開催しました。女性会からは、調理室
の設置について、家の光の購読について、女性会活動の広報に

ついてなど今後の活動における要望についての意見が多数あげられ、活発
な対話集会となりました。
↑対話集会の様子。

【やっちょん広場】川柳コンテスト・ジャンボかぼちゃ重量当てコンテスト

入賞者の皆さま、おめでとうございます!
12/

2

やっちょん広場で
「第15回富有柿まつり」
で開催された、川柳コ
ンテスト並びにジャンボかぼちゃ重量当てコンテスト入賞者の表
彰式が行われました。応募いただいた川柳の中から、組合長賞・

専務賞・店長賞が選ばれ、大西店長より富有柿のケースなどの景品が贈られ
ました。ジャンボかぼちゃ重量当てコンテストは、売り場と食菜館の2ヶ所で
行い、45.2㎏・20.7㎏のかぼちゃに一番近い重さを予想された方を、あっ
ぱれ賞・おみごと賞として表彰しています。
入賞者をご紹介します。たくさんのご応募ありがとうございました。

川柳コンテスト
組合長賞

テニス少女様

専務賞

プーさん様

店長賞

こはる様

5.2kg
4
は
売り場
.7kg
は20
！
館

食菜

↑たくさんの川柳を応募いただきました。

でした

ジャンボかぼちゃ重量当てコンテスト
あっぱれ賞
（売り場） （橋本市）
谷様
おみごと賞
（食菜館） （柏原市）
川渕様
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2 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

地道なルーティンワークもきっちりこなせる月。
持ち前の忍耐力を発揮できそう。
気分転換には静かな音楽を

健康運

徐々に回復。
スポーツに関心が向くはず

【資金課】
まごころ店舗づくりコンクール

明るい店舗で皆さまをお迎えいたします
12/

3

当JAでは、夏と冬の貯金キャンペーンの時期に合わせて、
まごころ店
舗づくりコンクールを行っています。利用者の皆さまに気持ちよく・楽し
くJAをご利用いただけるように、各支店では手作りのポスターや飾り

つけをしてお待ちしておりますので、
お気軽に窓口にお越しくださいませ。
審査の結果、今回最優秀店舗に選ばれたのは橋本支店でした。来店された際は、店
内・外の飾りつけにも注目してみてください。

↑キッズコーナーを設けている店舗もあります。

【営農課】
レンタル農機実演

たまねぎ移植が乗って楽に、操作も簡単
12/

3

かつらぎ支店に隣接するJA管理の圃場で、JA和歌山県農がレンタル
する乗用汎用たまねぎ移植機の実演会を開きました。機械に乗ったま
まロータリーポットに苗を供給するだけで同時に4条分の植付けがで

き、同じうねを往復する必要がなく旋回も少なくてすむため、圃場の踏み固めを軽
減できます。ロータリーポット用に苗の下準備をする必要がありますが、従来の手
作業での植付けと比較すると労力の軽減、生産コストの低減、時間短縮を図れるな

↑ヤンマーアグリジャパンの担当者の指導のもと、乗用汎用
たまねぎ移植機を体験する参加者。

ど、
楽にたまねぎ移植が可能となります。

【営農・販売部】甘熟富有柿の出荷に向けて

最高級ブランド甘熟富有柿『夢』
『 希』の初選果・競り

6.8

12/

国内有数の富有柿産地として知られる九度山町にあるマルい選果場で6日、甘熟
富有柿『夢』
『 希』の選果が始まりました。甘熟富有柿部会では、甘熟富有柿の中
でも特に形・着色がよく、糖度18度以上の厳選されたものを『夢』
『 希』
と名付け

出荷しています。8日には大阪市中央卸売市場本場にて甘熟富有柿『夢』の初競りが行われ、
1ケース3万円で競り落とされました。
↑箱詰めされた甘熟富有柿『夢』。

【営農部】青年部とJA役職員との対話集会、JAならけん五条吉野支部青壮年部との研修会

初めての試み、JAならけん五条吉野支部青壮年部との研修会
12/
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本店3階会議室で、青年部員とJA役職員との対話集会を開催し、労働
力の斡旋と確保について、外国人労働者の雇用について、補助事業な
どについて議論しました。午後からはかつらぎ中央総合選果場で、JA

ならけん五条吉野支部青壮年部との研修会を行いました。各支部の活動報告の後、
グループワークで栽培品目・栽培で困っていること・今後協力できることについて
意見を交わし、互いに交流を通じて親睦も深めました。

↑グループワークの様子。

【販売部】
プレミアム串柿『百寿』奉納

匠の技が集結!伝統が生み出す貴重な串柿を奉納

19.21

12/

四郷串柿部会は、地域の伝統産業の合作である
「プレミアム
『百寿』」
の
箱入れ式を19日、高野山真言宗総本山金剛峯寺への奉納式を21日に
行いました。
『 百寿』は県指定伝統工芸品紀州高野組子細工の化粧箱

に入れられ、串柿を包む和紙は伝統ある手漉き和紙
「高野紙」
が使用されています。
これらの串柿は首相官邸や各市町村に届けられました。
↑奉納されたプレミアム串柿『百寿』
をもつ添田隆昭宗務
総長と感謝状をもつ木村専務。

2 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

人脈を広げられそう。
同じ嗜好（しこう）
を持つ仲間たちとの交流も刺激大。
集まりには気軽に顔を出して

健康運

体力増強に力を入れると好調キープ可能

Triangle 2019.2
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2 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！

ウメの受粉対策

安定生産を目指した園地づくりを行いましょう

ウメは一般的に自家親和性が低く、同一品種の花粉では受
粉しない品種が多くあります。そのため結実の成否は、気象条

昨年の柿は、９月の台風・降雨の影響により刀根早生

件や花粉を運ぶミツバチの活動に委ねられます。巣箱を設置

で汚損果の発生が多く見られました。これらが発生する

する際には、
以下の事に気を付けましょう。

原因の一つとして、日照不足や密植があげられます。発

●10a当たり2箱を目安とする

生の多かった園地では、再度園地を見直し、間伐や縮伐

●日当たりの良い暖かい場所へ設置する

を行うなどして通風採光を良くするようにしてください。

●風の少ない場所へ設置する

また、１月・２月は最も寒い厳寒期です。 まだまだ

●園地が傾斜地の場合は、
傾斜の下方に設置する

寒い日が続きますが、体調管理には十分注意して作業

●巣箱の場所は、一度設置したら引き上げるまで場所を動

を行ってください。

かさない
●雨水が入らないように入口をやや低くする

土づくり

病害虫防除

良い土壌とは、固相40～50％、液相25～30％、気相25～
30％の配分で保水性、排水性、通気性、保肥性の優れたものを

近年は暖冬傾向にあり、カキノヘタムシガやイラガ類、

いいます。

ハマキムシ類等の害虫が多発しています。これらの虫は

このような土壌では、根に適度な水・酸素が供給されるため、

粗皮下で越冬している恐れがあるので、２～３年に一度

地上部の生育も良くなり安定した果実生産を行うことができ

は樹全体の粗皮削りを行うなど耕種的防除に努めましょう。

ます。

また、昨年、富有柿で炭そ病被害が見られた園地で

しかし、土壌の状態は毎年同じではなく、毎年変化していくも

は、感染を防ぐためにも病斑のある結果母枝は除去し

のです。定期的に土壌分析を行い、常に状態を把握して、干ば

ましょう。

つや長雨等の天候不順に負けない土づくりに取り組みましょう。

柿剪定の仕上げ

品目

防除
時期

適用病害虫

モモ

2月下旬

縮葉病

２月に入ると剪定も終盤を迎える頃です。枝が混み合ってい

防除薬剤
石灰硫黄合剤

る箇所や切り忘れがないか、
もう一度見直しましょう。特に汚損
果・すす点病が発生しやすい園地では、注意してください。

使用
回数

10倍 発芽前 規制なし

※展着剤を加用し、かけムラのないように散布
する。
石灰硫黄合剤

柿の接ぎ木用穂木の採取

収穫前
日 数

10倍 発芽前 規制なし

1月下旬 カイガラムシ類 ※展着剤を加用し、かけムラのないように散布
スモモ
する。

接木に用いる穂木の採取は、落葉してから芽が動き出すま
での間なら大丈夫ですが、実際は貯蔵期間が短いほうが穂木

2月中旬

ふくろみ病 トレノックスフロアブル 500倍 14日前迄 3回以内

の状態が良いと言われています。
穂木は充実した枝が適しており、活着率や伸長がよくなり
ます。昨年結実した結果枝、徒長枝、夏枝などは避けるようにし
ましょう。
また、接ぎ木を行う際、穂木が乾燥していると活着率が悪く
なってしまいます。採取した穂木は、
１０～２０本を一束にして乾
いた新聞紙で包み、乾燥対策としてさらにビニール袋等に入れ、
冷蔵庫等で保存しておくようにしてください。
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2 月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

気力が低下しやすい。
面倒なことを先延ばしして、
もっと運を落とす結果に。
感謝の心を思い出すと運気好転へ

健康運

疲れをため込みがち。
良質な眠りが必要

2月の天気

平成30年12月25日 大阪管区気象台発表

橋本資材センター

……TEL.0736-33-2300

近畿太平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ないで
しょう。気温は、高い確率50％です。降水量は、近畿
太平洋側で平年並または多い確率ともに40％です。

柑橘

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

土づくり

間伐と土づくり

土づくりは果実を生産する上でとても重要な作業です。有機
物を園内に投入することによって土壌の通気性・保水性が向上

間伐の実施
密植園は、
日照不足により果実肥大が悪くなり、品質が低下
します。樹と樹の枝先が交差し始めたら思い切った間伐を実施

し、根の伸長が活発になります。さらに、肥料成分が流亡しにく
くなるので、
有機物投入前と比べ肥料効果が持続します。
また、近年マグネシウ

しましょう。

ム欠乏などで、葉の葉脈

下図のように間伐を行うと日照の確保や、作業性の向上に繋
がります。

の間が黄化している園地
を見かけます。そのよう

隣に樹があり、横枝の伸長が妨げられている

密植園

な園では、スーパーマグ
などの土壌改良資材を使
いましょう。

土壌改良資材施用例

樹が混んでいて日影になっている

資材名

樹の内部まで光があたる

間伐後

施用量
（10aあたり）

完熟堆肥

1～2t

アヅミン

40㎏

セルカ又は苦土石灰又は消石灰

100～200㎏

スーパーマグ

60㎏

BMヨウリン

60㎏

間伐することによって横枝が増える

KIHOKU
KAWAKAMI

厳選

天野米

おすすめ商品

天野の里は、標高450mの高原にあ

り、昼夜の温度差が大きく、そこで作

られる生鮮野菜等は高原野菜としてと
ても品質が良く好評であります。

天 野 の 恵まれた自 然に育まれた

「天野米」
を是非一度ご賞味ください。

特選予約米

JA紀北かわかみが自信を持ってお

勧めする安心・安全な特選予約米です。
北 海 道 産 な な つ ぼしと秋 田 県 産

ひとめぼれをブレンドしたお米です。

☆毎月20日頃のお届けになります☆

炊きたてを食べるもよし、冷めても

美味しいのでおにぎりにして食べるも

よしの非常に万能なお米です。

5㎏入り
予約価格

2,280円（税込）

お問い合わせは、JA紀北かわかみ

2 月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

5㎏入り
予約価格

1,780円（税込）

本店 資材課
（☎0736-42-3095）
までお願いします。

全体運

自己表現力が高まりそう。
うまく長所をアピールでき、
周囲から慕われるはず。
クリエーティブな活動にもつき

健康運

無理は禁物。
生活リズムを整えましょう

Triangle 2019.2

9

野菜の
楽園
82

Vol.

■春ジャガイモ

春ジャガイモ

口を下にし、傷口に雨水がしみ込まないようにします。覆土は
7～8㎝程度にします。

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

切り口を上に向けると
イモが腐りやすくなり
ます。

種イモ

■…収穫

春ジャガイモを楽しむ!
デンプンのほか、ビタミンCやB類、
ミネラルを含みます。紛質の男爵薯・
キタアカリ・デジマ・ムサマルは、蒸かし
イモ、コロッケ、マッシュポテトなどに。
粘質なメークイン、ホッカイコガネは、
フライドポテト、
カレーなどに向きます。

■管理
●間引き
草丈が10㎝の頃、生育の良い太い芽を2本残して他をかき
取ります。種イモが動かないように、残す芽の株元を手で押さえ、
丁寧に芽をかいてください。

■栽培のポイント

斜めに根本から抜く

10㎝

★良質の種イモを購入します
★連作を避けます
★適期に芽かきをします

しっかり押さえる

★イモが露出しないように土寄せを繰り返します
★覆土が厚すぎると出芽が遅れるので注意します

●土寄せ
間引きが終わったら土寄せを行い、追肥を施します。その15

■畑の準備

日後に2回目の土寄せを行い、
追肥を施します。

冬の間に深めに荒起こしをして、pHを5～6.5に調節しておき
ます。幅100㎝の畝を作ります。
■施肥例（本圃10aあたり）
時

肥料名

施肥量

定植前

野菜有機化成

１５０kg

追肥１

土寄せ1回目

野菜有機化成

50kg

追肥２

土寄せ2回目

野菜有機化成

50kg

元肥

期

土壌改良材として、
有機質堆肥 2t、苦土セルカ 2 号 200㎏を施用します。

15日後
2回目

1回目

肥料

■収穫
茎葉が黄色くなってきた頃、晴れた日に収穫します。外皮を乾
かしてから収納すると腐りにくいですが、天日にさらしすぎると

■種イモの準備
10a当たり100㎏の種イモを用意します。春ジャガイモの場
合、50g以下の種イモはそのまま使用し、それ以上の大きさの

緑化するので注意しましょう。
■病害虫防除

ものは1片が30g前後になるように2～4片に分割します。
横切りにすると種イモに
よって萌芽が不揃いにな
るので注意しましょう。

●植えつけ
あらかじめ元肥を入れ、土を返して準備しておいた溝に約

対象病害虫

薬剤名

散布基準

安全使用基準
（日／回数）

疫病

ダコ二ール1000

500～
1,000倍

7／5

テントウムシ
ダマシ類
アブラムシ

アディオン乳剤

2,000～
3,000倍

14／4

30㎝間隔に1個ずつ種イモを植えつけます。種イモは切り
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2 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

受け身になり過ぎて、
チャンスを逃す暗示。
ただ、
必要以上に出しゃばると争いを招く原因に。
バランスが重要

健康運

次第に上昇する兆し。
まめな運動が有効

平成31年度

JA紀北かわかみ 女性会会員募集!!

〜女性としての完成を高め、輝く自分自身のために!!〜

あなたも女性会に入って新しい自分を発見してみませんか？
■新規会員の募集について

■各教室の募集・申し込みについて

平成31年度も女性会では内容豊かな教室を開催し、 各教室を変更・退会される方は、お手続き
魅力ある活動を計画しています。新規加入希望の方は が必要となります。
各支店または本店・生活課までお申し込みください。
申込締切 平成31年2月28日
（木）
申込締切 平成31年3月29日
（金）
【本部・グループ活動】
紀北かわかみ 女性会活動のご案内

JA

1

日帰り旅行

年2回

3

料理教室

本店別館・年2～3回

2

ガーデニング

本店別館・年2～3回

4

ボランティア“あじさい”

かつらぎ町内

【教室活動】
5

大正琴

本店別館・月2回

13 カラオケ・スミレ組

本店別館・月1回

21 手芸

6

ちぎり絵

本店別館・月1回

14 カラオケ・ユリ組

本店別館・月1回

22 リズム体操
（フラダンス等） 本店別館・月2回
23 アレンジメントフラワー

7

俳句

本店別館・奇数月

15 カラオケ・桃組

本店別館・月1回

8

墨絵

本店別館・月1回

16 カラオケ・すずらん

本店別館・月1回

9

生け花・嵯峨流

本店別館・月1回

17 カラオケ・さつき

かつらぎ支店・月1回

10 カラオケ・桜組

本店別館・月1回

18 カラオケ・ポピー

かつらぎ支店・月1回

11 カラオケ・バラ組

本店別館・月1回

19 編み物

本店別館・月2回

12 カラオケ・梅組

本店別館・月1回

20 手芸

かつらぎ支店・月1回

本店別館・月1回
本店別館・月1回

5 名以上のサークルとして、スコップ三味線・
フリマサークル・アレンジメントフラワー・
観劇観戦部・手芸部・押花・レザークラフト・
盆踊りサークルなどの活動もあります。

◆各教室活動は、
4月が準備期間のため、5月から開始させていただきます。 ◆本部・教室・グループ活動はお申し込み10名以上の開講となります。

【女性会会員資格および、退会・変更について】会員資格は本店・生活課に退会・変更届の提出がない限り、
自動継続となります。

紀北分院からの

ちょっといい話

詳しくは、各支店女性会担当者または生活課
（☎0736-42-2325）
までお問い合わせください。

ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品（後発医薬品）
は、新薬（先発

価
（薬の価格）
が安くなります。その結果、患者さん

医薬品）
の特許等の期間満了後に販売される医薬

自身の自己負担が軽減できることはもちろんです

品として知られています。特許権が得られた新薬に

が、少子高齢化が進む日本では今後も医療費の増

ついては、法律の定めるところにより、一定期間、独

大が予想されることから、国の医療費を削減するこ

占的に製造・販売できる特許期間があり、その期間

とにより、国民皆保険制度を維持していくために推

が終わると、有効成分や製法等は世界共有
（国民共

進されています。日本のジェネリック医薬品使用割

有）
の財産となり、世界のどの医薬品メーカーでも

合の目標は、平成32年9月末までに80％ですが、

承認が得られた国で製造・販売が可能となります。

平成29年度の結果は、全国平均69.6％、最高は沖

薬によってはジェネリック医薬品がないものもあり

縄県80.4％で、最低は徳島県61.3％で和歌山県は

ます。また、欧米では、処方せんに銘柄名ではなく、

66.5％でした。

generic name
（一般名、成分名）
が記載されること

当院でも患者さんの自己負担軽減と医療費削減

が多く
「generics」
（ジェネリック医薬品）
と呼ばれ、

を目的として、
ジェネリック

世界共通の呼称となっています。世界の使用割合

医薬品を提供できるよう取

は、2016年のデータで、アメリカが91.7％、
ドイツ

り組んでおります。

が86.3％、日本が59.0％となっています。一方で、
ジェネリック医薬品は、新薬と有効性・安全性・品質
が同等として、すなわち治療学的に同等として、国
によって承認されますが、一般的に数百億円とい
われる研究開発費用が低く抑えられることから、薬

紀北分院

薬局長

齊藤

喜宣

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

2 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

気分が変わりやすい時期です。
気まぐれになり、
対人面でもめないよう、
ご用心。
芸術鑑賞をすると開運効果が

健康運

適度に体を動かして、
ストレス解消を
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JA紀北かわかみ 花き部会

暮らしを彩るフラワーアレンジメント

フラワーアレンジメント
体験会に参加しませんか?
JA紀北かわかみ花き部会では、季節の生花を使ったフラワーアレンジ
メントの体験会を下記の日程で開催します。参加希望の方は、当日
場

所

やっちょん広場（橋本市岸上522-1） 受付時間

10：00〜12：00

日

程

平成 31年2月9日
（土）

500円（税込／材料費込）

参 加 費

先着

30

名様

会場にてお申し込みください。

初心者さん

大歓迎

詳しくはやっちょん広場
（☎0736-33-2500）
または営農課
（☎0736-43-2555）
までお問い合わせください。

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

▶送迎スタッフ

☆嘱託職員への登用制度有

【資

【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 !

【時
【時
【年

▶デイサービスセンタースタッフ

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
●まずはお電話ください !
・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、 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。
（受付：8：30～17：00）担当：井上
☎
・送迎・清掃スタッフも募集中 !!

0736-42-5000
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2 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

物事を悪い方向に受け取りやすい傾向あり。
意識してプラスに捉えて。
気晴らしには神社や仏閣巡りがお勧め

健康運

不調を感じたら、
十分な休息を心掛けて

法律相談会
2月15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〜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
2月3日（日）・9日（土）・10日（日）・17日（日）
2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

理事会だより
第212回理事会を12月17日に本店3階役員会議室で開催し、
すべての議案

縦

について承認されました。
第１号議案

平成30年度ディスクロージャー誌の半期開示について

第 2 号議案

2019年度中途採用・2020年度新規採用方針について

第 3 号議案

JA新規就農応援資金融資要項の改正について

第 4 号議案

JA農家応援ローン融資要項の改正について

第 5 号議案

JA農業法人応援ローン融資要項の改正について

第 6 号議案

農業振興資金融資要項の改正について

第 7 号議案

農業振興資金
（ファーマーズ会員口）
融資要項の改正について

第 8 号議案

大口貸出先の回収方針について
共済規程の一部変更について

第10号議案

有線放送設備撤去工事の指名競争入札について

第11号議案

所在不明組合員の資格喪失について

第12号議案

出資口数の減少について

横

第 9 号議案

① 佐々木小次郎はとても長い物を使ってい
たとか
④ うわさが広がる際につくことも
⑦ 鉄道のレールの下に並べます
⑨ 人数を数えるときに使う言葉
⑩ パソコンのマウスのボタンをカチッと押すこと
⑪ 子羊の肉のこと
⑬ 3.14159……と続く円周○○
⑮ 道端のこと。○○○○駐車
⑰ 寝不足で目の下にできる人もいます
⑱ 小説家・尾崎紅葉の代表作
『○○○○夜叉』
⑳ ショートケーキによく似合う赤い果実
 マンションの○○○人さんにあいさつをし
て出掛けた

※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。

お詫びと訂正
1月号トライアングル『P7【福祉課】住友所長が月刊
「文藝春秋」
より取材を受
けました』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。
誤 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。
↓
正 月刊
「文藝春秋」
新企画
「JA職員奮闘中 ニッポンの地域を支える人々」
の取

① 雪を積み上げ、
中を掘って作る雪室
② マージャンをするとき囲みます
③ 劇場の舞台や花道の地下にあります
⑤ 1日に1枚ずつ剥がすカレンダー
⑥ 起立! ○○! 着席!
⑧ バレンタインデー、
彼氏や夫へではなく知人や上司へ、
感謝の気持ちを込めて贈ります
⑫ 足利尊氏が開いた○○○○幕府
⑭ 片時もそばを離れません
⑯ 漢字で書くと浮塵子。稲の害虫です
⑰ 地面につちなどで打ち込みます
⑲ カクテルのベースに使う蒸留酒の一つ

材を受け、2月号
（1月10日発売）
に掲載されることになりました。

セレモニーホール

紀の川

2 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

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

全体運

アクティブに動き回れそう。
やってみたいことがあれば、
意欲的にチャレンジしてみて。
講演会にも注目を

健康運

冷え対策を万全に。
軽いマッサージが吉

先月号の答え

コママワシ
応募総数は23通でした。

Triangle 2019.2
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松岡さんは農業を営んでいた親
の姿を見て、自然と
「自分が継承し
ていくんだろうな」
という思いから
農業に携わるようになりました。主
力品目は柿ですが、みかん栽培に
も力を入れており、日南・肥のあけ
ぼの・ゆら・田口など様々な品種を
つくっています。中でも、土地改良
区で勤めていた松岡さんは、有田市の試験場で視察した新品種
「YN26」

出荷者通信

が紀北地域に適していることから、
ブランド化をしていこう、広めていこう
と挑戦されています。YN26は甘味と酸味のバランスがよく、果肉を包む
皮が薄いことで食べやすいという特徴があります。また栽培へのこだわり

Consignor Communication

として、若い世代の方に伝え、そこから生産者として活躍し、地域をうるわ
していきたいという思いが一番強いそうです。やっちょん広場と生産者の
橋本市吉原

松岡
物
出荷

●柿

互いのメリットとしても、今後考えていかなければならないと真剣な表情
で話してくれました。

茂夫さん

松岡さんが出荷する際は、
どれだけ商品を飾れるか、商品の価格設定、
そして商品の配置場所の3点に注意し、お客さんに手に取って購入しても

●みかん

らえるよう毎日工夫を欠かせません。ここまで奥さんの存在や家族みん
なの支えがとても大きく、励みになっているそうです。今後は観光農園を
目指してたくさんのお客さんを呼び込みたいと意気込んでくれました。

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
●和歌山の柿は最高ですね。今年の串

●今も昔も変わらないのがホームコタ

柿はとってもきれいに出来ました。今月

ツにみかん、
テレビを見ながらのうたた

ももうないかなと思いながらも少し出

寝、
これが冬の我が家の定番。今年も

ていたので、
また買ってきてしまいまし

あとわずか。早く年賀状を書かなくて

た。みかんもいろいろ品種があって大

はと思いつつ又コタツでウトウト―。

変楽しみにして、
月一回寄っています。
（大阪府八尾市・Aさん）

（かつらぎ町・Tさん）

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。

勝岡美代子さん
（かつらぎ町）
阪下 琴虹さん
（橋本市）
土本 郁代さん
（橋本市）
中東 愛心さん
（橋本市）
山本 君代さん
（橋本市）

先月号の
当選者

●日々寒くなりました。畑で作った野

●コママワシは得意!!のつもり
（笑）
手

菜をご近所の皆さまに食べ助けしても

のひらでもコマをまわせます。小学校

らっています。

高学年になった孫にも、唯一自慢でき

（橋本市・Nさん）

るひとつです。

抽選で
5名様に

編集後記 _editorial note_
HAPPY

NEW

YEAR

この広報誌が皆さんの元に届く頃には、お正月気分

（かつらぎ町・Tさん）

お便りの宛先

も忘れて、日常の仕事モードに切り替わっていると思
いますが、編集を行っているのは12月の終盤。
「かきた
ん」
も年賀状作成を頑張っていましたが、私もそろそろ

●後少しで新しい年を迎えることにな

用意しないと間に合わない…と焦っています。最近は

りますが、来年もトライアングルをお待

メールで年賀状を送る人も増えてきているそうです

ちしています。宜しく。

が、私は毎年はがきで送ることにこだわりを持って、裏
面にどんなメッセージやイラストを書こうかなと楽しみ

（九度山町・Sさん）

にしています。振り返れば、中学生の頃はかわいくデコ
レーションしたお正月メールを送っていたように思い
ます。お返しとして同じメールを送り返されてきた時は
ムッとしましたけどね
（笑）
とにかくもらえると嬉しいで

1 30

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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2 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

す。手書きだとより個性が出るので、はがきはやめられ
ません。皆さんはどんなお正月をお過ごしになりました
か? おたよりお待ちしております!

全体運

不得意なことをやらねばならず、
苦戦するかも。
肩の力を抜き、
気楽に構えて。
助言には謙虚に耳を傾けると◎

健康運

免疫力を高める工夫を。
寝不足は避けて

元気で

取材先で

元気に動けることが幸せ

や って ま 〜 す
かつらぎ町移
さだゆき

北田 貞行さん（82）・ヨネさん（78）
農業が大好きな北田さん夫妻は、
これまでも協力し合って畑仕事にも励まれ、2人と
も80歳とは思えないほど今でも柿やみかん作りに奮闘中です。ヨネさんが主となって
出荷や買い物、お孫さんのお迎えなど車の運転もなんのその! 貞行さんは家の塀や倉
は、
お笑い＆マジックショーで
!
会員の方もマジックに挑戦

庫を自分でつくるなど物づくりが得意です。またお互いに仕事努めの頃は教員をされ
ており、貞行さんは教頭先生や校長先生も務められたそうです。厳しく指導してきたそ
うですが、同窓会ではたくさんの教え子たちから、
また地元の方からも
“先生、先生”
と
呼ばれ、貞行さんは大変人望が厚くみんなにとっての“先生”
なんですね。50歳の頃に
は教育奨励賞を受賞されています。ヨネさんは若い頃から本が好きで、短歌もよく詠ま
れたそうですよ。2人は旅行好きで思い出は家族で各地へ出かけたことのほか、夫婦で
一生懸命頑張ってきた農業について話し合ってきたことも印象強く残っていると話して
くれました。
2人の話を聞いていると、
日頃からお互いに支え合って過ごされている良い夫婦関係
を感じました。健康には気をつけて、
まだまだ元気に毎日を楽しんでくださいね。

■材料
（2人分）

食菜館の
この逸品

さばの切り身.............1尾分
しょうゆ................... 大さじ1
酒.................... 大さじ1
Ⓐ

さばの竜田揚げ

⑴ Ⓐを混ぜ合わせ、
さばを一口大に

片栗粉.......................... 適量

に片栗粉をまぶす。
⑷ 170℃に熱した油で、さばをきつ

4～5等分に切り分けておく。
⑵ さばとⒶをビニール袋に入れ、冷

しょうが.............. 1かけ
にんにく............. 1かけ

⑶ 冷蔵庫から取り出し、さばの両面

■作り方

しょうが・
にんにくは
魚の臭み取りに
効果的です!

ね色になるまで揚げる。

蔵庫で2～3時間置いて味を染み
込ませる。

ん広場NE W S
やっちょ

ウインターキャンペーン実施中!
みなさんまだ間に合いますよ!!

2月のオススメ
「冬野菜」
2月は柑橘類や冬野菜が多く出荷され、冬が旬
の野菜は
「甘味」が特徴です。水分を多く含んだ野
菜が霜で凍らないよう、葉の糖分を増やして身を守
るため
「甘味」
が増し、栄養価が高まる野菜もありま
す。寒い季節は、冬野菜を食べて乗り切りましょう!

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

2 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

2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

いつもとちょっと違う行動がスパイスになって、
日々の生活が活気づく予感。
新しい趣味を持つのも良い刺激に

健康運

小さなけがに気を付けて。
慎重さが大事

Triangle 2019.2
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橋本市あやの台

西田

ゆいか

結香ちゃん（3歳）
捺希ちゃん（0歳）
なつき

お父さん…太一さん

お母さん…裕美さん

お

喋りや歌が大好きで、ちょっぴり甘えん坊な結香ちゃんと、お姉ちゃ
んのことが大好き! 笑顔がかわいらしい捺希ちゃんの紹介です。結

香ちゃんは来年から幼稚園に入学し、今はプレ保育に通いながら習い事
の歌の練習も楽しく頑張っています。妹のことが心配で気にかけてくれ

て、おむつ替えや抱っこをしてあやしてくれるなど優しく面倒を見てくれ
るようになり、ママも大助かりです。お出かけの時はお洒落をして、大好き
なアンパンマンの人形は持ち歩いて離しません。捺希ちゃんはお姉ちゃ
んの後について行こうと必死です。取材中はよく笑ってくれましたが、お
気に入りの抱っこをしていないと泣いてしまうことも多いそうです。
パパの仕事帰りはいつも結香ちゃんの
「パパ帰ってきた!」
と捺希ちゃん
のニコニコした笑顔で出迎えてくれ、パパはそのことがとても嬉しくて毎
日の楽しみになっています。家族旅行では、海遊館や2人が大きくなった

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

ら川遊びにも連れて行ってあげたいと話してくれました。
元気いっぱいな2人の今後の成長を楽しみに、円満な家庭を築いて幸
せ溢れる毎日を送ってくださいね。

生活営農資金の申込受付期間延長について
平成30年 台風20・21号 被災農業者向け融資制度
申込受付期間が平成30年12月28日まででしたが、施設の復旧にかかる需要が県下で集中し、申請に時間を要する
状況が続いていることから、申込受付期間を 平成31年3月15日 まで延長します。
●平成30年台風第20号・21号・24
号により農作物等に被害を受けた
農業者で、
被害状況について、
市町
村長が認めたもの。
●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。

お使いみち

農業経営の維持安定に必要な資金

ご融資金額

200万円以内

ご融資期間

5年以内（うち据置期間2年以内） 7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
保証料率
申込受付期間

農業施設の復旧に必要な資金

350万円以内

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。）

和歌山県信連が負担いたします。
平成31年3月15日まで

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2月号

□発行日／平成31年1月10日 □発行／JA紀北かわかみ □編集／総務部総務課

