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〜満足を超えた感動を全ての人に〜
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小谷 知沙 さん（25）
■ 橋本市向副

Q

現在は何をしていますか?

会社員です。

Q お気に入りの場所は?
布団の中です。

Q

休みの日は何をしていますか?

ほとんど外出しています。

Q 自分の性格をひとことでいうと?
明るいです。

Q

行ってみたい場所は?

Q

将来の夢は?

Q

好きなものは?

イタリアです。

マイホームを持つことです。

アーティスト：AAA
スポーツ：バスケットボール
食べ物：ハンバーグ
飲み物：ジンジャーエール

小谷 知沙さん、
ありがとうございました!
2
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撮影場所：子安地蔵寺・恋し野の里あじさい園
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回

通常総代会開催
〜満足を超えた感動を全ての人に〜

6月21日
（金）
、JA 紀北かわかみはかつらぎ町総合文化会館において、第18回通常総代会
を開催し、各地区の総代444人
（うち書面議決242人）
が議案審議に出席しました。
総代会ではかつらぎ南支店管内の花谷久樹氏と橋本支店管内の廣畑利行氏を議長団に
選出し、執行部より提出された8議案を議場に諮り、全議案とも原案通り可決承認されました。

昨今は、マイナス金利の定着をはじめとする厳しい経済環境の中ではありますが、組合員の皆

様方のご協力もあり、昨年度も当初計画を上回る事業利益を確保することができましたこと、御礼

申し上げます。

当JAは、
「農業所得の増大」
「農業生産の拡大」
「地域の活性化」を基本目標として、
さまざま

な自己改革に挑戦しております。地域の農業を支え、安全安心な農産物を安定的に消費者の皆

様に提供するとともに、販売高60億円を目標に掲げ、個性化商品の生産拡大、柿の東南アジア

やアメリカ・オーストラリアへの輸出拡大に取組んでいます。施設については、令和元年度に九度

山の選果場設備の更新、妙寺選果場の設備一部改修、見好集荷場冷蔵設備の更新を行います。
役職員一同、経営理念である「満足を超えた感動を全ての人に」の実現に向け取組んでまいり

代表理事組合長 宮崎 卓郎

報告事項

第 回 通常総代会提出議案

18

ますので、今後ともJA事業活動に深いご支援とご協力をお願い申し上げます。

平成30年度
（第18期）
貸借対照表、損益計算書及び注記表の内容
並びに全国監査機構の監査報告及び監事の監査報告について

第 1 号議案

平成30年度
（第18期）
事業報告、剰余金処分案の承認について

第 2 号議案

定款の変更について

第 3 号議案

監事監査規程の変更について

第 4 号議案

令和元年度事業計画の設定について

第 5 号議案

令和元年度における理事報酬の決定について

第 6 号議案

令和元年度における監事報酬の決定について

第 7 号議案

会計監査人の選任について

第 8 号議案

附帯決議

報告事項

JAバンク基本方針の変更について
Triangle 2019.8
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フ
スタッ !!
集
大募

JAで
はたらいてみませんか？
JA ではいろいろな事業を行っています。
自分に合った事業で働いてみませんか。

金融窓口

給油スタッフ

時間：8:30 ～ 17:00
休日：土曜・日曜・祝日
時給：803 円～

時間：7:00 ～ 19:30 で応相談
休日：シフト制※週 2 日～勤務可
時給：850 円～＋業務手当有

ケアマネージャー

時間：8:30 ～ 17:00
休日：土曜・日曜・祝日
時給：1,300 円～＋資格手当有

─

待

交通費規定支給

遇 ─

─ 勤務地 ─

店舗スタッフ
（Aコープ）
時間：7:00 ～ 18:00 で応相談
休日：週休 2 日のシフト制
時給：803 円～

受付・連絡先

かつらぎ町・橋本市の、支店・SS・デイ
サービスセンター・A コープかつらぎ・
ファーマーズマーケットの各所
※希望の職種により選択いただきます。

店舗スタッフ

（ファーマーズマーケット）
時間：7:30 ～ 19:00 で応相談
休日：週休 2 日のシフト制
時給：803 円～＋休日手当有

紀北川上農業協同組合

─ 応

募 ─

まずは、電話連絡の上、履歴書
（写真添
付）
を持参、もしくは郵送ください。

〒649-7203 橋本市高野口町名古曽922-2
☎0736-42-5172（平日8:30～17:00） 本店：総務部 採用担当

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
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。
※既にアンケートにご回答された方は対象とはなりません。

4

Triangle 2019.8

8 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

気持ちが揺れ動きやすいよう。
大好きな曲を聴くなど、
小さな幸せを大切に。
鏡の前でほほ笑むのも効果的

健康運

治癒力を高める暮らしを目指すと好変化

JA紀北かわかみ

特別推奨品
有効期間 令和元年7月〜9月末迄

い
・軽
単
簡

KOSHIN
充電式噴霧器

¥

+

特別
価格

軽トラック
軽バンタイヤ

４本セット

¥

11,780
A&D
デジタルハカリ

税込

¥

7,000
収穫かごひも
肩楽！撥水DX

品
新商

肩や背中に当たる部分にクッションを取り
付け、
撥水加工の生地でカバーし、
雨の日の
収穫作業にも使えるように改良しました！

ノーマルパターン ブロックパターン
税込

+

ひょう量 各1kg、2kg、5kg

（V-02 145R12 6PR）（iA06 145R12 6PR）
特別
価格

¥

度

24,800

安
超激

税込

高精

計量バケツ 1個サービス
税込

500mlボトル 1本サービス
特別
価格

SLS-10 10Lタイプ
特別
価格

タッチダウンiQ6L

品

得
お買

15,800

特別
価格

★上記価格には組替作業量、
処分料は含まれません。

★ご利用の方は各資材センター農機センター・
給油所までお問い合わせください。

税込

¥

700

橋本資材センター
橋本農機センター
GS 橋本
JOY かつらぎ

☎33−2300
☎32−0030
☎34−2845
☎22−8500

橋本資材センター・橋本農機センター

かつらぎ資材センター ☎22−7822
かつらぎ農機センター ☎22−0124
本店給油所
☎42−3026

臨時休業のお知らせ

電気設備点検実施により全設備が停電となる為、
令和元年

8月11日日を終日臨時休業とさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解の程よろしくお願いいたします。

出資配当金のご案内
6月21日に開催された第18回通常総代会の議決を経て、組合員の皆様に出資配当金が支払われますのでご案内申し上げます。
今後とも一層のご利用を賜りますようお願い申し上げます。

7月10日
7月下旬

指定の口座へお振込いたします。
ご登録住所へ「出資金残高および出資配当金お支払のご案内」を
順次発送いたします。

※2019年3月末時点で組合員の方、かつ総代会当日組合員の方が対象となります。

8 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

人の影響を受けやすい傾向。
周囲を気にせず、
マイペースに取り組んで。
自然の中に出掛けると良い気晴らしに

健康運

体調管理を心掛けて。
規則正しい生活を

Triangle 2019.8
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【人事教育課】新入職員農家実習

農業の実際を体験し、理解を深める
5/

20~24

2019年度新入職員1名が、九度山町の柿農家・丹下順平氏の圃場で5月20
日～24日の5日間、農家実習を行いました。桃と柿の摘果・剥皮作業、ブドウ

↑農家実習で剥皮作業をする新入職員。

の授粉、消毒をする機械SSの見学などを体験しました。実習を終え、
「自身の

柿栽培を続けていく上でのコツなどを丹下さんに親切に教えていただき、栽培の効率化
を図ることができました。またJA職員としての視野の広がりを感じました」
と話しました。

【営農販売部】農福連携事業

人員確保と日本有数の柿の産地維持に向け
5/

31

JAの農福連携の取り組みの一環で、NPO法人よつ葉福祉会
「ソプラス」
の施
設利用者らが管内の圃場で玉ねぎの収穫作業の支援を行いました。2018
年から同施設と連携し、利用者に選果場で柿の箱折り作業を手伝ってもらう

など調整をすすめており、今回の作業はカマやハサミで玉ねぎの葉を切り取るといった
作業でしたが、将来的には施設と相談し柿の摘果など果樹の農作業を依頼する予定です。
↑「ソプラス」の施設利用者らが玉ねぎの収穫作業をする
様子。

【総務課】梅酒BAR2019

会場はたくさんの来場者で大賑わい!
6/

2

中野BC株式会社が主催する梅酒BAR2019に、かきたんグッズとスカッと柿
酢!! の販売とPRを兼ねて『かきたん』
と参加しました。梅酒BARは中野BC酒
蔵内で全ラインナップの梅酒フードや音楽と共に味わっていただくイベント

で、和歌山県が誇る
「梅」
の良さを梅酒を通して知ってもらうことを目的としています。来
場者は様々な梅酒を楽しみながら、子どもたちも
「かきたん」
の登場に喜んでくれました。
↑『かきたん』
も参加してきたよ。

【金融共済部】JA自動車共済顧客満足度調査 表彰式

当JA職員が最優秀賞に輝きました。
6/

7

平成30年度JA自動車共済損害調査サービスの迅速かつ適正な対応によ
り、共済契約者の満足度と安心感の向上に努められたことを湛え、当JA職
員の石井克也に最優秀担当者賞が贈られました。

↑表彰された当JA職員。

【営農課】桃の目揃え会開催

桃のおいしい季節がやってきます

8.12 19.28
6/

6/

6月に入り各集荷場・選果場で極早生桃・早生桃・中生桃の目揃え
会を開きました。収穫適期や収穫方法、果実の熟度判別、病害虫
防除などについて生産者と確認しました。今年の生育は前年度よ

り遅くなっていますが、概ね平年並みに推移しています。病害虫被害が少なく高品質な
果実が期待でき、雨量が少なかった影響から例年以上に桃の糖度が高い傾向です。
6
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8 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

↑目揃え会に参加した生産者ら。

全体運

過去の出来事にとらわれがち。
深刻にならず、
気楽に考えてみて。
心身共にリラックスするには呼吸法がベスト

健康運

冷房に当たり過ぎず、
外の風を味わって

【橋本東支店】
アイガモ農法のアイガモを放鳥

アイガモさん、頑張ってね!

13

6/

橋本市恋野にある辻本賢三氏の水田で、地元の児童・園児が田植えを
終えた田んぼに生後2週のヒナ約50羽を放鳥しました。子どもたちは
ヒナが水田を元気よく泳ぐ姿を見て
「かわいい」
と歓声を上げて喜び

ました。辻本氏は
「放鳥体験を通して自然に触れ、農業のことを子どもたちに知って
もらいたい」
と話しました。
↑水田にヒナを放ち、
その様子を見守る子どもたち。

【営農課】
レンタル農機実演

たまねぎの収穫を機械で楽に!

14

6/

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
するたまねぎ収穫機の実演会を開きました。これは昨年12月の乗用
汎用たまねぎ移植機の実演会に続くもので、機械にあった畝をたてる

必要はあるが、掘り取り・搬送・葉切り・整列放出が2条同時に1台で可能となり、オ
プションでマルチキットを装着することでマルチ栽培にも対応できます。従来の手
作業と比較すると、労力の軽減、時間短縮などが図れます。

↑ヤンマーアグリジャパンの担当者による、
たまねぎ収穫期
の実演会の様子。

【橋本西部支店】橋本西部支店へまちたんけん

JAのこと、わかってくれたかな?

14

6/

橋本市立西部小学校2年生の児童たちが、当JA橋本西部支店へ社会
見学に来てくれました。これは、西部小学校2年生の生活科学習
（まち
たんけん）の一環として行なわれ、JAについて学習する機会となって

います。児童たちは、職員・来店者数について、
どんな仕事があるのか、嬉しいこと
と困ったことについてなど、順番に質問を投げかけ、中西支店長の説明をメモしな
がら真剣に聞いてくれました。

↑支店長から説明を受けながらメモする児童たち。

【橋本東支店】第12回あじさいまつり開催

見頃を迎えたあじさいが綺麗でした。
6/

16

中将姫旧跡保存委員会が主催する第12回あじさいまつりが恋し野の
里あじさい園で開催され、見頃を迎えたあじさいを見ようと大勢の人
が訪れました。紀州紀ノ川太鼓の演奏で幕を開け、販売ブースやウイ

ンズ平阪ミニLIVEなどで賑わい、当JA橋本東支店のブースではJOINジュースの
販売を行いました。恋し野の里あじさい園では約5,000株のあじさいが植えられ、
↑橋本東支店の職員がJOINジュースを販売している様子。

毎年6月中旬～下旬が見頃となっています。

【生活課】梅シロップ作り

ぼくにもわたしにも梅ジュース作れたよ♪

28

6/

バンビーノ保育園の園児44人が、南高梅と氷砂糖を使って作る梅シ
ロップ作りを体験しました。子どもたちはこの日を楽しみに待ってくれ
ていて、みんな喜んで容器に梅と氷砂糖を交互に入れていき、隣同士

で見せ合いながら美味しいシロップになるようにと、容器を振り動かしていました。
できあがってジュースになるのが待ち遠しそうで、大事そうに子どもたちは容器を
抱えていました。

8 月の星占い
HOROSCOPE

↑おいしい梅ジュースができるの楽しみだね!

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

アクティブに動けばチャンスをつかめる兆し。
未体験ジャンルでも成功確率は大。
自分らしさを発揮できるはず

健康運

大いに体を動かし、
夏を満喫できそう

Triangle 2019.8

7

8 月の農作業
落葉果樹

適正着果量による秀品大玉づくりに努めましょう

「つたえるねっと」
で農作業情報を随時配信中！

は10月上旬、平核無は11月上旬に収穫します。
注意点として、9月は天候が不安定な日が多いので、処理前後の気象変
化に注意する必要があります。特に脱渋中に雨が降ると、袋の中に雨水が溜

8月は、先月に引き続きカキの仕上げ摘果時期となります。暑い
日が続きますが、気温の高い時間帯は避けて、なるべく涼しい朝夕

まってしまい脱渋効果の低下、黒変果の発生が多くなるので、処理後1～2
日間に降雨がないと思われる日を選んで作業してください。また、処理時に
果実と袋の間に隙間が空いていると、エタノール濃度が低下し渋果が発生

に作業を行ってください。また、熱中症を防ぐためにもこまめに水

することがあるので、ヘタと果実の間に袋がとまり、隙間が開かないように注

分補給を行い、健康管理に気を付けましょう。

意して袋掛けを行ってください。

側枝ハク皮の枝折れ対策

カキの仕上げ摘果

果実肥大にともない、台風・雨風による枝折れが発生しやすくなりますので、

再度園地を見回り、傷果・病害虫被害果・小玉果・奇形果・上向きの日焼けに
なる果実は摘果し、適正な着果量に調節してください。仕上げ摘果を徹底し

竹片や竹棒で枝を補強したり、
枝つり・支柱立て等の枝折れ対策を早急に実施
してください。

秀品果率向上を目指しましょう。

ミカンキイロアザミウマ対策

刀根早生早期採果対策

刀根早生等の早生系統の品種に被害が多く発生し、主に着色初期に果実
を加害します。加害された果実は茶褐色及び黒褐色の不定形の傷が果実に

◎マルチの敷設（園内の60％以上を目標!）
マルチを敷くことで樹冠内部に光が差し込み、果頂部の着色が促進されま

発生します。被害が認められる場合は早急に薬剤散布による防除を徹底して

す。また、マルチには地温上昇を抑制する効果、土壌水分の蒸発を防止する

ください。

効果もあります。白マルチは7月中旬頃から、
シルバーマルチは8月下旬頃か

◎発生しやすい園地

ら被覆します。ただし、新しいマルチを使用する場合や地上部付近の果実で

○雑草管理の悪い園地

は、
日焼けを生じる場合がありますので注意してください。

○着色期に除草を行った園地
○昨年ミカンキイロアザミウマの被害があった園地

樹上脱渋「紀の川柿」生産対策

また、白マルチ・シルバーマルチを敷設することで、光反射の飛来抑制効果

処理適期は、
「 刀根早生」では8月下旬～9月上旬、
「 平核無」では9月上

があるので実施しましょう。

旬～9月中旬です。あらかじめポリエチレン袋（厚さ0.03㎜×縦300㎜×横

ウメ・スモモ収穫後の害虫対策

200㎜、以下、ポリ袋とする）に脱渋用の固形アルコール（商品名：シブトー
ル、重さ3g、エタノール濃度30％）
を1個入れ、輪ゴム
（耐候性）
を二重に通
し、口先を絞っておきます。その後は、エタノールが気化しないよう保冷庫に
保管してください。

収穫の終えたウメ・スモモの園地では、
ケムシによる葉の食害やハダニによ
る吸汁害が目立ちます。収穫後の葉には、翌年の発芽・開花に必要な貯蔵用
分を蓄える重要な役割があります。早期落葉すると貯蔵用分が不足し、樹勢

事前に準備する

輪ゴムで止める

脱渋作業開始

低下の要因にもなります。ひどい場合は花が咲くこともあるため、収穫後の
薬剤散布による防除を徹底してください。

モモ・スモモ礼肥施用について

＋
ビニール袋

固形アルコール
（3g）

保冷庫へ保管

輪ゴムを
ヘタ下に掛ける

礼肥は収穫後の樹勢回復、新梢の充実促進や貯蔵養分を多く蓄積させる
効果があります。なお、樹勢が強く新梢がまだ伸びているような樹では施肥
量を少なくしてください。

施肥
（10aあたり）
48時間おく

品 種
袋の底を切る
袋は目印に
収穫までつけておく

作業当日は、ヘタ部分は包み込まずに外に出し、ヘタ部分の下と果実との
間を輪ゴムでとめ、丁寧に袋を掛けるように注意してください。

肥料名

モモ
８月上中旬（収穫後）

果樹有機化成
又は
千代田化成549

スモモ
７月～8月（収穫後）

果樹有機化成 又は
アヅマップ化成280

施肥量
早 生 60㎏
中晩生 80㎏
早 生 20㎏
中晩生 30㎏
80㎏
60㎏

ポリ袋を掛けてから2日（48時間）後にポリ袋の底をハサミなどで切りま
す。固形アルコールを取り除き、果実はそのまま樹上で成熟させ、刀根早生
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8 月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

自己流に固執せず、
視野を広げましょう。
柔軟な発想が運気上昇の鍵。
ガーデニングや盆栽を始めるのもグッド

健康運

日焼け止め対策は万全に。
曇りでも徹底

8月の天気

令和元年6月25日 大阪管区気象台発表

橋本資材センター

……TEL.0736-33-2300

平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

病害虫防除

病害虫防除

8月になると、台風など強風雨の影響で炭そ病の被害が増加す
る恐れがあります。梅雨期の防除も必要ですが、果実が着色する
盆明けの防除も重要です。枝の混み合った箇所やヘタ部の隙間な
ど、薬剤のかかりにくい部分にもかけ残しのないよう丁寧な散布を
行ってください。
品目 防除時期

防除時期

適用病害虫

防除薬剤

収穫前日数

600倍 みかん 30日前迄 4回以内
黒点病・アザミウ
中晩柑 90日前迄
8月中旬 マ類・カメムシ類・
ダントツ水溶剤
2000倍
前日迄
3回以内
ミカンハダニ
ダニコングフロアブル 4000倍
前日迄
1回

特殊防除

適用病害虫

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

防除時期

適用病害虫

平核無柿
富有柿

防除薬剤

収穫前日数

使用回数

スタークル顆粒水溶剤 2000倍

前日迄

3回以内

7日前迄

4回以内

前日迄

2回以内

14日前迄

4回以内

うどんこ病・炭そ病・アザミウマ トップジンM水和剤 1000倍 前日迄 6回以内
8月下旬～ 類・カメムシ類・カキノヘタムシガ アーデントフロアブル 2000倍 前日迄 ３回以内
9月上旬 ※ミカンキイロアザミウマは雑草が繁殖源となるので、除草を7月下旬までに

発生時 カメムシ類

8月下旬～ うどんこ病・炭そ病・カメムシ類・ トップジンM水和剤 1000倍 前日迄
アグロスリン水和剤 1500倍 前日迄
9月上旬 カキノヘタムシガ

8月以降 ハマキムシ類

フェニックスフロアブル 4000倍

風雨直前
かいよう病
又は直後

バリダシン液剤5

完了する。着色初期の加害に注意し、薬剤防除を徹底する。

柑橘

使用回数

ジマンダイセン水和剤

６回以内
３回以内

摘果とかん水で樹勢維持に努めましょう

カメムシ類・ミドリヒメ
7月〜
ヨコバイ・ミカンハモ ロディー乳剤
10月
グリガ

8月以降

摘果作業

◎温州みかん
着果量の多い樹では7月のあら摘果終了後、外成りで上向きの果実や内成り・
スソ成りの小玉果を摘果しましょう。着果量の少ない樹では9月の仕上げ摘果で

防除時期
出穂始
８月上旬

◎中晩柑類

出穂期の防除は確実に!

基幹防除

着果調整を行いましょう。また、強い新梢を芽かきで落として来年の収量確保に
つなげましょう。

500倍

夏秋梢の処理、台風による感染被害防止対策として、コサイ
かいよう病
ド3000 2000倍、炭酸カルシウムを加用（カルワン
（ネーブル・はるみ）
1000倍）を散布する。

水稲

今年の柑橘は裏年傾向ですが、樹によって着果のばらつきがあるので、園地を
よく観察し適正な摘果を実施しましょう。

2000倍

適用病害虫

防除法

収穫前日数 使用回数

いもち病・ウンカ
ブラシンジョーカーフロアブル
類・ツマグロヨコバ
1000倍 14日前迄 ２回以内
（10a当たり150ℓ）
イ・カメムシ類

着果の多い樹では樹勢維持のため早めから摘果を行い、8月中に仕上げ摘果

紋枯病多発田では、バリダシン液剤5 1,000倍（14日前迄/5回以内）を散布する。

を終了しましょう。着果量の少ない樹では日焼け果、小玉果、傷果、奇形果等を中

スタークル顆粒水溶剤
穂揃期
カメムシ類
2000倍 7日前迄 3回以内
（10a当たり150ℓ）
（花終了後）
８月中旬〜 カメムシ類多発田では、出穂10日前迄に除草を行い、穂揃い時防除終了約1週
下旬
間後にスタークル粒剤10a当たり3㎏以内（7日前迄／3回以内）を散布する。

心に摘果し、高品質果実に努めましょう。

かん水作業
8月は果実内の糖や酸が変動する大切な時期です。干ばつが続いた場合は、園
地や樹の状態に合わせた適正な水分管理を行いましょう。特に、不知火やはるみ
等は乾燥が続くと酸切れが悪くなる品種のため、
この時期の降雨量が減酸に大き
く影響しますので注意が必要です。
7～10日間の乾燥状態が続く場合は、10aあたり20～30㎜を目安に一度か
ん水を行い、その後7日間程度降雨がなければ再度かん水を行いましょう。

台風対策

れの危険がありますので、あらかじめ支柱を立てるなどの対策を行ってください。

かいよう病対策
かいよう病は葉裏の気孔や風による傷から感染し、強風雨に遭うと広範囲に多
発します。ネーブル・レモン・はるみ等のかいよう病に弱い品種や風が当たりやす

適用病害虫

防除法

収穫前日数 使用回数

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）

1500倍 21日前迄 ６回以内

穂肥（10a当たり）

てんびん座

9月23日〜10月23日

◎一般タイプ 穂肥：くみあい太閣
穂肥の回数

1回目

２回目

1回の場合

出穂25日前

30kg

２回の場合

出穂25日前

20kg

なし
出穂10～15日前

20kg

穂肥は、収穫量を左右する大切な作業です。
しかし、施用量が多すぎると倒
伏の原因となりますので葉色を目安にして施用量を調整してください。

い園地では、防除を徹底してください。

HOROSCOPE

防除時期

◎省力タイプ・低コストタイプ 基本的に穂肥は行いません。

8月は台風の襲来が多い時期です。幼木や高接ぎ樹は強風による倒伏や枝折

8 月の星占い

◎補完防除

全体運

人との交流から良い刺激を受けられます。
飲み会など、
出会いの機会も大切に。
思い切ったイメチェンもラッキー

健康運

体質に合う食材やサプリメントが見つかる予感

Triangle 2019.8
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野菜の
楽園
88

Vol.

■なばな

■栽培管理

なばな
月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

●畑の準備
畝幅150㎝、
株間30～40㎝程度の2条植えとします。
●施肥例
（本圃10aあたり）

移植栽培
直播栽培
●…播種

時 期

肥料名

施肥量

定植10日前

野菜有機化成

120㎏

追肥1回目

定植14日後

野菜有機化成

40㎏

追肥2回目

1回目追肥の
20～30日後

千代田化成549

40㎏

追肥3回目

1回目収穫後

千代田化成549

40㎏

元 肥
▲…定植

■…収穫期

なばなを楽しむ!
なばなは「菜の花」や「花菜」
とも呼ばれるアブラナ科の野菜
で、若くて柔らかい花茎や葉、
つぼみを食用にします。特有の
ほろ苦さがありますが、茹でる
と甘味が出てお浸しや和え物な
どにするとおいしい食材です。
βカロテンの含有量が多く、骨の健康維持に欠かせな
いカルシウムやビタミンKも豊富に含みます。また、美容
によいとされるビタミンCも多く、さまざまな栄養を豊
富に含む優れた野菜といえます。

土壌改良材として、
有機質堆肥500㎏、苦土セルカ2号100㎏、BMヨウリン40㎏を施用します。

●定植
本葉4～5枚時に行い、
十分潅水し活着をはかります。
●直播
1ヶ所に3～4粒播き、
本葉2～3枚頃に間引きます。
●管理作業
大雨の場合は排水に注意し、冬季の乾燥時には潅水します。中
耕、
土寄せは倒伏防止、
根張りを良くするため随時行います。
★収穫期間が長いので、肥料切れしないように追肥します。特
に春の収穫は注意。

■栽培のポイント

●収穫

★土作りに努め、耕土の深い肥沃な圃場を作りましょう。

花蕾がふくらみ開花前のものを収穫します。

★良い苗を適期に植え、初期生育を促す管理を行いましょう。

早どりせず、蕾が
大きく膨らむまで
待って収穫します

★アブラナ科の連作を避け、根こぶ病防除は徹底しましょう。

■育苗管理

10〜
15㎝

●苗床準備

開 花してからで
は収穫遅れです

128穴のセルトレイ28枚と育苗培養土（愛菜2号、160㎏／
10a）
を用意します。
遮光と雨よけに寒冷紗およびビニール等のシートを使用し、育
苗箱と地表を隔離するため木枠等も利用します。

■病害虫防除

●播種

適用病害虫

薬剤名

10当たり
使用量

使用時期

使用
回数

使用
方法

根こぶ病

ネビジン粉剤

20㎏

播種又は
定植前

1回

作条土壌混和
（10～15㎝の深
さに土壌混和）

播種前に潅水して播種します。一穴当たり1～2粒を播き、覆土
後は軽く押さえる程度の潅水を行います。発芽までは一定の水分
を保ちましょう。
●管理作業
本葉展開と共に、液肥
（トミー液肥など）
600～800倍液を定植
までに2～3回施用します。育苗日数は20～25日程度とし、出来る
だけ雨にかからないように注意しましょう。
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8 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

何となくモヤモヤしやすいかも。
好きなことを楽しみ、
気持ちを明るく変えてみて。
デトックスにもツキあり

健康運

運動不足を解消すると好転。
ヨガが最適

「わかやまスマート農業フェア」
の
開催について
最先端の農業にふれることができる
「わかやまスマート
農業フェア」
が開催されます。
企業による施設園芸用環境制御機器やドローンなど、ICT
（情報通信技術）やロボット技術などを活用した製品の紹
介と展示、
さらには講師の先生を招いたスマート農業の実
践についての講演があります。
いつもと違う新しい農業をぜひ体験してみてください!
日 時

場

所

8月9日（金）

令和元年

10:00〜15:30

県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛
1階展示ホール・9階会議室A

参加費

無料

スマート農業に関心のある方どなたでも

連絡先

県庁研究推進室（☎073-441-2995）
伊都振興局農業水産振興課（☎0736-33-4930）

（〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2）
対象者

ドローンによる薬剤散布
試験

紀北分院からの

ちょっといい話

主催：和歌山県

心筋梗塞・脳卒中の予防は高血圧治療から
高血圧の患者さんは本邦では4300万人いるといわれ、そ

のなかで適切に治療ができている人は25％しかいません。以

下のQ&Aから高血圧治療の重要性を理解し、主治医とご相

談ください。詳しい検査が必用であれば高血圧の専門医を受
診してください。

Q1.高血圧でどのような病気になりますか?

A1.高血圧で引き起こされるのは、脳梗塞、脳出血、心筋梗

Q4.薬は一生飲む必要がありますか?

A4.高血圧の治療には塩分制限や体重減少など生活習慣の

改善と降圧薬の服用の2通りがあります。前者は薬を服

用後も続ける必要があります。よく使用される降圧薬は

3種類あり、少ない量の薬を副作用や患者さんの状態に
応じて組み合わせて使用します。生活習慣の改善のみで

正常血圧になることは多くありませんが、薬を減らすこと

塞、大動脈瘤、大動脈解離、腎不全、閉塞性動脈硬化症な

はできます。また、夏に薬の量を減らすこともできます。

120／80㎜Hg以上の血圧高値に起因します。

もつながります。

ど全身の血管の病気です。心脳血管病死亡の約50％が
Q2.高齢者でも高血圧は治療が必要ですか?

早期から高血圧を治療することは薬を少なくすることに

Q5.血圧はどこまで下げたらいいのでしょうか?

A2.お元気な高齢者は若い方と同じく、140／90㎜Hg以上

A5.高血圧治療の開始時期は、血圧の値だけでなく、糖尿病

る場合は個別に判断します。また、血圧降下の目標は

降圧の目標は75歳未満で130／80㎜Hg以下、75歳以

／90㎜Hgとなります。他の合併症がある場合はさらに

や一般状態で変わってきます。高齢者では過度の降圧が

で治療を開始します。75歳以上で体力的に問題があ

65-74歳では130／80㎜Hgですが、75歳以上は140
下げる必要がありますので主治医とご相談ください。

Q3.家で血圧を測定する意味はあるのでしょうか?

A3.病院で測定した診察室血圧と家庭血圧は異なっており、
診断基準が異なります。また、診察室でのみ高い
「白衣性

を合併しているかなどリスクの程度で変わってきます。
上で140／90㎜Hg以下ですが、心臓病や腎臓病の合併

問題になることもあります。全身状態を考慮した降圧が
重要です。

Q6.最近、降圧薬による血圧コントロールがうまくいかなく
なっているのですが?

高血圧」
、家庭血圧でのみ高い
「仮面高血圧」
などもあり

A6.治療の経過中に血圧が大きく変動したり、上昇する場合

正常血圧よりリスクが高くなります。診察室血圧と家庭

なったり、副腎の病気が合併していることがありますので

ます。白衣性高血圧は高血圧患者の15-30％にみられ、
血圧が異なる場合は家庭血圧が優先されます。血圧の
状態を適切に評価して治療することが重要です。

があります。この場合、動脈硬化が進んだり、腎臓が悪く
詳しい検査が必要になります。

紀北分院 内科

特別顧問

羽野

卓三

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

8 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

勢いのある月。
やってみたいことに積極的にチャレンジを。
自分の考えやプランを伝えると協力してもらえそう

健康運

体力の過信はNG。
適度に休息を取って

Triangle 2019.8
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令和元年

ライスセンターからのお知らせ

令和元年度産米の作業委託を下記の通りお受けいたします。本年も、皆様のご利用をお待ちしております。

1 委託作業の種類

①刈取り＆乾燥調製作業、②乾燥調製作業のみ、③色彩選別作業のみ
乾燥調製作業には色彩選別作業は付いてきますが、色彩選別作業が不要な場合は申込書の
『利用しない』
に○を付けてください。

2利用料金

①下記料金表をご確認ください。
（割り増し料金についても十分確認ください。
）
②消費税の変更が予定されています。
税務署からの指導により、消費税の税額決定は申込時点ではなく作業を行った時点となります。

作

業

受

託

内

容

1 刈り取り
2条刈りコンバインで、
オペレーターによる刈り取り作業を行います。なお、申し込まれてから園地確認を行いますが、以下に
該当する場合は作業をお断りする場合がありますのでご了承ください。
作業不適当水田

①稲が45度以下に倒伏した場合

②穂イモチの被害甚多の場合

③ウンカの被害甚多の場合

④分けつ数が極度に少ない場合

⑤草・ヒエの繁盛している場合

⑥道路事情の悪い場合

⑦気象災害等によって被害甚多な場合 ⑧1単5a未満で作業に不適当な水田

2 乾燥・調整作業

◎籾および玄米の受け渡しはライスセンターで行います。 ◎モチ米の取り扱いは致しません。
◎色彩選別機（玄米持込み）
のみの利用可能です。

3 受託作業料金

※表示価格は全て税抜きとなっております。

イ刈り取り作業料金

ニライスセンター施設利用料

24,000円／10a当たり

乾燥調整作業（1㎏当たり）

ロ追加・割増料金

⑴荷受時の水分量23%以上

46円

⑴1筆5a未満の水田

受託作業料金に50％以内で割増

⑵荷受時の水分量18%以上23%未満

42円

⑵悪条件による割増

受託作業料金に50％以内で割増

⑶荷受時の水分量15%以上18%未満

26円

⑷荷受時の水分量15%未満

18円

⑶手刈不足の場合

刈り取り作業料金に50%以内で割増

施設利用料は、色彩選別機の利用の有無にかかわら

⑷作業の補助がない場合

ず水分量に応じた金額となります。

別途5,000円／10a当り
ハ籾・玄米

ホ色彩選別機利用料金（玄米持込利用者対象）

集荷・配達運賃

1㎏当たり16円

⑴基本運賃
（集荷・配達）
…8円／㎏当たり
⑵2t車が入る道路沿いに集荷・配達場所がない場合は
50%以内で割増

至国道
号線

申 込 み 締 切 日

24

紀和病院

ゆの里

8月1日木（各支店、グリーン店に申込書をご用意しております。）
お問い合わせは、本店 営農課（☎0736-４３－２５５５）へお願いします。

まえだ住設

農機センター
資材センター
ライスセンター

岸上橋

ＪＡ紀北かわかみライスセンター

紀ノ川

至九度山

12
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場所：橋本市神野々1111-11 ☎0736-32-6100（9月上旬～１０月下旬稼働時のみ）

8 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

物事が遅々として進まず、
焦りが生じがち。
慌てず、
じっくり取り組んで。
気分転換には絵画鑑賞がお勧め

健康運

冷たい物、
甘い物の取り過ぎに注意

法律相談会
8月23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・監査室 ☎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
8月4日（日）・18日（日）・24日（土）
8月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 217 回理事会を 5 月 29 日に本店 3 階役員会議室で開催し、すべ

縦

ての議案について承認されました。
第 1 号議案

平成30年度決算結果について

第 2 号議案

平成30年度剰余金処分案について

第 3 号議案

令和元年度総合財務計画及び総合収支計画の一部変更について

第 4 号議案

総代会資料
（2018協同のあゆみ）
について

第 5 号議案 自己資本比率算出要領の改正について
第 6 号議案

事務リスク管理規程の一部改正について

第 7 号議案 マルい選果場選果施設設置工事について
第 8 号議案 マルガク選果場照明器具
（LED）
交換工事について
第 9 号議案
第10号議案

生産販売委員会役員の承認について

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
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）

横

第11号議案

令和元年度

固定資産の取得について
（セレモニーホール紀の川高野口 ホールエアコン室外機入替）

② 夏休みの最終日に慌てて片付ける子もいます
⑤ 酒のお供です
⑦ 建具の滑りを良くするために敷居に塗るこ
とも
⑧ 脂○○、
糖○○、
タンパク○○
⑨ 野球のピッチャーが登る所
⑪ その人が住んでいる所。彼は○○○の名士だ
⑫ ロケットが飛び立つ先
⑭ 鶴と並んでめでたい生き物
⑮ 芝居の最後に下ろす物
⑯ 上野動物園生まれのシャンシャンは何の
動物?
⑰ イチゴ味やメロン味のシロップを掛けて食
べます。パッピンスやハロハロもこの一種

① 令和元年は8月8日。暦の上ではもう秋です
② 日焼けした後にできることも
③ 彼女の料理の腕前は○○○○はだしだ
④ アップの反対語です
⑥ 竹や梅と並んでめでたい植物
⑨ こすれてすり減ること
⑩ 五輪で3位の選手の首に掛けられます
⑪ 辞書で四字○○○○の意味を調べた
⑬ おこわを竹の皮でくるんだ中華○○○
⑭ 握りずしを数えるときに使う言葉
⑯ フランスの首都。花の都といわれます

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

8 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

ブルーベリー
応募総数は29通でした。

全体運

フットワークが軽くなりそう。
学ぶ喜びを味わえるときなので、
セミナーなどに参加してみて。
ご近所散策も幸運

健康運

疲れをため込まない工夫を。
睡眠が大事

Triangle 2019.8
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岡本さんは、紀の川フルーツライ
ン通りにある
「農事組合法人 くにぎ
広場・農産物直売交流施設組合」
の組
合長を務めておられます。
くにぎ広場
では約30人の組合員による栽培管
理のもと、西畑地区の特産品
“はたご
んぼ”
をはじめとする地元の野菜・花・
果物・惣菜などを販売しています。そ
してもっと広く多くの人に
“はたごんぼ”
を知って食べてもらいたいと、今年の3

出荷者通信

月からやっちょん広場へ出荷を始めたそうです。
江戸時代から西畑地区で生産されていたごぼうで一度は生産が途絶えてい

Consignor Communication

ましたが、地元有志により見事伝統野菜の復活に至りました。はたごんぼは、粘
土質の高い赤土での生育が適し、太く・長く・柔らかく・香りが良いのが特徴で、
食物繊維も多く美容に良いとされるポリフェノールは通常のごぼうより多く含

橋本市南馬場
農事組合法人 くにぎ広場
組合長

物
出荷

岡本

まれています。また有機肥料や減農薬に取組むなど有機栽培で生産され、平成
26年度のプレミア和歌山審査委員特別賞を受賞された商品です。

進さん

岡本さんは
「高齢化で後継者不足が課題ですが、
この伝統野菜を広め若い世
代へつなぎたい。とことん
“はたごんぼ”
と付き合っていきたい」
と話してくれま

●はたごんぼ

した。はたごんぼを使ったお茶やコロッケ・炊き込みご飯など、美味しいものば
かりですのでぜひ皆さんも今晩の一品にいかがですか?

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
●以前はゆっくり拝見していたのに、

●先日“四国八十八カ所巡礼の旅”
に

日々多忙になり最近すっかり…。今は久

行って来ました。何かと暮しにくい昨

しぶりで全ページ拝見し、色々と参考

今、少しでも良い社会になるようにと、

になりました。また写真に知人が写って

しっかり拝んで参りました。

いて思わず見入ってしまいました。星占
いも楽しく拝見。次号も楽しみにしてい
ます。
（かつらぎ町・Mさん）

（橋本市・Iさん）
●かきたんはサイコ―の癒し♡いつも

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

ありがとう。
（大阪府・Kさん）

が嬉しい時季になりますね。
（橋本市・Tさん）

お便りの宛先

●毎回クロスワードを楽しみにしてい
ます。
「トライアングル」
のポストin待ち
遠しいです。
（橋本市・Nさん）

7 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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8 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運
健康運

大家トシ子さん
（かつらぎ町）
門谷 帆栞さん
（橋本市）
西林 周子さん
（かつらぎ町）
松田 康正さん
（橋本市）
森口 妙子さん
（高野町）

編集後記 _editorial note_

●これから夏になるとキュウリ・ナス・ト
マト・スイカなど、おいしい食物ばかり

抽選で
5名様に

先月号の編集後記で、
ホタルスポットに行ってみようか
なとお話しさせていただきましたとおり、6月中旬頃に
かつらぎ町天野地区へ行って来ました。
“ 天野の里は
ホタルの里”
と呼ばれるほど有名なところですが、私自
身訪れた記憶がほとんどなく、
この機会にと思ってホ
タル観賞へ出かけてみました。ホタルが飛び交うには

まだ早いかな? と思う時間帯でしたが、同じように観賞
に訪れた人たちも集まっていて、みんなで探しに行く
ぞー! みたいにみんな一斉に車から降りて歩き始めた
のが、なんだか嬉しくなりました
（笑）
時間が経つにつ
れて黄色い光をフワッと光らせて飛び交い始め、水田
を背景にとても幻想的できれいな景色を見ることがで
きました。初夏の良い思い出です。
そして6月下旬、
ようやく梅雨がやってきました。雨が
降っていなかった分でしょうか、梅雨入りした途端雨
ばっかりです。果樹や野菜には恵みの雨かもしれませ
んが、突発的な雨は控えてもらいたいですね。

「親しき仲にも礼儀あり」
を肝に銘じたい時期。
特に家族に口うるさくするのは避けて。
開運には部屋の掃除を
胃腸に優しい食事にすると体調に好影響

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
笑うことが元気の秘訣

橋本市恋野
としこ

大西 利子さん（79）
定年になる約45年間調理員としての仕事を全うし、プライベートではお寺参りが
大好きな大西さん。ご友人や旦那さんともよく参拝に出向き、
「四国参りは数えるだ
けでも10週はしました」
とおっしゃるので驚きです。またボランティアとして掃除や食
事・お弁当作りなども積極的に参加され、80歳になる今もまだまだ田畑の仕事に家
族と汗を流しています。

しました。
本店周りを綺麗に掃除

そしてお孫さんとお喋りするのが一番の楽しみ。兄弟仲良しで優しくて、そうした2
人といろいろなお話をして、
「本当にかわいいんですよ」
と大西さんはとても嬉しそう
でした。取材の日は少し緊張されていたのかもしれませんが、いつも
“大きな声でよ
く笑う”
素敵な笑顔がチャームポイントで、食事には納豆と魚を欠かせないことが健
康の秘訣です。
これからも健やかに毎日を過ごし、
ご家族やご友人との時間を目一杯楽しんでくだ
さい! 将来楽しみにされているひ孫さんの顔も早く見られるといいですね。

■材料
（2人分）

食菜館の
この逸品

サバの切り身..................... 2切れ
料理酒............................. 大さじ2
醤油................................. 大さじ2
すりおろした生姜...........1かけ分

～

ろしポン酢
サバの竜田揚げ～お

片栗粉............................. 大さじ2
七味.......................................適量

■作り方
⑴ サバの切り身を一口大より少し大きめに切る。
⑵ 酒、醤油、
すりおろした生姜を混ぜ合わせ、その中に切り分け
たサバを15分漬け込む。
⑶ 漬け込んだサバの水分を拭き取り、
七味をたっぷり振る。
⑷ 片栗粉をまぶして油で揚げ、
きざんだミョウガ・大葉を添えて
完成。器に大根おろしとポン酢醤油を入れて、揚げたサバに
つけながら召し上がってください。

ん広場NE W S
やっちょ

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』
HOROSCOPE

大根おろし............................適量
ポン酢醤油...........................適量
ミョウガ.................................適量
大葉.......................................適量

8月のオススメ
「ブドウ」
果皮に、白っぽい粉
「ブルーム
（果粉）
」
がまんべんな
く付いているブドウは鮮度が良い証拠で、これは水分
の蒸発を防ぐ働きがあります。粒に張りがあり、黒・赤
系のブドウは濃い色、緑系のブドウは黄色っぽい方が
味が良いです。肩の部分が甘くなる傾向があるため、
下から食べていくと甘味が強くおいしく食べられます。

8 月の星占い

田んぼで活躍中のアイガモさん。
元気にしているかな?

『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

8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

レジャー運良好。
気の合う仲間たちと出掛ければ、
わくわくうれしい発見あり。
実力発揮のチャンスがある予感

健康運

エネルギッシュ。
スポーツイベントが吉

Triangle 2019.8

15

橋本市御幸辻
りお

中岡

李緒ちゃん（4歳）
良斗く ん（1歳）
りょうと

お父さん…佑太さん

お母さん…早紀さん

中

岡家の李緒ちゃんと良斗くんは元気いっぱいの仲良し姉弟。李緒

ちゃんは幼稚園の年中さんで、
優しくてマイペースな女の子です。

プール教室や習い始めの英語教室を毎週楽しみにしています。アニメ

ではプリキュアが大好きで、
最近は絵や文字をかくことに夢中だそうで
すよ。良斗くんは小さいながら慎重派な男の子。自分なりに考えて一人
で集中してもくもくと遊んでいることもあります。
またお姉ちゃんのこと
をよく見ているようで、
興味を持ったことを真似できるようになりました。
ボールなどでよく遊び、
お家の中でもお外でもいつも元気よく動き回っ
ていることが多いそうです。
家族ではテーマパークやお祭りなどで楽しい思い出がありました。昨
年はプールが怖くて泣いちゃった良斗くんも、今年こそはお姉ちゃんと

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

一緒にプールで楽しく遊ぼうね! パパとママは
「たくさんの人に愛され
て、周りの人たちを幸せにしてくれるような子に育ってほしいな」
と2人
のことを願っています。

令和元年。
今年も女性会は熱い夏を迎えます。

7/13

8/1

〜

盆踊りサークル活動
開始します。
（各地区へ）
一緒に活動しませんか?楽しいです♪

8/3

13:00 _

第19回 女性フェスタ
（夏の運動会!!）

9:20 _11:20

おどるんや和歌山
開催日JAビル前で女性会活動発表

県立橋本体育館

スコップ三味線・盆踊りサークル・リズム体操

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。
（助成もあります）
JA紀北かわかみ女性会は、地域の暮らしと女性の活動を応援しています。

詳しくは生活課まで

☎ 42-2325

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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