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遠山 美咲さん（20）
■ 橋本市胡麻生

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

介護職で働いています。

韓国旅行です。

Q

得意なことは何ですか?

Q

行ってみたい場所は?

書道です。

ハワイです。

Q 自分の性格をひとことで言うと?
マイペース。

Q

将来の夢・目標は?

Q

好きなものは?

すてきな大人になること。

アーティスト：K-POP
食べ物：オムライス

遠山 美咲さん、
ありがとうございました!
2
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撮影場所：九度山町 慈尊院
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ＪＡ紀北 かわかみ

令和元年度
自己改革の取り組み

令和元年５・６月 支店別

懇談会意見集約

─ No.12 ─

5月27日～6月7日にかけて、紀北かわかみ管内で支店別懇談会を開催しました。皆さまからいただいたご意見・
ご要望の中から多かった意見を抜粋し、
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。

［事業計画］

Q

A

［その他］

事業計画の中で行政等と協議を行うと載せてい
るが、農業に関する事項は極めて少ない。地域の
農業振興と地域の事について、責任を持って地
域づくりをしていかなければならない。利害僅差
に対して、定期的に懇談会を以て農業振興につ
いての意見を述べ、JA の運用についても理解し
てもらわなければならない。こういったことを是非
ともやっていただきたい。
市議・町議会の議員との話合いの場は今まであ
まり持っていません。執行者である市長や町長と
の話合いは何回もしているが、議会議員との話合
いが無いので、今言われた事項について橋本市、
九度山町が今年新議員体制になりましたので、
今年中に第一回目の話合いの場を持ちたいと思
います。

4

1県1JA に同じ県の JA がまとまる事、拠点や職員
の削減等、合併合理化を図ると新聞に載ってい
たが、早くからやっているのか、和歌山県はどの様
な状況か。

A

和歌山県は合併について、
これから研究を行い
一年後にこれからどうゆう方向でやっていくのか
決めていく段階です。

Triangle 2019.9

9 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

柿の輸出量が減少しているのは台風の影響です。
柿酢については、
完売したため減少しています。

給油所の営業時間が変更になった経緯は ?
職員の中で乙四種の資格を持っている人が一人
しかおらず、労基法の関係上やむおえず時間の
規制をいれないと労働違反行為になってしまう
ので今回変更に至りました。人がきてくれたら元
に戻していきたい。

［その他］

大きく言えばあんぽ柿、小さくはやっちょん広場
の加工品として取り組んでいます。今後も利益を
上げられるよう力を入れていきたいと考えています。

Q

A
Q
A

6次産業への取り組みは行っていますか。

［その他］

柿輸出の全体量が減少している理由はなぜですか。
柿酢の販売量が減少しているのはなぜですか。

［その他］

［事業計画］

Q
A

Q

Q

県1JA 合併が進められるようです。今後県1JA に
なったとしても、
デイサービス事業を辞めずに大き
く展開をしていってください。

A

県8JA で福祉事業をしているJA があと2JA だと
思います。1JA になったときは JA 紀北かわかみ
が柱となって福祉事業を引っ張っていきたいと思
います。

［その他］

Q

県1JAになった場合、
サービスの低下が組合員に
とっては一番心配な面です。現状でも細かなサー
ビスを受けられていないが、JA の経営効率化の
為に組合員がますます不便になり農協を離れて
いくのが一番怖いと思います。

A

JA 紀北川上も合併して20年近く経ちますが、支
所統合やグリーン店廃止など効率化させていた
だいて、何とか経営を維持できましたが皆様に何
かとご不便をおかけしていると思います。ただこ
れ以上効率化しても、皆様によりご迷惑をおかけ
しますので、現体制を出来るだけ維持出来たらと
考えています。

全体運

物事を両極端に捉え、
失敗する暗示。
もう少し気楽に構えること。
運命的な出会いに恵まれる可能性があります

健康運

飲み過ぎは厳禁。
食事の栄養にも配慮を

令和
元年
0

和歌山県知事指定

受講

生一

般

募集
7月0 集期間│
8日月
～08
月26
日月

令和元年度

│募

介護職員初任者研修開催 !!

●受講定員

●研修期間
●受 講 料

25名（最少受講定員10名）

令和元年09月02日
（月）～ 10月31日
（木）
（実日数15日）

55,000円（税別）※テキスト代含む

「介護職員初任者研修」
は
初めて介護に携わろうとする
人が最初に取得する資格です。

59,400円（税込）
※受講料は研修初日に徴収させて頂きます。

●研修内容

通信教育・講義・実技・介護実習

●研修場所

JA 紀北かわかみ かつらぎ支店 2階大研修室
JA 紀北かわかみ デイサービスセンターえびす

介護全般的な知識を学ぶこと
ができます。

●ただし定員になり次第締め切らせて頂きます。
●応募人数が10名に満たない場合は、研修を中止させていただく場合があります。
●受講修了後に認定修了証書及び携帯用修了証明書を交付いたします。

■問い合わせ先■
JA 紀北かわかみ 生活部 福祉課（担当：井上）
☎0736-42-5000
県指定研修事業者 JA 和歌山中央会
☎073-488-5522

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。

9 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

内にこもりやすい。
自分の時間を持ちつつ、
人との交流も楽しめば、
意外な発見が。
音楽鑑賞でストレス発散を

健康運

慢性疲労を取るにはマッサージが効果大
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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

子どもたちと夏まつりを満喫!

29
6/

↑『かきたん』
もみんなと一緒に盆踊り♪

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。今日は子どもたちにとって良い思い出になったかな?

【青年部】食農教育活動

黒枝豆の収穫体験に挑戦!
7/

3

青年部による食農教育活動として、学文路さつき子ども園の4歳・5歳児の
児童33人が黒枝豆の収穫体験に参加しました。児童らは青年部や営農指
導員に付き添ってもらいながら、一生懸命つるを引っ張って収穫を楽しみ

ました。その後、子ども園に戻って農業や食についての勉強をし、枝豆の試食ではみんな
「おいしい!」
と喜んで頬張っていました。
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。

↑黒枝豆の収穫を楽しむ児童ら。

【九度山支店】地元農家と連携して食農教育活動

みんなで地元の特産品を学ぼう

10

7/

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、九度山小
学校3年生が地元の特産品
「富有柿」
と
「平核無柿」
について教わりました。
児童らは柿の生育状況・品種の違い、摘蕾・摘果・剪定の必要性などについ

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
スケッチしました。
↑中谷さんから
「柿」
について教わる児童ら。

【やっちょん広場】第15回桃まつり開催

あま～い桃を求めて大勢の方が来店してくれました
7/

13~15

第15回桃まつりが13日～15日の3日間やっちょん広場で開催されました。
7月は桃の出荷の最盛期。代表的な桃の品種
「白鳳」
が売り場コーナーを埋
め尽くし、開店と同時に旬の桃を買い求める多くのお客様で賑わいました。

白鳳を使ったデザートの試食会や提携ファーマーズの出張販売など各種イベントは大
盛況。
『かきたん』も桃PRに駆けつけてくれました。
↑桃デザートの試食会はすぐさま行列に…。

【金融共済部】JA共済スマイルサポーターロールプレイング予選大会
ス マ イ ル

組合員・利用者の皆さまに
「笑顔」
をお送りします
7/

18

金融共済部は、JA共済スマイルサポーターロールプレイング予選大会を
本店3階で行いました。各支店の共済担当者7人がこれまでの経験を活か
し、Lablet’
sを用いた自動車共済クルマスター継続のご提案をはじめ、
こ

ども共済のご案内や情報提供およびニーズ喚起を行いました。優績者2名は8月16日
に開催される県大会に出場し、県内8JAから参加するサポーターとともにロールプレイ
ングを披露します。
6
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9 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

↑ロールプレイング予選大会の様子。

全体運

行動範囲がグンと広がる気配。
以前から興味を持っていたことを追求してみて。
海外に関する事柄にチャンスが

健康運

体が軽く感じそう。
スポーツを満喫して

【かつらぎ支店】
「寺子屋かつらぎ」
開校

勉強のあとは楽しい工作にジャンケン大会!

20
7/

かつらぎ町管内の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。これは地域の大
学生・高校生・JA職員が先生役となって子どもたちに勉強のサ

ポートをするなど、夏休みを有意義に過ごしてもらう取り組みです。寺子屋
では自主学習を基本としつつ、宿題がわからない子にはアドバイスをしまし
た。宿題が終わると万華鏡を作り、休憩には桃ゼリーを食べて、最後はジャン
ケン大会で子どもたちは楽しんでくれました。

↑みんなでジャンケンポン!

【やっちょん広場】桃の収穫体験

今が旬! おいしい桃を収穫

20.21
7/

やっちょん広場は20日・21日の2日間、運営協力委員会副委員
長 中谷嘉宏さんの圃場で桃の収穫体験を行い、19人が参加し
ました。品種はアルプス美人と夏の陽の2種類。中谷さんより品

種や収穫方法についての説明の後、各自桃の収穫を楽しみ、参加者からは桃
と他の果実との栽培方法等についての質問もありました。収穫体験終了後、
やっちょん広場でジェラートを参加者にプレゼントし、収穫した桃と合わせて

↑桃を収穫する参加者。

喜んでくれました。次回はぶどう狩りを予定しています。

【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に挑戦!

22
7/

かつらぎ町の安井仁志さんの桃園で、かつらぎ町立渋田小学校
4年生16人が、桃の収穫体験をしました。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ました。

収穫後は、営農指導員が講師となり、桃の品種や栄養、収穫までの作業内容
や食の大切さについて学びました。児童らは採れたての桃をまるかじり! 溢
れ出す果汁に美味しそうな表情を浮かべていました。
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。

↑桃の収穫は慎重に…。

【営農課】水田農薬ドローン散布実演会

スマート農業実現に向けて

23
7/

営農課は橋本市隅田町中島にある北山さんの水田で、株式会
社未来図による無人航空機ドローンを活用した農薬散布の実演
会を開催しました。端末機に必要情報を入力すれば、GPS機能

で操作端末と機体が双方向通信して完全自動飛行で散布することができま
す。自動的に噴射量を増減するしくみなど、無駄な農薬の削減にも繋がりま
す。また操作技術に左右されないため、誰でも簡単に操作することが可能で

↑ドローンによる農薬散布実演会の様子。

9 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

す。8月には高野口町九重で同実演会を開催予定です。

全体運

不本意な出来事が多くなるかも。
でも、
イライラせず、
できることに集中するのが得策。
自然の中で気分転換を

健康運

無理は禁物です。
十分な休養を心掛けて
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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に

階級は 2L 以上を目標とする。

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。

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。

たねなし柿の収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

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。梅雨期の防除も重要ですが、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 2019.9

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

ちょっとした変化が幸運の呼び水に。
生活スタイルを変えたり、
新しい趣味を持ってみて。
科学的ジャンルも◎

健康運

スポーツジムで楽しく体力アップが可能

9月の天気

令和元年7月24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

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

適用病害虫

防除薬剤

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

前日迄

5回以内
4回以内

八朔・ネーブル・不知火・はるみの施肥
防除時期

適用病害虫

9月
中下旬

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

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

土づくり
品 目

9月又は1〜2月（10aあたり）

も も
う め
すもも

完熟堆肥

1～2t

アヅミン

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㎏

水稲
基幹防除

※土壌改良資材の投入と中耕は毎年励行しましょう。

柑橘

防除時期

仕上げ摘果で高品質果実生産に努めましょう。

仕上げ摘果の徹底
た着果量の多い樹から順に摘果を行いましょう。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、日焼け果、病害虫
被害果など商品価値のない果実を取り除き、果実品質を揃えましょう。
不知火・せとか........... 8月上旬～
八朔・ネーブル........... 8月下旬～
はるみ........................ 7月下旬～

※主な柑橘類の葉果比
品 種

温州みかん

葉果比

20～25葉に
1果

防除時期

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

八朔・ネーブル

刈取り適期
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
り取りを決めましょう。

せとか

100～120葉に 80～100葉に1 120～130葉に
1果
果
1果

品 種

出穂後

み・八朔・ネーブルでは9月上旬に施肥を行ってください。
施肥時期

（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。

れると効果が劣るばかりか、減酸にも影響を及ぼします。目安として、不知火・はる

果樹粒状配合

刈り取り時期と米の品質
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。

施肥（10ａあたり）

乾燥調整作業

80kg

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

園地の排水対策

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）

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。

HOROSCOPE

適用病害虫

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

中晩柑は、果実肥大・樹勢維持を目的に施肥を行います。この時期の施肥は遅

9 月の星占い

3回以内

◎刈取り適期の目安
不知火・はるみ

中晩柑類の初秋肥

9月上旬

収穫前日数 使用回数

補完防除

※仕上げ摘果の時期
極早生みかん...........8月中旬～
早生みかん...............9月上旬～
普通みかん...............9月中旬～

防除法

※カメムシ類多発園では、出穂10日前迄に除草を行い、傾穂期防除終了約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。

本年は全体的に、着果量が少ない裏年となっていますが、園地や樹によってバ
ラつきがあるため、それぞれの樹の管理が重要です。そのため、粗摘果で見残し

適用病害虫

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）

てんびん座

9月23日〜10月23日

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

やりたいことを強引に推し進めやすい期間。
成功の鍵は情報収集と周囲の協力。
人の意見には謙虚に耳を傾けて

健康運

自然治癒力を高めることで、
体調好転へ

Triangle 2019.9
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野菜の
楽園
89

Vol.

■ニンニク

×

ニンニク
作型 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7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10～15㎝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。た
だし、あまりとうの小さいうちに取ると、玉割れが多くなるの
で、蕾が葉の先端よりも少し伸び出した頃に摘み取るように
しましょう。

■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15㎝程度で用
意します。

春になり、とう立ちし
て 葉 の 先 端より長く
伸びたら、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、2～3ヶ月乾燥させます。乾いてき
たら茎葉の先の方は切り落とし、10球程度ずつ束ねて風通し
の良い所につるしておきましょう。

土壌改良材として、
有機質堆肥3t、過燐酸石灰30㎏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5㎝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。

10
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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。

乾いたら束ねて、風通し
の良い軒下などに吊る
しておいて利用します。

全体運

ビッグチャンスが舞い込む予感。
気になることがあれば、
迷わず飛び込んでみて。
未体験のことをするのも大吉

健康運

不摂生は体調を崩すもと。
特に安眠が大事

和歌山県農林大学校就農支援センター

研修生募集のご案内
就農支援センターでは、技術修得研修（第2班）
の
研修生を募集しています。
対

象

県内での就農を考えており、基礎的な知識や技術から就
農に必要な実践力までを身につけたい方【定員8名】

10月～翌年2月までの
毎月連続する平日5日間で計25日
研修日時 （10月7日～11日、11月11日～15日、12月9日～13日、
1月20日～24日、2月3日～7日）
9：00～16：00
受講申込書（就農支援センターまたはセンター HP で入

申込方法 手可能）に必要事項を記入の上、就農支援センターに郵
送・FAX・Eメールでお申し込みください。

締

切

面 接 日

9月9日
（月）必着

お問い合わせ

（就農支援センター）
9月18日
（水）

詳しくは、
和歌山県農林大学校就農支援センターまでお問い合わせください。

和歌山県農林大学校就農支援センター

（〒644-0024 御坊市塩屋町南塩屋724）
TEL：0738－23－3488 TEL：0738－23－3489
E メール：e0716011@pref.wakayama.lg.jp

＼かきたん／
今年もゆるキャラグランプリ2019」
エントリーしました!!

たくさんの投票
よろしくね !

昨年は過去最高の69位、今年はトップ20を目指します。
投票期間

8月1日
（木）
10時～10月25日
（金）
18時
投票方法
①各端末（パソコン・スマートフォン・タブレット・
携帯電話）
から公式サイトにアクセス
② ID 登録する
（※初回のみ）
③発行された ID でログインする
④一人1日1回投票できます

ゆるキャラグランプリ
公式の“ゆるキャラト
レカ”
を作成しました。
今後のイベントで配布
予定です。

詳しくはこちら↓
ゆるキャラグランプリ公式サイト【https：//www.yurugp.jp】
投票方法【https：//www.yurugp.jp/jp/vote/method.php】
かきたん投票ページ
【https：//www.yurugp.jp/jp/vote/detail.php?id=00001030】

9 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

自分のペースでじっくり物事に取り組めそう。
中途半端なまま放置していることは、
この機会に片付けましょう

健康運

夏の疲れが出そう。
日焼け防止も忘れないで

Triangle 2019.9
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夏のスイス周遊 7日間

2019年 9月19日㈭～9月25日㈬
スケジュール

◎：入場観光

◯：下車観光

△：車窓観光

ベルナー
オーバーラント

9月

ツェルマット
シャモニー
大阪

7月

7月

最高気温
平均

10℃

121mm

18℃

12℃

47mm

22℃

16℃

31℃

24℃

15℃

9月

18℃

9月

29℃

7月

降水量

23℃

18℃

9月

7月

最低気温
平均
8℃

81mm

4℃

41mm

7℃

87mm

21℃

79mm

157mm

160mm

［19:30］

7 ［13:35/15:20］ ソウルにて乗り継ぎ、関西空港へ（所要 : 約1時間50分）
［17:10］
関西空港到着後、JR、私鉄または高速バスにて指定駅または高速バ
ス停へ
［夜］
指定駅または高速バス停到着後、解散

×

月

×

都市名

機内食

旅の基本情報

【時差（サマータイム）】－7時間（サマータイム）
【査証（ビザ）】不要
【旅券残存期間】
シェンゲン協定加盟国出国時3ヶ月以上必要

レストラン

チューリッヒ : クラウン プラザ チューリッヒ
ベルナーオーバーラント：シティーオーバーランド
ツェルマット : アレックス、アルバーナリアル
シャモニー : メルキュール シャモニーセンター、アルピナ

ポーク料理

下記または同等ホテル（B グレード）

日本食

利用予定ホテル

ミートフォンデュ

大韓航空（エコノミークラス）

レストラン

利用予定
航空会社

フォークロアショー

シャモニーよりジュネーブへ（所要 : 約1時間30分 / 約80km）
ジュネーブ市内観光（△モン・ブラン橋、◯旧市街など）
ジュネーブよりベルンへ（所要 :2時間15分 / 約150km）昼食はレスト
ラン
世界遺産ベルン旧市街観光（◯バラ公園、◯熊公園、◯連邦議事堂など）
観光後、空港へ（所要 : 約1時間45分 / 約125km）
チューリッヒより、空路、ソウルへ（所要 : 約11時間05分）
［機中泊］

朝5回 / 昼5回 / 夕5回 軽食含む
（機内
食は回数には含みません）

アルペンマカロニ

6 ［終日］

食事条件

レストラン

ツェルマットよりシャモニーへ（所要 : 約3時間15分 / 約150km）
3大名峰その③アルプス最高峰モンブラン観光
ロープウェイで◯エギーユ・ドゥ・ミディ展望台（約3,842m）へ
アルプス最高峰モンブランの白い峰が眼前に迫り、晴れていれば遠く
マッターホルンまで見渡せる大パノラマをお楽しみください
昼食は日本食 夕食はポーク料理
［シャモニー泊］

1日目関西空港より7日目関西空港まで
同行し旅程管理業務を行います。

ラクレット

5 ［終日］

添乗員

軽食

ベルナーオーバーラントよりツェルマットへ（所要 : 約3時間30分 / 約
97km）
3大名峰その②マッターホルン観光
登山列車にて◯ゴルナーグラート展望台（約3,130m）へ
天に向かってそびえる端正なマッターホルンの姿は圧巻です
昼食はレストラン 夕食はミートフォンデュ
［ツェルマット泊］

50,000円
（旅行代金に充当します）

機内食

4 ［終日］

20名様
（催行人員30名様）

申込金

機内食

3大名峰その他①世界遺産ユングフラウヨッホ観光
登山列車にてヨーロッパ最高地点の駅ユングフラウヨッホへ
◯スフィンクス展望台（約3,571m）からはアイガー・メンヒ・ユング
フラウに代表される名峰とアレッチ氷河の壮大な景観をお楽しみく
ださい
昼食はアルペンマカロニ 夕食はフォークロアショー
［ベルナーオーバーラント泊］

ホテル

3 ［終日］

ホテル

※燃油サーチャージ目安28,000円（2019年1月現在）、
関西空港施設使用料・保安サービス料・国際観光税
4,040円、現地空港税6,080円が別途必要となります。
（燃油サーチャージ・国際観光税・現地空港税は変更と
なる場合があります）

チューリッヒよりルツェルンへ（所要 : 約1時間 / 約55km）
ルツェルン市内観光（◯カペル橋、◯旧市街散策など）
昼食はラクレット
木彫りと湖の街ブリエンツに立ち寄り、◎ブリエンツ湖遊覧船にてベ
ルナーオーバーラント地方へ
夕食はレストラン
［ベルナーオーバーラント泊］

ホテル

2 ［終日］

ホテル

（一人部屋利用追加代金68,000円
（5泊分））

最少催行人員

食事

1 ［早朝］
指定駅または高速バス停より JR、私鉄または高速バスにて関西空港へ 朝 昼 夕
［9:30］
関西空港より、空路、ソウルへ（所要 : 約1時間50分）
［11:20/12:30］ ソウルにて乗り継ぎ、チューリッヒへ（所要 : 約12時間）
［17:30］
到着後、ホテルへ 夕食は軽食
［チューリッヒ泊］
ホテル

378,000円

日次

×

旅行代金（大人お一人様・2名様1室利用）

※コース表の記載スケジュールは2019年1月1日現在有効なものです。発着時間が変更となる場合がございますので
予めご了承ください。
※上記、
旅程スケジュールについては、
予告なしに変更される場合があります。
※観光・食事等、現地事情により、順序が入替となる場合があります。後日改めて集合・解散地（および時刻）
をお知らせ
いたします。

【お問い合わせお申込みは】 JA 紀北かわかみ旅行センター ☎ 0736-42-3060
12
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9 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

交友関係が一気に広がる気配。
趣味や習い事の集まりには意欲的に参加して。
人気店で逸品に遭遇することも

健康運

まずまずの安定期。
ウオーキングにツキ

法律相談会
9月20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
9月1日（日）・8日（日）・14日（土）・15日（日）
9月22日（日）・28日（土）・29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30年度業務報告書の提出について

第 4 号議案

平成30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 マルい選果場脱渋庫制御システム改修工事について
第 6 号議案 かつらぎ中央選果場見好集荷場冷蔵設備更新工事について
第 7 号議案

固定資産の取得について
（給油所POSシステム変更）

第 8 号議案

出資口数の減少について

第 9 号議案

定款の一部修正について

縦

第218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 テレビのリモコンにはたくさん付いています
③ なだらかな○○○が続く丘陵地
⑥ 合唱部が練習するもの
⑦ 耳かきと共に行方不明になりやすいそうです
⑧ 今からこれじゃ、
○○○○が心配だなあ
⑩ 仲人から紹介を受けて、
伴侶候補と会います
⑭ 宴会でグラスをみんなで掲げて……
⑯ 相撲の勝敗を記録した○○○○表
⑱ ゴホゴホゴホ
⑲ 価格が高くなること
⑳ 煮物などに使う、
アルコールを含む調味料

お詫びと訂正
8月号トライアングルで下記のような誤りがありました。お詫び申し上げます。
【 P4 スタッフ募集 JA ではたらいてみませんか ? 】
誤 「
［給油スタッフ］時間：7：00～19：30で応相談」
正 「
［給油スタッフ］時間：8：00～19：00で応相談」
【 P6・P7 NEWS＆TOPICS 】
・人事教育課 新入職員農家実習
誤 「ブドウの授粉」
正 「キウイフルーツの授粉」
・生活課 梅シロップ作り
誤 「バンビーノ保育園」 正 「輝きの森学園」
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

※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。

① 9月1日は○○○○の日。
非常持ち出し袋や避難経路を確認しましょう
② 高知の名物料理、
カツオの○○○
③ 皮膚の表面にある細かな模様。○○の細かい肌
④ 食器を拭く布です
⑤ いがに守られた実がなります
⑦ 晴れた十五夜にはとても明るい
⑨ 矢を射る道具
⑪ 陽の反対語
⑫ 国や地方自治体に納めます
⑬ 首都はモスクワ。大きな国です
⑮ 肉料理に添えたり、
刻んでスープに浮かべたりする香草
⑯ 傘にも凧
（たこ）
にもあります
⑰ バラの茎にある突起

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

9 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

キモダメシ
応募総数は37通でした。

全体運

一時の感情で行動すると失敗しやすい月。
冷静さを大切に。
キッチンやお風呂など、
水回りの掃除で運気が回復

健康運

暑くても体の冷やし過ぎはNG。
ほどほどに
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阪口家は幸子さんの父を筆頭に阪
口さん夫婦と農業を営み、色んな果
樹・野菜を栽培する中で柿や梨をメイ
ンに出荷しています。兼業農家で働く
旦那さんの存在は大きく力強い味方
です。父の代から作っている洋梨の
ラフランスは、当時は栽培する農家
も少なく珍しい果物で、納得のいく商
品に至るまで大変な苦労がありましたが、様々な情報を取り入れ試行錯誤の末

出荷者通信

「これならお客様に食べていただける」
と感じる商品作りに心掛けています。そ

Consignor Communication

してくれました。柿・梨についてはJA推奨の農薬等を使用することを徹底し、野

れでも阪口さんは
「天候に左右されやすい果物作りは今でも難しいですね」
と話
菜は無農薬で育て、商品の梱包時は混入物や傷み商品がないかのチェックを丁
寧に行うなど
“安心しておいしく食べてもらいたい”
という阪口さんのこだわり

橋本市菖蒲谷

阪口
物
出荷

ゆ き

と想いが詰まっています。今では出荷者やお客様とのコミュニケーションがとれ
るやっちょん広場へ行くことが楽しみで、
お客様の声を聞く度やる気とモチベー

こ

幸子さん

ションが上がり励みになっています。
阪口さんは農業の課題として担い手不足のサポート、若い世代や女性にも働

●柿 ●梨
●野菜全般

きやすい環境づくり、そして商品の廃棄ロスに繋がるしくみが確立されることを
願っており、
これからも色んな商品を見て参考にしながら頑張っていきたいと話
してくれました。

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
●先日、加工用の桃を買いにやっちょ

●毎回表紙のお嬢さん、若々しくて美

ん広場へ行きました。15分前開店に着

しいですね。7つの質問も若い方の考

くも長い列でびっくりしました。でも安

え方がよくわかって楽しみですね。

くておいしい桃が手に入って大満足で
した。
（橋本市・Kさん）
●やっちょん広場の新鮮な野菜と花木

（高野町・Sさん）
● 夏 野 菜たくさん 出 来たので、ご 近
所へ食べ助けと言って持参。喜んでも
らっています。

を買いに行くのが楽しみです!

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。

※先月号で編集誤りがあったため、2カ月分の当選者を発
表いたします。

7月号の
当選者

暮橋 光代さん
（橋本市）
辻本 啓子さん
（橋本市）
福岡祐香里さん
（かつらぎ町）
竹友久美子さん
（橋本市）
山本 愛弓さん
（かつらぎ町）

8月号の
当選者

大原
尾西
北山
中谷
横芝

（橋本市・Nさん）

（かつらぎ町・Sさん）
●6月30日で83歳の誕生日を元気で
迎えさせていただきました。記念してク
イズで頭も元気にしていただこうと思

お便りの宛先

い応募しました。
クイズ一番に解いてか
います。

7月は桃の最盛期です。やっちょん広場で3日間開催された
「第15回桃まつり」
では、たくさんの方にお越しいただき大
盛況のうちに終わりました。桃の代表的な品種「白鳳」の甘
くて瑞々しい食感がおいしくて、毎年楽しみにしています!
ちょっと人が多過ぎますけどね
（笑）

（橋本市・Sさん）

8 29

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。
※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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9 月の星占い
HOROSCOPE

ちよさん
（橋本市）
智子さん
（かつらぎ町）
侑誠さん
（かつらぎ町）
郁子さん
（かつらぎ町）
栄一さん
（橋本市）

編集後記 _editorial note_

らカラフルな記事を読ませてもらって

14

抽選で
5名様に

おうし座

4月20日〜5月20日

そして梅雨が明けたと思ったら早速暑い毎日。皆さんも熱中
症には気をつけて水分補給をしっかりとってほしいのですが、
実は桃は夏バテ対策に最適な果物みたいですね。夏の味覚
を食べて、今年も暑い夏を乗り越えましょう!

全体運

旅行や飲み会に出掛けると自分の新たな可能性に気付けるかも。
努力の成果が出やすく、
頑張ってみる価値あり

健康運

元気に過ごせそう。
夏を満喫できるはず

元気で

取材先で

柿作りに全身全霊をかけて

や って ま 〜 す
かつらぎ町丁ノ町
ヒロノブ

松本 弘信さん（84）
松本さんは６人兄弟の長男で16歳の頃から農業に携わり、家族を養っていくという気持ちか
ら現在に至るまで様々な壁を超えながら熱心に柿作りに取り組まれてきました。話の中でも
「農
作物を作ることはプロかもしれないが、販売することは素人」
と何度も言葉に出し、消費者が好
む味・食感の柿を作り、
どのように売り込んでいけば良いのか、息詰まってしまうことも多々あっ
たそうです。それでも松本さんの恩師にあたる農業大学校の先生や試験場の職員方に栽培方

桃PR頑張りました!
「かきたん」

法や技術的なところ、市場での販売等についていろいろと教わり助けていただいたおかげで、
「道のりは長く苦労もあったが、
ここまでやって来れた」
と話してくれました。
松本さんは有機栽培を推奨しており、
かつらぎ町有機栽培実践グループにおいては集団組織
として地域農業の発展・果樹振興に多大な貢献をされた功績を称え、県代表として表彰もされま
した。柿に続き梅を有機栽培し、
現在は娘さんが後継者として一緒に農業を頑張っています。
年を重ねるにつれて体力の衰えもあるそうですが、
「まだまだ頑張っていきたい!家族農業を
大事にしてきたい」
とやる気いっぱいの松本さんです。暑い夏が始まりましたが、秋に向けての
柿作り応援しています。

ドローンで農業を楽に!

■材料
（4～5人分）

食菜館の
この逸品

和風おろしハンバーグ

■作り方

を止め、形を整えたハンバーグのたねを並べる。

⑴ 玉ねぎはみじん切りにし、ボウルにハンバー

中央部分をへこませ、火をつけて中～強火で

グの材料を全て入れてよくこねる。

片面に焼き色をつける。

⑵ こねたハンバーグのたねを個数分に分ける。

⑸ 焼き色がついたらひっくり返す。フタをし、裏

⑶ おろしソースのⒶと大根おろしの半分を小鍋

が焦げないように5～6分じっくり焼いて肉汁

に入れ、火にかけて沸騰したら少し煮詰める。

が溢れてきたら完成。お皿に盛りつけ、おろ

水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。

しソース・大葉・大根おろし・醤油をかけて

⑷ フライパンにサラダ油をひいて熱したら一旦火

ん広場NE W S
やっちょ

お召し上がりください。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』
HOROSCOPE

【おろしソース】
醤油..................... 大さじ4
酒......................... 大さじ2
Ⓐ みりん................... 大さじ3
砂糖..................... 小さじ1
ポン酢.................. 大さじ3
大根おろし...................... 大さじ4
水溶き片栗粉.................. 大さじ1
醤油.......................................少々
大葉..................................4～5枚

9月のオススメ
「柿」
柿は9月から12月頃が旬で、10月頃に出荷の最
盛期を迎えます。美味しい柿を選ぶには、ヘタが深い
緑色で軸が真ん中にあってヘタが果実にぴったりと
つき、果実全体が均一に色づいているものがおすす
めです。柿に含まれるビタミンCは風邪予防や美肌
効果に期待できます。

9 月の星占い

【ハンバーグ】
合いびき肉............................ 400g
玉ねぎ.......................................1個
卵...............................................1個
牛乳....................................大さじ2
パン粉.................................... 50㏄
ナツメグ.................................. 適宜
塩コショウ...................... 小さじ1.5
砂糖................................ 小さじ1弱

『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4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

すべき作業を黙々とこなすだけで、
変化に乏しい日々になりがち。
興味を引かれるジャンルに意識を向けてみて

健康運

小まめに疲れの解消を。
菌活もお勧め

Triangle 2019.9

15

橋本市市脇

橋本

りくと

理玖虎く
明輝虎く
あきと

お父さん…政明さん

ん
（4歳）
ん
（1歳）

お母さん…未佳さん

ち

ょっぴり恥ずかしがり屋の理玖虎くんとお兄ちゃんのことが大好き
な明輝虎くん兄弟は、お家でもお外でもいつも元気いっぱい! 理玖

虎くんはトミカのおもちゃやスーパー戦隊シリーズがお気に入りです。平
仮名や数字を読めるようになり、今度は書く練習を一生懸命頑張ってい

ます。明輝虎くんは話す言葉が少しずつ増えてきて、いろいろな手遊びを

して楽しむことも多くなってきました。お兄ちゃんのことを何でも真似し
て、一緒に遊んでほしいとアピールしますが、そこでケンカになってしま

うことも…。それでも最後は仲直りをして、いつもの笑顔とやんちゃっぷ
りを見せてくれるそうですよ。お天気の良い日は三輪車やストライダー
に乗って遊んだり、お散歩に行ったりと2人の冒険の始まりですね。

家族での思い出は白浜旅行。ご両親は
「またみんなで海へ行って泳が

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

せてあげたい。花火も見て喜んでほしい」
と夏のイベントを楽しみにさ

れていて、
「ケンカもしながら仲良く、元気に成長してほしい」
と2人にメッ

セージを残してくれました。子どもらしくわんぱくに、すくすくと大きく
なってね!

やっちょん広場 たねなし柿祭り
今年も柿のシーズンがやってきました!
やっちょん広場では9月上旬から10月上旬
にかけて、刀根早生柿・平核無柿などの“たね
なし柿”が出荷の最盛期となり、毎年9月は
「た
ねなし柿祭り」
を開催しております。
秋ならではの味覚も多数取り揃え、季節限
定の各種イベントが盛りだくさん!

9月

ご家族揃ってお越しくださいませ。
※開催日時等は、来月号
（トライアングル10月号）
で
お知らせいたします。
※写真は昨年度の
「たねなし柿祭り」
の様子です。

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
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