URL http://www.ja-kihokukawakami.or.jp E-mail e-mail@ja-kk.jawink.ne.jp

に リ ズ
ム を
ら し
く
奏 で る
広 報 誌

特集

富有柿まつり
開催のご案内

第16回

11

2019

NOVEMBER No.223

─今月の特集─

CONTENTS
─目次─

市議会議員・町議会議員 意見交換会開催
資材センターより 営業時間
・内容変更のご案内 03�05

NEWS&TOPICS

地域でがんばる! 青年部紹介

06�07

─ 井上 現さん ─

■ 第16回 たねなし柿まつり開催
■ 農業体験付定期積金「みのり」サツマイモの収穫 ほか

08�09

野菜の楽園

土壌分析
無料診断のご案内

10

INFORMATION

─ 池永 惠司さん ─

食菜館のこの逸品

11

■ チキンと里いものチーズクリーム煮

15

FUWA ─ 森下 響稀ちゃん ─

12�13

■ Aコープかつらぎ店よりお得なお知らせ
■ 各種相談会 ■ 理事会だより
■ クロスワードクイズ ほか

14

元気でやってま〜す

11月の農作業
■ ウスイエンドウ

おたより広場・プレゼント当選者 ほか

京の名所を歩く旅

（日帰りツアーのご案内）

16

TinkerBell
─ ティンカーベ ル ─

つ の質問
はる

か

川端 陽香 さん（27）
■ 橋本市出塔

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

公務員です。

旅行です。

Q

休みの日は何をしていますか?

Q

今いちばんしたいことは?

Q

行ってみたい場所は?

Q

将来の夢・目標は?

Q

好きなものは?

こどもと遊ぶ、
家事をしています。

遠くに出掛けたいです。

オーロラの見れる国です。

世界一周。

小説：東野圭吾さんの小説
アーティスト：aiko
スポーツ：野球

川端 陽香さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：四郷カフェ

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8月 市議会議員・町議会議員

意見交換会開催

─ No.14 ─

各地域の農業振興について、橋本市議会議員・九度山町議会議員とJA役職員との意見交換会を開催し、その中から
一部内容をQ＆Aの形でご報告いたします。
令和元年8月19日
（当 JA 本店）
橋本市議会議員との意見交換会

Q
A

令和元年8月21日
（九度山町役場）
九度山町議会議員との意見交換会

県1JA 合併の話については、
どこまで進んでいるの
か ?またそうなればサービスの低下が不安視される

Q

ドローンの取扱いについて、
柿は下から消毒するが上
から散布して大丈夫なのか ?

が対応は大丈夫なのか ?

A

ドローンによる消毒散布について、許可がないため
柿に散布することができません。現在、水稲への実

現在研究をすすめていますので、何年後かには合併
する可能性はあります。今まで合併してきた経験を
活かして、迷惑をかけないような手段を考えていき
たいです。

Q

やっちょん広場について来客数・売上が減少傾向に
あるが、
JAとしてどういう分析をしているのか ?

A

近年直売所や道の駅を含め競合が増えてきたのが
原因のひとつです。安全・安心で新鮮な野菜果物を、
今後も提供できるように取り組みたいと思います。

施に向けて取り組みをしております。

Q

共済契約について、
今まで集金訪問してくれていたが
共済掛金を口座自動引き落としにしていく旨の説明を
受けたがなぜか ?

A

今までの集金業務を減らして
「提案活動」
にシフトして
いく方向で考えております。自動引き落としの方が便
利でありますし、
自動振替にしたからといって訪問しな
いわけではありませんのでご協力ご理解いただきた
いです。

定期積金を

ご契約のみなさまへ
平素は定期積金をご利用いただき誠にありがとうご
ざいます。
さて、
このたび定期積金の取扱い方法を、令和2年
2月末をもって「集金」から「自動振替」に変更させて
いただきます。
つきましては、定期積金の掛込み方法が「集金」と
なっているご契約者さまには、渉外担当者が訪問し
「自
動振替」へのお切替え手続きをさせていただきます。
なお、訪問による定期貯金・定期積金の満期処理、年

定期積金の
取り扱い方法の
変更について

金お届けサービスや窓口来店による定期積金のご入金
につきましては、引き続き今までどおりとさせていただ
きます。
今後とも、組合員・利用者のみなさまへのサービス・
相談業務の向上に、
より一層努めてまいりますので、皆
さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
詳しいお手続きにつきましては、JA窓口、または渉
外担当者にお尋ねください。

Triangle 2019.11
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第16回 富有柿まつり開催のご案内
営業
時間

9:00〜 5:00
ＰＭ

11/10 日

ＡＭ

11/9 土

富有柿の生産が最盛期を迎える11月! 今年もやってきます
『富有柿まつり』!!
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

開催場所
・
お問い合わせ先

TEL 0736-33-2500

退職のご報告
令和元年9月30日をもって6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。

■ 尾崎

元美（経済部）

■ 南迫

克幸（生活部）

■ 森脇

佳子（高野口支店） ■ 青木

■ 辻本久美子（生活部）■ 馬場

基治（橋本東支店）

利道（かつらぎ南支店）

11月は
「同和運動推進月間」
同和問題の
解決に向けて

11月11日～12月10日は

「人権を考える強調月間」

同和問題は、人間の自由と平等に関する問題であり、
日本国憲法

等の問題が発生しています。

によって保障された基本的人権にかかわる問題です。
同和問題は、多くの人々の努

4
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このため、現在もなお部落差別が存在するとの認識のもと
「部落
差別の解消の推進に関する法律」
が平成28年12月に成立しました。

力によって解決に向かっていま

この法律では基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部

すが、今なお、個人を誹謗中傷す

落差別は許されないものであると断じ、国や地方公共団体に対し、

る差別発言や、不動産取引等に

差別解消のための施策の実施を求めています。そして、その結果と

関わって同和地区の所在を行政

して、部落差別の解消の必要性について国民の皆さんの理解が深

機関へ問い合わせるなどの差別

まり、
差別のない社会を実現することをめざしています。

事件が発生しています。また、近

私たち一人ひとりが同和問題について正しく理解し、差別は許さ

年、情報化の進展に伴って、イン

れないものであるという意識を持ち、差別のない明るい社会をと

ターネット上での差別書き込み

もに築きましょう。

11月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

何ごとにも意欲的に臨めるはず。
ひらめいたら、
即動くのがベスト。
ネットを通じて良い出会いがある可能性も

健康運

代謝促進を図って。
マッサージが一番

資材センターより
営業時間・内容変更のご案内
営業内容変更後も、より一層皆様にご満足いただけるよう

努力してまいりますので、変わらぬご愛顧をお願いいたします。
店

舗

11〜3月営業時間

かつらぎ資材センター
橋本資材センター
かつらぎ農機センター
橋本農機センター

月〜日曜日
8：30～17：00

☎0736-22-7822

月〜土曜日
8：30～17：00

☎0736-22-0124

※日曜日は休業

10月〜11月の
リプラギ

☎0736-33-2300

☎0736-32-0030

特別推奨品

カルティオ

フロアーマット

お問い合わせ

軽量樹脂台車

チカマサ

剪定鋏190

（PST－8）

丈夫なカシメ

両面模様仕様

ハサミにとってオヘソ
にあたるカシメの鋲は、
摩耗に耐え、ユルミ、ガ
タツキ の 心配 なく、い
つまでもスムーズな切
れ味を保ちます。

均等荷重200㎏

サイズ 917㎜×1840㎜
重量 18.8㎏

寸法：780㎜×490㎜×162㎜
ハンドル高さ900㎜
折りたたみハンドル・樹脂製ストッパー付

15,400円（税込）

サイズ：刃長／45㎜ 全長／190㎜
重量／150g

16,750円（税込）

1,750円（税込）

◇ご利用の方は各資材センターまでご連絡ください。

橋本資材センター TEL 33-2300

11月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

かつらぎ資材センター TEL 22-7822

全体運

自己流にこだわり、
物事を停滞させがち。
謙虚に他の方法を探して。
発想力アップには、
お香をたくのが効果的

健康運

汗を流すと体調回復へ。
運動を楽しんで

Triangle 2019.11
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【営農課】水田農薬ドローン散布実演会

スマート農業への取り組み

29
8/

↑ドローンによる農薬散布実演会の様子。

営農課は7月に続き、高野口町九重にある橋本さんの水田で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。前回同様、端末機を使った農薬散布実演の後、
ド
ローンの性能や操作方法、農薬削減などについて担当者から説明があり、参加者からは

活発な意見や質問が出ました。今後JAでは、
ドローン導入に向け取り組みます。

【総務・直販課】
ねんりんピック紀の国わかやま2019企業協賛贈呈式

ねんりんピック開催まであと少し!

29
8/

第32回全国健康福祉祭和歌山大会
「ねんりんピック紀の国わかやま
2019」
開催に向けた企業協賛に係る贈呈式が橋本市役所市長室で行
われ、
スカッと柿酢!と富有柿を協賛物品として贈りました。宮崎組合長

が協賛目録を読み上げ、平木市長より感謝状と記念品が贈呈されました。

↑企業協賛贈呈式での宮崎組合長
（右）
と平木市長
（左）
。

【青年部】地元農家と連携して食農教育活動

瑞々しくておいしい!採りたて秋の味覚
9/

5

青年部は、
かつらぎ町にある坂田農園で笠田小学校2年生49人の児童
を対象に、梨狩り体験と
「食」
の研修を行いました。児童らは果実の採り
方や食べ頃の選び方、果実の種類や栄養・効能について授業を受けま

した。おいしさのあまり口いっぱいに頬張り、梨狩りを楽しんでいました。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。
↑上手にもぎ取れたかな?

【営農課】地元農家と連携して食農教育活動

子どもたちがブドウ収穫体験

12

9/

かつらぎ町の長谷場正記さんのブドウ園で、営農指導員が講師のもと、
城山小学校3年生42人が、
ブドウの収穫体験をしました。長谷場さんか
ら今年の生育状況やブドウの収穫方法について説明を受け、思い思い

のブドウを収穫しました。営農指導員からはブドウの作り方や農業・食の大切さを
学びました。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。
↑大きなブドウ見つけたね!

【女性会】
ボランティアグループあじさい

みんなを笑顔に!
9/

12

ご高齢の方を元気づけようと、ボランティアグループあじさいがデイ
サービスセンターえびすかつらぎに集まりました。歌やリズム体操、踊
りを披露し、利用者の方も一緒になって踊ったり手拍子をしてくれたり

と、みなさん楽しく参加してくれました。
↑みなさん大変喜んでくれました!

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

身近な人の良い面を吸収できる時期。
体験談をつづった本を読むのも大いに参考に。
習い事の集まりは刺激抜群

健康運

小まめなストレス解消が体調に好影響大

【金融共済推進企画課】
アンパンマン交通安全キャラバン

アンパンマンと一緒に交通ルールを学ぼう!

14

9/

かつらぎ総合文化会館
「あじさいホール」
で当JA主催
「アンパンマン交
通安全キャラバン」
が開催され、第1部・第2部合わせて1283人の方に
ご来場いただきました。アンパンマンと仲間たちを通じて、次世代を担

うこどもたちを交通事故から守るため、交通ルール・マナーを楽しく学ぶ企画です。
こどもたちはショーや握手会、
ガチャガチャに大喜びでした。
↑アンパンマンと仲間たちが登場してくれたよ!

【営農課】
バケツ稲刈り取り

丁寧に稲を刈り取ったよ!

20.25
9/

営農指導員の指導のもと、9月20日に応其こども園の園児34人、同月
25日に九度山保育所の園児30人がバケツで育てた稲の刈り取り体
験を行いました。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っています。園
児たちの手で刈り取られた稲は約10日間自然乾燥させた後、おにぎりやカレーに
して食べる予定で、園児たちは毎年楽しみにしてくれています。

↑お友だちと稲の刈取りを行う園児ら。

【やっちょん広場】第16回たねなし柿まつり

たねなし柿を大々的PR!
9/

21~23

早生品種
「刀根早生」
の出荷最盛期を迎え、
「第16回たねなし柿まつり」
がやっちょん広場で開催されました。店内入ってすぐのところに旬を迎
えたたねなし柿の売り場を設け、店内入口付近では柿の試食会を行い

大々的にPRしました。また様々なイベントに多くの来店者で賑わい、
『 かきたん』も
応援に駆けつけてくれました。11月9・10日には富有柿の出荷最盛期に合わせ
「富
有柿まつり」
を開催します。

↑たねなし柿の試食会に集まる来店者。

【営農課】農業技術・経営の研修生卒業

年間研修コース修了者 第4号!

25
9/

平成30年10月より農業技術・経営の研修を受講していた木内敏夫さ
んが年間研修コースを修了し、宮崎組合長から修了証を授与されまし
た。JAでは地域の新たな担い手育成・支援のため、新規就農を希望す

る方に農業技術・経営の研修制度を開始し、JAトレーニングファームにおいて、農
業次世代人材投資資金に対応できる就農前1年間研修を行っています。今回4人
目の修了者となり、随時募集を行っています。

↑宮崎組合長から修了証を受け取る木内さん。

【金融共済部】農業体験付定期積金
「みのり」
サツマイモの収穫

みんなで楽しい芋掘り体験

28
9/

九度山町にある園地で、農業体験付定期積金
「みのり」
の契約者による
サツマイモの収穫イベントが開かれ、大人・子どもら107人が参加しま
した。5月に自ら植え付けを行った園地で鳴門金時と紅あずまの収穫を

楽しみ、ふかし芋の試食で秋の味覚を堪能しました。農業体験付定期積金は
「JAら
しさ」
をアピールし、
「農業や食の在り方」
を楽しみながら学んでもらうことを目的と
しています。

11月の星占い
HOROSCOPE

↑毎年定番! 最後は集合写真。

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

周りとの調和をモットーに過ごしたい月。
また、
物質面より精神的なものに重きを置くことで、
うれしい変化が

健康運

スポーツジムなどで体を鍛えるとラッキー

Triangle 2019.11
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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！

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5以上になった果実に処理します。

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

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㎝

果実を傷つけないようにしてください。

以上）
の果実に処理する。
・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

本年度の反省

果、
傷果、
日焼け果、
ヘタスキ果などには処理しない）

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

・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
しない。

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
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

モモの剪定

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

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

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。

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。◎処理方法

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

新しいことをスタートさせるのに最適。
未体験ジャンルでも成功率は高め。
にぎやかな場所に行くと運気がアップ

健康運

不規則な生活になりやすいよう。
自制を

11月の天気

令和元年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

近畿太平洋側では、平年と同様に晴れの日
が多いでしょう。気温は、平年並または高い
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

また、収穫が遅れた場合、浮き皮症

したり弱めたり出来るので、
樹の性質に合わせて行うことが重要です。

が発生し、品質低下・腐敗果に繋がる
ため、計画的な適期収穫を心掛けま

1.樹の骨格作りのポイント
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

しょう。

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）
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
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
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

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。

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）

貯蔵病害防除
かび類は果実の傷口から感染し、青かび病・緑かび病などを発生さ

側枝

せ、軸腐病は果実生育期間中にヘタの部分に菌が侵入して発生しま
す。収穫前防除の徹底や、丁寧な収穫作業など行い貯蔵病害対策をし
ましょう。
品目

収穫前

トランプのダイヤを
イメージする。

みかん・中晩柑

側枝の先端と
主枝の角度は
主枝 90度を目標にする。

防除
時期

適 用
病害虫

トップジンM水和剤
貯蔵病害
（青かび病・緑か
び病・軸腐病）

収穫前
使用回数
日 数

防除薬剤
2000倍

又は
ベンレート水和剤

4000倍

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）

○モモのせん孔細菌病
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
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
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。

前日迄

前日迄

５回以内
みかん
4回以内
中晩柑
2回以内

柑橘の秋肥
秋肥の施用は樹体を回復させ、冬の寒さを乗り越えるための重要な
作業です。地温が12℃以下になると根の活動が低下し、土壌中の水分
や肥料を吸収する力が劣ります。そのため、施用が遅れないよう10月
下旬から11月上旬までに行いましょう。施用後はワラを敷き、地温を
保つようにしましょう。
品目

柑橘

適期収穫を心掛けましょう

施肥時期

みかん
八

早生・普通みかんの収穫

朔

10月下旬

肥料名

施肥量
（１０ａあたり）

果樹粒状配合 又は
高度化成S604

150㎏
80kg

果樹粒状配合 又は
果樹有機化成

120㎏
100㎏

果実の酸切れを確認し、着色したものから順に採果しましょう。収穫

ネーブル

果樹粒状配合

120㎏

の際、果実に傷をつけると腐敗の原因になるため、必ず手袋を着用し、

不知火・はるみ

果樹粒状配合

80㎏

ハサミで2度切りを行い採果してください。収穫した果実をカゴからコ
ンテナに移すときは、高い位置から落とさないよう注意し低い位置か
ら丁寧に行いましょう。

11月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

全体運

いきなり高評価を目指さず、
「急がば回れ」で取り組んだ方が成果につながります。
リフレッシュは露天風呂へ

健康運

体力過信にご用心。
準備運動は念入りに

Triangle 2019.11
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野菜の
楽園
91

Vol.

■ウスイエンドウ

●播種

ウスイエンドウ
月

1穴に2～3粒ずつまき、株間は30㎝にします。すじまきの場合

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

は5㎝間隔で1粒ずつまきます。覆土が浅いと根が浮き上がった

露地
●…播種

り、種皮をかぶったまま発芽したりするため、覆土は2～3㎝程度に

■…収穫

します。

播種時期が早すぎると春先に霜害を受けるので注意します。

30㎝

ウスイエンドウを楽しむ！

30㎝〜120㎝

エンドウは日本へは明治
時代に西洋種が導入され、
在来の東洋種と交配して現
在の品種が生まれました。
また、栄養価の高い野菜
で、食物繊維、
ビタミンCなどを豊富に含みます。熱
に弱く、
ゆですぎると栄養分を損なうので、調理する
ときは注意しましょう。

タネは間隔をあけて2〜3粒まき
し、2cmくらい覆土する。
●支柱立て・誘引
蔓が十分に伸びてもいいように支柱は1.8～2m程度にし、支柱
の間隔は2m程度にします。
作業は根が伸びきる前の1月中には終了できるように行いま
す。蔓が伸びてきたらテープなどで誘引します。

■栽培のポイント
★野菜の中でも特に連作を嫌うので、4～5年は間を空けま
しょう。
★種まきの適期を守り、真冬に大株にしないよう注意しましょう。
★エンドウの根は多くの酸素を必要とします。排水の良い畑に
植え、高畝にしましょう。
●整枝

■栽培管理

晩霜の心配がなくなったら1mあたりの立ち本数を20本程度に

●畑の準備
連作を嫌うので、同じ畑には4～5年作付けしないようにします。
種まきの半月以上前に土壌改良材をまき、元肥を入れて幅150㎝
の畝を作ります。

します。残す側枝は太くて充実したものとし貧弱な側枝は除去し
ます。
花芽が見える頃、花芽から下に側枝が発生するので、できるだ
け早く取り除きます。

●施肥例
（本圃10aあたり）

誘引する

時 期

肥料名

施肥量

元 肥

播種前

味一粒状配合

9０kg

追肥1回目

本葉4～6枚

千代田化成549

３０kg

追肥2回目

1番花開花時

千代田化成549

３０kg

追肥3回目

3～4段開花時

千代田化成549

３０kg

土壌改良材として、
有機質堆肥2t、BMヨウリン40㎏、苦土セルカ2号50㎏を施用します。

誘引する

●収穫
開花後20日頃を目安に、
さやが膨らみ中の実が外から分かるよ
うになり、
さやのつやがなくなってざらざらし始めた頃、収穫後の
蒸れを防止するために、
高温時を避けて収穫します。
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11月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

良縁に恵まれるので、
人脈拡大を意識し、
積極的に集まりの場に参加して。
趣味がプロの腕前に到達しそう

健康運

スキンケアに集中を。
良質な睡眠が大事

│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

申込締切

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］

11月8日
（金）

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。

第33回

用紙

この部分を採土

200㏄コップ
1杯程度

※表土は混ざらない
ようにする。

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

・１園で３〜５カ所採土
・混ぜて乾燥させる

紀北農芸高等学校

農芸祭と農産物品評会
並びに展示即売会のご案内

地域の皆さまにご好評いただいております農芸祭を、下記のとおり開催いたします。

日 時

令和元年
※雨天決行

11月23日土

農産物品評会への農産物搬入・審査
農産物品評会の農産物展示
農産物品評会の農産物販売

10時〜14時

11月22日（金） 9：30～
11月23日（土）10：00～
11月23日（土）12：00～

出品のお願い
一般の方々による農産物品評会への農産物・加工品・手芸品等の出品をお

願い致します。

審査の結果、優秀な出品物には県知事賞を始めとした各表彰を行います。

お問い合わせ

11月の星占い
HOROSCOPE

紀北農芸高等学校

しし座

7月23日〜8月22日

0736-22-1500

場

所

紀北農芸高等学校

伊都郡かつらぎ町妙寺1781
内

容

農産物品評会
（農産物などの審査・展示・即売）
農場生産物直売
模擬店

文化クラブ展示発表

芸術・環境工学科作品展示・その他

0736-22-1501

全体運

やや停滞気味。
問題発生時には、
周囲の意見に耳を傾けるとグッド。
厄払いにリビングや寝室の掃除も有効です

健康運

軽い運動にツキ。
散歩や体操を楽しんで

Triangle 2019.11
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A コープかつらぎ店よりお得なお知らせ

日本 ど こ で も

A コープかつらぎ店では、クレジット
カード／ PayPay 決算を使って代金

このマークのお店なら

を支払うと最大5% の還元が受けら
れます。

キャッシュレスで

（原則として、購買金額の5％、フランチャイ

最 大

5％ 還元

ズ傘下の中小・小規模店舗等では2％を還元）
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
https://cashless.go.jp/

［キャッシュレス・消費者還元事業］

消費者還元期間：2019年10月1日～2020年6月30日

※還元には上限があります。詳しくは Web ページで確認ください。 ※一部還元たの対象外品があります。

和歌山県の農産物を全国に発信する !
統一キャッチフレーズ
JA グループ和歌山は、“ 和歌山県 ”“ 和歌山産 ” を前面に
この取り組みも今年度で9年目を迎えますが、皆さんも一

今年度も
『ココ・カラ。和歌山』は、
これからの秋冬果実を

度はこのマークを見られた方は多いのではないのでしょうか。

中心に首都圏での県農産物 PRキャンペーン、百貨店フェア

このマークは和歌山の
「和」
をもとにデザインし、人とココ

を開催し、県産ブランドの確立と和歌山ファンの拡大に向け、

ロとカラダに農産物を通じて潤いある健康で豊かな暮らし

今後の
開催予定

を提案していく、
その発信地が、
『ここ、和歌山から』
という意
味で作っています。

出した消費宣伝を行っています。

取り組んでまいります。

● JR 大阪駅『みのりみのるマルシェ』和歌山の実り
10／12（土）～13（日）、12／7（土）… ……………………JR 大阪駅（アトリウム広場）
●和歌山フェア（柿） 10／30（水）～11／5（火）…………日本橋三越
●和歌山フェア（みかん） 11／13（水）～19（火）…………銀座三越
●和歌山フェア（みかん） 11／20（水）～26（火）…………新宿伊勢丹
● ABC ラジオ祭り2019 11／17（日）……………………大阪万博公園
● OBC ラジオ祭り2019 11／23（土）……………………大阪城公園

UI ターン就農相談フェア開催のお知らせ

県内で新たに農業を始めたいと考えている方を対象に、就農に関する様々な内容について相談をお受けします!
また、
先に新規就農された方の話を聞くことができる
「新規就農セミナー」
も同時に開催します。皆様、
お気軽にご参加ください。

11月17日（日）10：00～15：00
相談受付
内容

（新規就農セミナーは1回目11：00～12：00、2回目13：00～14：00）

●就農相談（研修、資金、農地、雇用就農等）
●農林大学校進学相談 ●林業就業相談 ●移住相談

※内容が変更する場合がご
ざいますので、
開催日前に
HP 等でご確認ください。
※申し込みは不要です。

新規就農セミナー
▶1回目11：00～12：00 ▶2回目13：00～14：00
●セミナー講師による就農体験談の発表と意見交換会

※講師は各回別

場所

和歌山県 JAビル1階アグリテラス・めぐみ館

（和歌山市美園町5-1-1）

Triangle 2019.11

11月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

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
E メール：e0716011@pref.wakayama.lg.jp

※新規就農セミナーは2階和みホール A にて開催
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お問い合わせ

全体運

レジャー運が活性化します。
気の合う友人と出掛けると、
素晴らしい発見が多いはず。
新チャレンジも大賛成!

健康運

暴飲暴食は禁物。
栄養バランスを大切に

法律相談会
11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〜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
11月3日（日）・9日（土）・10日（日）・17日（日）
11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 1 号議案 業務監査契約書の締結について
第 2 号議案 理事会規程の一部改正について
第 3 号議案 固定資産の除却について
第 4 号議案 自然災害対策資金融資要項制定について
第 5 号議案 無料職業紹介事業の実施について
第 6 号議案 令和2年 農薬
（個人）
の取扱要領の制定について
第 7 号議案 令和2年 農薬
（団体）
の取扱要領の制定について
第 8 号議案 令和2年度 肥料の取扱要領の制定について
第 9 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。

貯金………………………………… 2,132億4,984万円
貸出金………………………………… 186億5,209万円
出資金………………………………… 45億6,662万円
購買品供給高…………………………… 7億7,968万円
販売品販売高………………… 4億1,804万円
（販売課）
……………………………………… 4,004万円
（直販課）
長期共済保有契約高……………… 4,708億2924万円

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 ピーヒャララと吹きます
③ ご指導ご○○○○のほどよろしくお願いします
⑥ 車を運転するのはドライバー、バイクの場合は
⑧ 日本人の主食です
⑨ ピサの斜塔がある国
⑪ 穂が美しい野草
⑬ 大きく立派な家のこと
⑮ 彼は上司にも○○○○置かれる存在だ
⑰ 生兵法は大○○のもと
⑱ 果物のこと。和食のコースでデザートこう
呼ぶことも
⑳ 映画や小説の大まかな内容のこと
 富有、
次郎などの品種があります

横

JAの概況（2019年8月末現在）

縦

第220回理事会を9月12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 ボジョレー・ヌーボーを輸出する国
② 沖縄の海にいるマンタもこの仲間
③ アルファとガンマの間です
④ 一つのコンセントに多くの機器をつなぐ○○○○配線
⑤ マニキュアを塗る物
⑦ とても良いとされるおみくじの運勢
⑩ 不要な部分を省いて描きます
⑫ 灰皿にたまる物
⑭ 結婚式を行うこと
⑯ カエデの別名です
⑰ 化粧水や乳液でスキン○○をした
⑲ 絵を描く職業の一つ

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

セレモニーホール

紀の川

11月の星占い
HOROSCOPE

資材課 —

─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

じやがいも
応募総数は30通でした。

全体運

心理的に不安定になりやすいよう。
笑顔を心掛ければ、
自然に気持ちも上向きに。
野菜中心の料理がお勧め

健康運

体を動かすほど、
健康に近づける時期

Triangle 2019.11
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井上さんが就農したのは農業を
営む両親がいつか高齢のために農
業から離れ、せっかくの畑を荒らし
てしまうことが気がかりに思い、そ
ろそろ世代交代の時だと感じ始め
たことがきっかけでした。作業をす
るために実家へ通いながら、柿や
みかん・ネーブル・デコポンなどの柑橘類を主流に、
ブドウ・スモモ・なし・キ
ウイなど様々な果樹を栽培しています。体力勝負の仕事のため日頃から
体調管理に十分気を付け、果樹栽培は天候に左右されやすいですが、作っ
た商品を食べてみんなに美味しいと言ってもらえるような
“味”
にこだわ
り、我が子のように愛情を持って育てています。井上さんが作るゆら早生
みかんは、
どこで販売しても美味しいと評判だそうですよ。また
「フルーツ
王国かつらぎ」
のPRも兼ねて発信していければと意気込んでいました。気

かつらぎ町教良寺

井上

現さん

分転換には半年に1・2回ほど趣味の釣りに出かけるのだとか。
今後は、
「両親が農家を引退しても一人で維持していけるように、
もっと

●柿
品目
栽培
●柑橘類ほか

経験を積んで知識を習得したい」
と話してくれ、終始笑顔を絶やさない井
上さんでした。これからもみんなを幸せにする美味しい商品を届けてくだ
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
●
「元気でやってま～す」
コーナーの方

●味覚の秋の到来、いろんな果物が店

達からいろんな言葉を頂くので元気が

頭に並びます。食欲の秋、
また胴回りが

でます。かきたん九度山へ来てくれて

気になり始めます。

ありがとう。ほのぼのとしたお顔がかわ
いい。ベンチで突然かきたんが居たら
どれほど嬉しいことでしょうね。
（九度山町・Hさん）
●柿の季節が参りました。毎年、富有柿

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。

（高野町・Sさん）
●今年の夏の暑さはとても厳しく、体
にこたえました。お店に行くと艶の良い

先月号の
当選者

ころころした
「くり」が出ていてなんだ
かホッとしました。

を数軒の知人に送っているので、その

曽和
富岡
中谷
西岡
森井

満記さん
（橋本市）
清隆さん
（橋本市）
治代さん
（かつらぎ町）
育代さん
（かつらぎ町）
昌男さん
（橋本市）

編集後記 _editorial note_

（橋本市・Hさん）

準備をしています。

9月になってようやく涼しくなった…と思っていましたが、

（橋本市・Iさん）
●柿も色付始め秋本番が近づいてきま

抽選で
5名様に

また暑さが戻ってきましたね。もう10月、なかなか水筒

お便りの宛先

が手放せない毎日です。
そして今月からは消費税率が10％に引き上げられまし
た。8％の内に買いだめしている映像が度々テレビで流

したね。まだまだ暑い日が続いていま

れていましたが、私は波にも乗れないまま10月を迎えて

すが、体の方はすっかり
「食欲の秋」
に

しまいました
（笑）
みなさんはお目当ての品を買いにスー
パーや家電量販店に足を運びましたか? 税率が引き上

向かっています。夏のおつかれが出ま

げられましたが、軽減税率制度があったりポイント還元

せん様に…。

制度があったりと複雑な内容になっているため、消費者
側もそうですが販売店なども対応に混乱していますよ

（かつらぎ町・Tさん）

ね。
またシステム障害なども発生するなど、
これから少し
の間はこういう状態が続くのかなと思うとやはり大変で

10 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。

すね。
色々と新しいことが始まりましたが、今秋も“食欲の秋”
を楽しみたいと思います!

※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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11月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

優柔不断になりやすい月です。
信頼できる人に助言を求め、
参考にすると◎。
リラックスするには音楽鑑賞を

健康運

まずまず。
漢方やハーブに注目してみて

元気で

取材先で

みんなから信頼される池永さん

や って ま 〜 す
橋本市古佐田
ケイジ

池永 惠司さん（89）
御年89の池永さんは第一級陸上無線技術士の資格を持ち、現役でFMはしもと株式
会社の運用監視部次長を務めています。また古佐田区会計、古佐田老人クラブ連合会
会長、古佐田橋本墓地管理委員会会計と複数の役を任されており、みんなに好かれる人

柿シーズン到来!
も柿まみれです。
「かきたん」

望の厚い池永さん。資格を活かして警察の無線関係の仕事に13年間従事し、昭和38年
には紀北工業高等学校1期生の担任を持って、定年までの27年間教師として活躍され
ました。教員退職後は、PC教室を17年間教師として務め、紀の川高等学校でエクセルや
ワードを教えていたこともあるそうです。
そして音楽が好きな池永さんは、19歳の時にバイオリンやビオラを始め弦楽四重奏
曲などをよく弾いて仲間と楽しみ、後にはピアノにも挑戦して練習に励まれました。最近
はいろいろな役を担っているためなかなか趣味にも手をつけられていないそうですが、
26年間務めた区の会計を来年終えるとともに、今後は趣味の方へ活かしていきたいと
話してくれました。畑仕事にも取り組み、今日も元気に頑張っています。

芋掘り、一生懸命頑張ったよ!

■材料
（2人分）

食菜館の
この逸品

鶏もも肉..................1枚
（約250g）
里いも............... 4～5個
（約350g）
玉ねぎ.................................1／4個
ブロッコリー............1／3株
（80g）

ーム煮
チキンと里いものチーズクリ

■作り方
⑴ 里いもは皮をむいて1㎝幅の輪切りにし、塩適
量
（分量外）
をふってもみ、さっと洗って水けを
きる。玉ねぎは縦に薄切りにする。鶏肉は小さ
めの一口大に切り、塩・こしょうをふる。
⑵ ブロッコリーは小房に分けて耐熱皿にのせ、水
大さじ1／2をふり、ラップをふんわりとかけて
電子レンジ
（600w）
で2分程加熱する。人参は
皮をむいて適当な大きさに切り、ブロッコリー

ん広場NE W S
やっちょ

と同様電子レンジ
（600w）
で3分程加熱する。
⑶ フライパンにバターを中火で熱し、玉ねぎを炒
める。しんなりしたら鶏肉を加え、色が変わっ
たら小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで
炒める。
⑷ 里いもとⒶを加え、弱めの中火でときどき混ぜ
ながら軽くとろみがつくまで10分程煮る。
⑸ ⑵とちぎったチーズを散らしてひと煮し、チー
ズを溶かして完成。

人参.....................................1／3本
塩、
こしょう........................... 各少々
バター...................................... 15g
小麦粉..........................大さじ1／2
水、牛乳...............各カップ1

Ⓐ

顆粒スープの素
.........................小さじ1／3
塩.....................小さじ1／3
こしょう.........................少量

スライスチーズ........................ 2枚

11月のオススメ
「温州みかん」
果実が小さめで果皮が柔らかいみかんは糖度
が高いと言われており、温州みかんにはビタミン
Cが豊富で肌荒れや風邪予防に効果的です。寒
くなる季節はみかんを食べて風邪知らずに!

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

物事を邪推しやすくなる暗示。
意識してプラスの発想に転換を。
神社や仏閣に足を運ぶと心が落ち着きそう

健康運

無理しがち。
体をいたわることで開運に

Triangle 2019.11
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橋本市城山台

森下

ひびき

響稀ちゃん（1歳）

お父さん…章さん

お母さん…友花さん

人

懐っこくて好奇心いっぱいの響稀ちゃんは体を動かして遊ぶこ

とが大好きな女の子。ジャングルジムや追いかけっこ、ままごと

をしていつも遊んでいるけど、教育テレビ『いないいないばあっ!』が始
まるともうテレビにくぎつけ! お気に入りのキャラクターが出てくると
指差しをして喜び、歌や体操を見ながら手足を動かして踊ったり、手拍
子をしたりご機嫌な響稀ちゃんです。最近はママのお手伝いをしてく
れたり、スプーンを使って自分でご飯を食べたり、上手にコップを持っ
て飲むこともできるようになりました。少しずつ言葉を発して伝えたい
ことを表現するようにもなってきたそうですよ。
響稀ちゃんはご両親の音楽好きという共通点から、音楽に関する名
前にしてあげたいと名付けられ、
“将来的にも音楽に興味を持って明る

と
ひとこ
ら
か
親

い子に育ってほしい”
と想いを綴ってくれました。大好きなママとパパ

ご両

と一緒にこれからいろんなところに出掛けて、響稀ちゃんにとっての新
しい発見いっぱい探してね!

日帰りツアーのご案内

京都の名水が育んだ
名物ゆどうふのご昼食と
紅葉に染まる京の名所を歩く旅
■旅行出発日 2019年11月28日
（木）
日帰り
■申込締切日 2019年10月31日
（木）
（定員に達し次第締め切らせていただきます。）

行

7:00～8:00頃
11:00～15:00頃

程

JA 紀北かわかみ管内

※掲載ツアーの詳細は、
専用チラシをご確認ください。

12,900円
［大人お一人様／税込］

その他のライナップはこちら！!
◆近江牛と松茸の食べ放題、信楽焼絵付け体験 !!

◎入場観光 ／ ◯下車観光 ／ ＝バス

2019年11/30（土）17,700円

出発

《SA 休憩》

◆丹波篠山の歴史探訪と丹波牛ランチ !!

水路閣や三問と絵画のように美しい紅葉の風景を

2019年12/12（木）11,800円

【京都屈指の紅葉の名所南禅寺】

◆令和のお伊勢詣りと旬の牡蠣鍋定食 !!

約3000本のモミジが池泉回遊式庭園を彩ります

【もみじの永観堂
（禅林寺）
】

2020年

ご昼食

1/22（水）12,900円

【ゆどうふの名店 南禅寺順正】
《SA 休憩》

旅行に関するお問合せ・お申込みは

JA 紀北かわかみ旅行センター

18：00～19：00頃 JA 紀北かわかみ管内

☎0736-42-3060

※行程表の時間はあくまで目安です。交通の事情により変更になる場合があります。
※後日改めて集合・解散場所および時刻をお知らせいたします。

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
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11月号
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