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山本 佳奈 さん（25）
■ かつらぎ町笠田東

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

販売員です。

ドライブです。

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

好きな飲みものは?

Q

好きなものは?

家でゆっくりしています。

ふかふかの布団で眠りたい。

びわ湖テラス・アスレチックです。

レモンティーです。

映画：ワイルドスピード
アーティスト：Nicki Minaj

山本 佳奈さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：フラワーガーデン ARAKI カフェ ラ・マードレ―

令和1年 11月〜令和2年 3 月

営業時間についての
お知らせ

営業時間

９時〜１７時

いつもご利用ありがとうございます。
やっちょん広場の営業時間は、
11月〜
3月まで右記のように冬季時間となり
ます。ご理解ご協力の程よろしくお願
いいたします。

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。

NewFace

7月1日より入組いたしました！

10月1日より入組いたしました！

新入職員
紹介
今後ともよろしく
ご指導ご鞭撻のほど、
お願い申し上げます。

［九度山支店］

やまもと

山本

ゆ

か

有香

［経済部・いと給油所］
い

と

伊都

りょう た

良太

［経済部・Ａコープかつらぎ］
にしはた

西畑

しゅう き

柊希
Triangle 2019.12
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12月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

思いつきで動くとトラブルを呼びやすいよう。
約束のドタキャンなど、
避けましょう。
和風の空間は心和みそう

健康運

スポーツの腕を鍛える好機。
励んでみて

JA 店舗営業時間外も

11月11日よりサービス開始

金融機関間の振込が即時入金となります

これまでは平日日中のみ即時入金されていましたが、令和元年11月11日より、ATM・インターネットバンキングにおいて、
平日夜間・土日祝日における即時入金時間が拡大されます。
☆支払期日の夕方に入金忘れに気づいても、相手先の口座への入金ができるようになる。
☆夜間にネットで注文した代金振込がすみやかにできるようになる。

ここが便利に!

サービス提供時間 ※1

サービス提供日
ATM

365日

個人
インターネット
バンキング

365日

平日

土曜日

日曜日

8:00〜21:00

祝日

8:00〜21:00

（富貴 G 店・志賀 G 店・花園 G 店 ATM は、平日店舗運営時間のみ利用可能）

0:40〜23:40

法人
以下を除く359日
インターネット
（1/1〜1/3、5/3〜5/5）
バンキング

6:30〜23:40

0:40〜23:40

8:00〜20:00

【平日夜間・土日祝日の振込イメージ】

［振込の際、
ATM やインターネットバンキング等の画面で、即時入金が可能かご案内します。］
〈金融機関 A〉 ATM・インターネットバンキング等

により、金融機関 A の口座から振込
した場合※1

〈金融機関 B〉
◯ 即時入金

〈金融機関 C〉

▲ 翌営業日に入金※2

※1 平日夜間・土日祝日の振込の組戻は、原則翌営業日のお取扱いとなります。
※2 受取口座の金融機関（金融機関 C）が取扱時間を拡大していない場合は、基本的に、振込予約または翌営業日の振込等となります。

【平日夜間・土日祝日の即時入金は、金融機関やサービスにより異なります。】

即時入金に対応予定の金融機関は、
ウェブサイト
（https://www.zengin-net.jp/）
をご覧ください。
なお、金融機関ごとに、即時入金を行う時間帯やサービス
（ATM 等）
・口座が異なりますので、詳細は、各金融機関にお問い合わせください。

年 金 無 料 相 談 会 開催のお知らせ
● 私は何歳からいくら年金がもらえるの…?
● 雇用保険と年金は関係があるの…?

日時

● 働きながら年金をもらうことはできるの?

年金に関するさまざまな疑問に

社会保険労務士 が
個別に対応 いたします!!

12月4日（水）

令和元年
9時〜15時

JA紀北かわかみ
場所

かつらぎ支店2 階

（かつらぎ町大谷1201-1）
個別
相談

約30分

相談当日は下記の書類を
ご持参いただければ、
より詳しく
ご相談いただけます。

●年金手帳
●年金証書
●年金定期便

等

参加をご希望の方は下記支店へお申し込みください。※お電話の受付は平日の8時30分〜17時になります。
お申込み先▶ JA紀北かわかみ かつらぎ支店 ☎0736‑22‑0550／かつらぎ東支店 ☎0736‑22‑0325／かつらぎ南支店 ☎0736‑22‑1200

12月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

環境改善に力を入れることで、
うれしい変化が期待できます。
大胆なイメチェンにトライするのも幸運の呼び水に

健康運

プレッシャーを感じがち。
ストレッチ吉

Triangle 2019.12
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

↑たくさんの方に和歌山の柿をPRしま
した!

【総務課・営農販売部】柿のPR 活動

旬の柿PR、販売促進活動

26.27 4.5 6.26
9/

10/

10/

9／26・27は名古屋大手量販店、10／4・5・6はイオン旭川西店、東光 大谷
地店・豊平朝市で旬の柿販売促進活動を、10／26はイオンスタイル四条畷で
『かきたん』が柿のPR活動に参加しました。また、橋本市の柿大使に任命され
た当JA高野口支店の内田奈緒さんも各地で柿PRイベントに奮闘中です。

【金融共済部】
サツマイモの収穫体験

親子で楽しい芋掘り体験!

27
9/

九度山町にある園地で、社会福祉法人 桃郷 児童発達支援事業
木の実教室の親子連れらがサツマイモの収穫体験をしました。
こどもたちはスコップを片手に一生懸命土を掘り起こし、
サツマ

イモが顔を出すと声を上げて喜んでくれました。親子での楽しい思い出に
なったかな?
↑サツマイモの収穫体験をする親子ら。

【営農販売部】極早生ミカン目揃え会

出荷に向けて規格を徹底
10/

4

かつらぎ支店2階大会議室で、極早生ミカンの目揃え会が行わ
れました。日南・ゆら早生・岩崎・香和・上野・谷本といった極早生
品種のミカンを中心に、着色・階級・等級などの荷受け基準を生

産者と再確認しました。今年は着色が遅れていますが例年通りの出来で、極
早生ミカンは11／1まで販売、
11／10～早生ミカンの出荷が始まります。
↑着色等を確認する生産者。

【営農販売部】紀の川柿目揃え会

希少な柿
「紀の川柿」
出荷に向けて
10/

7

県内の紀北地方だけで栽培されており
“幻の柿”
とも呼ばれる
紀の川柿の目揃え会が各集荷場・選果場で行われ、着色基準や
傷の限度など品質管理の徹底を呼びかけました。紀の川柿は色

づき始める前に固形アルコールを入れたポリエチレン袋を被せ48時間以
上おき、袋の下半分を切り取って樹上で柿が色づくのを待ちます。手間が
↑目揃え会に集まった生産者と規格等について説明するJA職員。
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12月の星占い
HOROSCOPE

かかり流通が少ないため、希少な柿として人気があります。

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

周囲の助けを得て着実に物事が進歩していきます。
丁寧に自分の考えを説明すること。
休日は温泉がお勧め

健康運

健康ツールにツキ。
逸品に巡り合えそう

【かきたん】
ご当地キャラ博 in 彦根2019

ご当地キャラクター大集合!!

19.20

10/

滋賀県彦根市中心市街地一帯で開催された
「ご当地キャラ博
in 彦根2019」
に今年も『かきたん』が参加して来ました。
『 かき
たん』はご当地キャラクターや多くの来場者の方と記念撮影し、

JA紀北かわかみのブースでは、
たねなし柿や『かきたん』グッズの販売で大
盛況! 用意したたねなし柿も完売しました。
↑『かきたん』開会式でみんなと記念撮影。

【福祉課】
デイサービスセンターで秋祭り

笑顔いっぱいの秋祭り!

20.26

10/

10／20デイサービスセンターえびす
高野口・10／26えびすかつらぎで秋祭
りが行われました。会場では、高野口中

学校吹奏楽部の演奏やハーモニカ演奏、真田ちゃ

↑素敵なハーモニカ演奏の様子。

いるどのダンスやスタッフのステージなどで大盛り
上がりとなりました。

↑真田ちゃいるどのダンス披露。

【青年部】青年部いと支部の学童農園でサツマイモ収穫体験

楽しくみんなでサツマイモを収穫!

21.31

10/

青年部いと支部が管理する学童農園で、九度山幼稚園、九度山保育
園、
くまの子教室つくしんぼ園、応其こども園の園児たちによるサツ
マイモの収穫体験が行われました。園児たちは大きなサツマイモを

掘り起こして
「おもーい!」
と嬉しそうに笑顔を見せ、
「お兄さんこっちー」
と青年部
さんは引っ張りだこでした。収穫したサツマイモは各幼稚園・保育園で園児たち
のおやつとして調理される予定です。

↑大きなサツマイモが顔を出すかな?

【女性会】いい女の祭典2019

チーム一丸となって頑張りました!

29

10/

和歌山県女性会が和歌山ビッグホエールで、
『 いい女の祭典
2019～みんなでめざそう11,007名～』を開催しました。県内
8女性会合計423人の会員が参加し、当JA女性会からは41人

の会員が個性溢れる競技を楽しみながら親睦を深めました。最後に、
「こん
にちは女性会です」
とプリントされた傘を使って、参加者全員でハートアー
トを作りました。

↑ハートマークで一致団結!

12月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

いつも以上に積極性アップ！ 停滞していたことに取り組めば、
好結果を手にできそう。
くじや懸賞にツキあり

健康運

生活リズムを正すことで体調に好影響が

Triangle 2019.12
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12月の農作業
落葉果樹

来年に向けて園地づくりを行いましょう

「つたえるねっと」
で農作業情報を随時配信中！

柿の病害虫防除
◎粗皮削り
フジコナカイガラムシ・カキノヘタムシガ・コスカシバ等の虫は粗

12月に入ると、富有柿の収穫も終盤になり、管理作業

皮内で越冬するため、
樹全体の粗皮削りは2～3年に一回程度、
古

に余裕が出てくる時期となります。土壌改良資材を投入し、

枝や大枝の分枝部については毎年実施しましょう。

天候不順に負けない園地づくりに努めましょう。

◎落葉処理

また、果実汚損果は日当たりの悪い園地や密植園にお

落葉病は、5月～7月の降雨が多い年や、干ばつや長雨の影響

いて多くみられます。そのような園地では間伐を実施し、

で樹勢が弱ってきたときに多く発生する傾向があります。発病し

園内環境を整えましょう。

てから薬剤を散布しても効果がないため、病原菌の感染する5月
～7月の薬剤防除が非常に重要です。
落葉病発生園地では、土壌中で病原菌が越冬するので、翌年に

土づくりの実施

持ち越さないよう、落葉をできる限り園地外に持ち出すようにし

堆肥（腐植）
を投入することによって通気性・保水性・排水性が高
くなるので、積極的に投入しましょう。また、土壌に空気を入れる
ことも植物の成長にとっては大切な作業となります。中耕できる

ましょう。また耕種的な防除として、落葉処理の他に樹勢を中庸
に保つ、間伐・縮伐や徒長枝の整理などを行い、薬剤散布の際に
ムラのない園地をつくることが大切です。

方は行ってください。
◎施肥時期

苗木の定植

・カキ……12 月～ 2 月

12月は落葉果樹の苗木定植に最適な時期です。

・夏果実…9 月に投入出来ていない園地では 1 月～ 2 月
◎10aあたりの施肥例
完熟堆肥.................................................................. １～２ｔ
アヅミン..................................................................... 40㎏
セルカまたは苦土石灰・消石灰..................100～200㎏
スーパーマグ............................................................. 60㎏
ＢＭヨウリン............................................................... 60㎏
※園地の適正管理のため、定期的に土壌分析を実施しましょう。

苗木は深植えにならないように加減し、根を四方に広げ床土と
根が密着するように植え付けます。
このとき、
台木との接木部分は
地表面に必ず出るようにし、軽く覆土します。その後、苗木を引き
上げ気味に持ちながら、両足で主幹の周りを軽く踏みつけて固定
し、仕上げの覆土をかけます。乾燥防止のために、藁を敷く等の対
策をとり、
植え付け後はしっかりと灌水しましょう。
併せて、風等で苗が揺すられ新根が切れてしまうと生育が悪く
なりますので、
支柱を立て苗木を固定してください。
（図1参照）

間伐・縮伐

接木部は地面から
地表面へ出す

果実汚損果は日当たりの悪い園地や密植園において多く見ら

敷きワラで
乾燥を防ぐ

れます。剪定を始める前に園地全体を見直し、
間伐・縮伐の必要が
ないか確認しましょう。
間伐は、
収穫後、
葉の込み具合がわかりやすいうちに行います。
目安として、
樹が大きくなったとき傘をさして通れるくらいの樹間
を保つよう心掛けましょう。

有機物と石灰を
入れ、
土と混和する

図1．
苗木の定植

◎密植園の悪いところ
・作業効率が悪い
・園内が暗くなり、着色や肥大に悪影響
・薬剤がかかりにくく、病害虫発生を助長する
・日照不足により新梢が充実しない
・汚損果が多い
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12月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

新規開拓より、
「継続は力なり」
を目指して。
丁寧に取り組めば問題も解決できます。
グルメ情報にツキ

健康運

疲れやすい時期。
しっかり休息を取って

12月の天気

令和元年10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。
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

◎落葉果樹定植後の切り返し目安

柑橘

カキ �����������地上部40～50㎝程度の大きい芽で切り返す。
モモ �����������接ぎ木部から50～60㎝程度の充実した葉芽を残

温州みかんの防寒対策

して切り返す。弱い副梢を残し、主幹と競合しそう
な強勢なもの、混み合っているものは基部の葉芽
を残して間引く。
スモモ �������主幹は地上部50～60㎝の所で切り返す。競合し
そうな強勢な副梢は間引き、弱い副梢は先端を切
り返す。
ウメ������������地上部50～60㎝程の所で切り返す。

防寒対策を心掛けましょう

温州みかんは冬季の寒風によって落葉する危険があります。こ
の寒風害は、
土壌が乾燥し、
地温が0℃近くのときに強い風が吹く
と被害が大きくなります。落葉率が半分以上になると、
樹勢が低下
していき翌年の着花量が減少するため、
隔年結果に繋がります。
対策として、防風垣や防風ネットを設置し、地温上昇と土壌乾燥
防止目的のかん水を行いましょう。

ブドウ���������地上部5芽程度で切り返す。

中晩柑類の収穫
中晩柑類は収穫が早過ぎると酸が高くなり食味が悪くなります。
しかし、不知火やはるみ等では、収穫時期を待つ間に霜被害にあ
う危険性があるため、
果実に袋かけを行い高品質果実生産に努め
ましょう。また、袋かけを行わずに収穫をする場合は、天候を確認
し、
できるだけ寒波が訪れる前に収穫しましょう。

越冬病害虫防除
近年ダニ類やカイガラムシ類の発生が多くなっています。収穫
後の12月下旬～1月上旬に、
薬剤抵抗性が出ない機械油乳剤95
（冬マシン）
を利用し、
防除に努めてください。

ウメの防除
貯蔵養分の浪費を防ぐため、
剪定はできるだけ年内に終わらせ

品目

るよう実施しましょう。剪定後はカイガラムシ、黒星病の予防とし
て、石灰硫黄合剤10倍に展着剤を加用し、
かけムラのないように
丁寧に散布してください。

みかん
中晩柑

防除
時期

適用病害虫

HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

使用
回数

トップジンM水和剤 2000倍 前日迄 ５回以内
貯蔵病害
又は
みかん
収穫前 （青かび病・緑か
4回以内
び病・軸腐病） ベンレート水和剤 4000倍 前日迄
中晩柑
2回以内
12月下旬
越冬病害虫
～
（ハダニ類・カイ
1月上旬
ガラムシ類）
（収穫後）

12月の星占い

収穫前
日 数

防除薬剤

機械油乳剤95
（冬マシン）

全体運

人脈のネットワークを拡大できそう。
特に趣味を通じて良い出会いがある予感。
新装開店のショップもお勧め

健康運

食べ過ぎやすい月。
栄養バランスも重要

45倍

規制なし 規制なし

Triangle 2019.12

9

野菜の
楽園
92

Vol.

■病害虫防除の基礎知識

病害虫防除の基礎知識
農作物の安全生産のためには、適宜の病害虫防除が必

2. 病害虫防除資材の利用

要です。

○粘着テープ

植物の生育環境にあった条件にしてあげることで、生育

ハウスでの害虫の誘殺による密度低下と発生予察に

の促進につながります。また、
資材を利用したり栽培方法を

利用します。

変えることで、
農薬や肥料の使用を減らすことができます。

○黄色蛍光灯
夜行性の蛾
（ヨトウガ等）
に対して忌避効果があります。

■資材の利用による予防
1. 被覆材の利用

■抵抗性品種の利用

○マルチ

アブラナ科の根こぶ病抵抗性品種（CR）、
ホウレンソウ

地面からの泥はねを少なくし、病原菌の侵入を防ぐ方
法です。一概にマルチ栽培と言っても、使うマルチ資材
によって期待される効果が異なります。目的にあったマ
ルチ資材を使用しましょう。

のべと病抵抗性品種、
コマツナの萎黄病抵抗性品種（YR）
等の、
病気に抵抗性のある品種を利用します。

■病害虫の発生しにくい環境つくり
病害虫が発生しにくくなる畑、
作物の状態をつくります。

○防虫ネット

○輪作

寒冷紗、不織布、
ネット等で作物を覆い、合わせて畑や

同じ作物を連作すると、その作物に寄生する病害虫の

ハウスの周囲にネットを張り巡らして害虫の侵入を防ぎ

密度が高くなり、土壌中の栄養バランスが崩れて作物の

ます。
種類

栄養状態が悪くなってしまいます。異なる種類の作物を

効果

計画的に作付けするようにしましょう。

敷きわらマルチ 土壌水分保持、肥料の節減、地温上昇抑制
紙マルチ

○土づくり

雑草の防除、地温上昇抑制、回収不要

堆肥の施用、深耕により、土の物理性・科学性・生物性
を良くすることで、特定の病害虫の増殖を防ぐとともに、

フィルムマルチ 土壌水分保持、肥料の節減、病害虫・雑草の防除
透明
黒

地温上昇抑制

作物の生育を良くします。

雑草防除、地温上昇効果

○適正な施肥
作物にあった施肥を行いましょう。

シルバー 夏場の地温上昇抑制、
アブラムシに対しての忌避効果
目合い1㎜前後で害虫の侵入を防ぐことが出来ます

○畑を衛生的に保つ

寒冷紗

強い日差しを遮る遮光効果以外に、防寒、防虫、防風の
効果もあります。

ともに、収穫した後の残渣は速やかに片付け、病害虫の

不織布

防霜、保温、発芽促進、防虫、防鳥など

密度を下げましょう。

防虫ネット

雑草防除効果の
高い黒マルチ栽培

防霜、保温などに
効果がある不織布

畑の周囲の雑草を除去し、病害虫の住み処をなくすと

■農薬の適正な使用
同じ系統の農薬を続けて使用すると抵抗性がつきやす
くなるので、
ローテーションを組んで使用しましょう。農薬
散布を減らすには、前述のような栽培技術を組み合わせ
て活用する必要があります。まずは自分の畑をよく観察し、
それぞれの畑に合った方法を効果的に活用しましょう。
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12月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

ストレスを感じやすいとき。
友人と食事したり、
季節のイベントを楽しんだりする時間を意識してつくるように

健康運

軽く体を動かして。
リフレッシュにも◎

─ セレモニーホール紀の川からのご案内 ─
セレモニーホール紀の川では、利用者ニーズに沿った質の高いサービスを通じ、地域組合員の満足度の向上に取り組んでおり

ます。また、
本年度より葬儀プランとサービスの充実を見直し、
小さなお葬式・家族葬から一般葬、
社葬・おわかれの会まで故人様の
尊厳やご家族の想いあふれるお別れをしていただけますように、
スタッフ一同精一杯お手伝いさせていただきます。

各種葬儀プラン

▶高野口別館ホール使用

▶大ホール使用（高野口・かつらぎホール）

50万

30万

プラン

プラン

60万

80万

プラン

プラン

130万〜
100万 200
万〜
プラン

プラン

※葬儀プランには立替金
（寺院お布施・食事代等）
は含まれておりません。
●各種プラン内容・料金については、
厚生労働省認定葬祭ディレクターが葬儀サービス内容と料金プランの事前見積を作成させて頂くことにより、
安心してご葬
儀を進めることが出来ます。

生前相談・式典ホール内覧会等

随時
受付中

準

備

内

容

料

金

お問い合わせ・お申込みは

セレモニーホール

進め方

セレモニーホール

紀の川

男女式典スタッフ募集中

〒649-7207 橋本市高野口町大野346-1

TEL 0736‑42‑5588（高野口）

※仕事内容等詳しくは、
セレモニーホール紀の川 高野口
木村・鈴木まで。

〒649-7173 かつらぎ町大谷1202-1

TEL 0736‑22‑0008（かつらぎ）

紀北分院からの

ちょっといい話

高齢者に起こる心臓弁膜症
心臓弁膜症の患者さんは推計200万～300万人いると
いわれており、最近、増加する傾向にあります。その中でも
大動脈弁狭窄症は65歳以上の2～3％、約100万人が罹患
しているといわれています。
Q1. 弁膜症の原因はなんですか?
A1. 以前は、
リウマチ熱が主な原因でした。リウマチ熱はA
型溶血性連鎖球菌が原因で、小学生の時期に好発し、
高熱、咽頭発赤、イチゴ舌、発疹などが主な症状です。
最近では、治療方法が確立しており、
リウマチ熱が原
因の弁膜症は若い方ではほとんどみられなくなりまし
た。一方、高齢者を中心として動脈硬化が原因でおこ
る大動脈弁狭窄症が増えています。
Q2. 大動脈弁狭窄症の症状は何ですか?
A2. 大動脈弁は心臓から大動脈にでる弁で、重症にならな
いと症状が出てきません。主な症状には、狭心症、失
神、心不全があります。多くの場合、
これらの症状は状
態がかなり悪くなってから初めて出現し、症状がでて
から2～5年で重篤な状態になります。
したがって、大
動脈弁狭窄症は、検診で心雑音を指摘されたり、心電
図異常がある場合、できるだけ早い時点で心臓超音
波検査などを受けることをお勧めします。
Q3. 大動脈弁がどのように変化するのですか?
A3. 大動脈弁は3枚の袋状の弁からなっています。動脈硬
化が進むと、弁が硬くなり、開かなくなります。弁が最
も開いた状態の開口部の面積が1.5㎡を下回ると軽

紀の川

Q4.
A4.

Q5.
A5.

症、1.0～1.5㎡で中等症、1.0㎡以下で重症となりま
す。一般的に高齢者では、1年間に0.1㎡狭くなります
ので、軽症の方でも年1回は心臓超音波検査をする必
要があります。
治療にはどのような方法があるのですか?
治療法としては、大動脈弁を人工弁に置換する手術に
なります。人工弁には生体弁と機械弁があり、最近で
は生体弁を用いることが多くなっています。また、高齢
で通常の開胸手術が受けられない方には、
カテーテル
を用いて血管内から人工の大動脈弁を挿入する方法
も行われるようになりました。
それ以外の弁膜症で多いのはどれですか?
大動脈弁狭窄症の次に多いのが、僧帽弁閉鎖不全症
です。左心房と左心室の間の弁がうまく閉じないため
に、逆流がおこる状態です。高齢に伴う弁の変化や弁
を引っ張っている腱索という糸が傷んだ場合に起こり
ます。症状としては心不全が主で、息切れや浮腫が出
現します。この病気も心雑音が特徴的で、検診などで
見つかることが多く、超音波検査で診断することが出
来ます。

心臓弁膜症は、検診で行われる聴診や心電図で発見され
ることも多く、その場合は専門医で
心臓超音波検査を受けることをお勧
めします。
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）

12月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

スムーズに夢がかなう環境に恵まれやすい期間。
飛び込めば、
新たな道が開けそう。
発想力UPには頭脳ゲームを

健康運

過信禁物。
疲労を感じたら十分な休養を
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廃棄農薬・空容器及び廃棄ビニール等回収のお知らせ
肥料農薬の空容器・育苗箱・農業用ビニールなどは産業廃棄物としての取り扱いとなり、一般家庭ゴミと区別して
処分する必要があります。そのためJA紀北かわかみでは環境保全を目的に廃棄プラスチック等の回収をおこなって
おりますのでこの機会をご利用ください。回収内容や時期などについては、
下記のとおりです。

廃棄農薬・農薬空容器

ご注意ください!!

【かつらぎ資材センター管内の方】かつらぎ中央総合選果場

①日程以外は、受け付けできませんのでご留意ください。

【橋本資材センター管内の方】橋本資材センター

③廃棄ビニール・肥料袋は10㎏程度に小分けして、ヒモで崩

令和2年1月25日（土）午前9時～正午

②廃棄処理には処理委託申込書が必要です。
必ず印鑑をご持参ください。

令和2年1月15日（水）～18日（土）午前9時～午後4時

【その他の取扱場所】

れないようきつく縛ってお持ち込みください。
④処理費用は現金またはご利用の口座から引き落としさせて
いただきます。

橋本西部支店、橋本東支店、九度山支店

⑤詳しくは次号トライアングルの折込チラシをご覧ください。

令和2年1月15日（水）～17日（金）午前9時～午後4時
ご不明な点がございましたら、各資材センターまたは
各支店窓口までお問い合わせください。

肥料空袋・廃棄ビニール等
【取扱日時・場所】

旧マルい1号選果場（旧信太グリーン店）
令和2年1月24日（金）、25日（土）

午前9時～正午

A コープかつらぎ店よりお得なお知らせ

キャッシュレスで

お 支払 い の お 客様 に

5 ％ 還元

［キャッシュレス・消費者還元事業］

2019年10月1日～2020年6月30日

消費者還元期間

※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。 ※一部還元の対象外品があります。

当店で

［対象決済手段］
●クレジットカード

● QR コード

https://paypay.onelink.me/
U7U6/15591a10

詳しくは下記ホームページをご確認ください。

PayPay

https://cashless.go.jp/
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12月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

何かと迷いが生まれやすい傾向に。
1人で悩まず、
信頼できる人に相談を。
リラックスするにはアロマが最適

健康運

快適に過ごせそう。
運動で気分を変えて

法律相談会
12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
12月1日（日）・8日（日）・14日（土）
12月15日（日）・22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221回理事会を10月29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。
総代選挙の実施について
第2四半期末仮決算結果について
大口貸出先の貸出金回収について
葬祭業務規定の制定について
職制規程
（職務権限表）
改正について
出資口数の減少について

縦

第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案
第 5 号議案
第 6 号議案

※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。

JAの概況（2019年9月末現在）

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

貯金………………………………… 2,121億5,261万円
貸出金………………………………… 186億7,989万円
出資金………………………………… 47億7,623万円
購買品供給高…………………………… 9億6,132万円
販売品販売高………………… 5億4,541万円
（販売課）
……………………………………… 5,179万円
（直販課）
長期共済保有契約高………………… 4,703億767万円

① 毛糸や棒針などを使って楽しみます
④ 年賀状を書くために買ってこなくちゃ
⑦ 積み上げて塀を作ることも
⑨ ポンポンと突いて遊びます
⑩ ツキノワ、
ホッキョクといえば
⑪ 肌のこと。
ドライ○○○
⑬ 食用にするユリの鱗茎
（りんけい）
⑮ OPECは○○○輸出国機構の略称です
⑯ もろみなどを搾った後に残る物
⑰ 水道、
電気と並ぶライフライン
⑱ グルメとも呼ばれる○○○○家
⑳ AMを聞こうかな、
FMにしようかな
 言葉のキャッチボールです

① 手にはめる防寒具
② 良い香りがする○○○キャンドル
③ リンゴの芯の周りに入っていることも
⑤ つらさをぐっと耐え忍ぶこと
⑥ 穴を開ける工具
⑧ 結婚指輪をはめるところ
⑫ 餅をつく人が手に持ちます
⑬ 冬空から降る白い物
⑭ ロシアの首都です
⑮ 怖い話を聞くと凍りそう
⑯ 住み込みではありません
⑰ 無地の物には付いていません
⑲トナカイもこの仲間

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

12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

コガラシ
応募総数は27通でした。

全体運

考え方が両極端になりやすいかも。
中庸を心掛けて。
普段は見ないジャンルの芸能に触れることで、
新発見あり

健康運

健康グッズに凝り過ぎる暗示。
ほどほどに

Triangle 2019.12
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農業者年金

❶ 国民年金第一号被保険者
❷ 20歳以上60歳未満
❸ 年間60日以上農業に従事

3つの要件を満たせば
どなたでも加入できます
メリット

1

ご存知ですか？
※農業者年金に加入す
ると国民年金の付加
年金に加入する必要
があります。

※❶〜❸の全てを満たす者 女性や後継者も、もちろん加入できます。

税制面で大きな優遇

メリット

2

支払った保険料の全額が社会保険料控除
の対象となります。

若年層には
手厚い政策支援（保険料補助）

国民年金第1号被保険者等の農業者年金への加入に加え、

39歳までに加入
● 農業所得が900万円以下
● 認定農業者で青色申告者等
●

メリット

3

女性に優しい！
奥様も単独で入れます。

を満たせば受けられます。

詳細な内容のお問合せ・加入申込・ご相談は、最寄りのJAまたは農業委員会へ
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
●今年の新米ができました!! 昨年より

●いつもやっちょん広場の料理を楽し

収穫量は減りましたが、おいしいお米

みに見て、簡単な時はすぐに試してい

が育ち、自然と家族が笑顔になってい

ます。

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。

るのを見ると幸せです。

（かつらぎ町・Tさん）

（橋本市・Aさん）

●台風19号、この辺は何もなくて良

●この間、
やっちょん広場でお米を買っ

かったですが、関東・東北地方は大変で

て娘に送りました。おいしかったそうで

すね。皆さん頑張ってほしいです。

す。

先月号の
当選者

（橋本市・Mさん）

●先日の「アンパンマンと一緒に交通
した。子どももすごく喜んで楽しく交通

中芝 太一さん
（橋本市）
西口 惠子さん
（橋本市）
東浦 衛子さん
（かつらぎ町）
松井麻友紀さん
（九度山町）
山本 嘉紹さん
（かつらぎ町）

編集後記 _editorial note_

（橋本市・Tさん）

ルールを学ぼう」
に子どもと行って来ま

抽選で
5名様に

10月は大変勢力の強い台風による災害により、主に

お便りの宛先

東北地方や関東地方で甚大な被害をもたらしたこと
を連日のニュースで知りました。幸いなことに私が住
む地域では大きな被害もなかったのですが、被災地

ルールの勉強をしながら過ごさせてい

では懸命な復旧作業が今なお続けられています。み

ただきました。

なさんの疲労もあるかと思いますが…前を向いて歩
んでいただきたいです。皆様には心からお見舞い申し

（九度山町・Mさん）

上げます。
さて、10月は柿シーズンということもありPR活動や
イベントが盛りだくさんな月ですよね。
『 かきたん』も
頑張ってくれていますよ! 11月になればシャキシャ
キとした食感と甘味が強い富有柿が美味しい季節で

11 28

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。

す。その他秋の味覚も多く出回りますので、ぜひ
「やっ
ちょん広場」
へ足を運んでみてくださいね!

※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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12月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

守りの姿勢が強くなる気配。
あえてチャレンジ精神をモットーに過ごすとグッド。
開運には神社の境内の散策を

健康運

ちょっとしたけがに注意。
行動は慎重に

柿・桃・みかん栽培、現役で頑張っています！

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
九度山町慈尊院
きよたか

吉田 清隆さん（83）
20歳から専業農家として果樹栽培等に取り組んでいる吉田さん。学業を終えて研究熱
心な農家さんの下で農業のことを基礎からしっかり学び、
その人から教わった
“チャレンジ
と努力”
という言葉を片時も忘れず常に前向きに毎日を過ごされています。若い頃のよう
に足腰は自由にいきませんが、
手先の仕事に関しては誰よりも早く丁寧にこなしていき、

イモ収穫!
コンテナいっぱいのサツマ

取材当日も甘熟柿の袋掛け作業を終えたところだったそうです。様々な品種を栽培され
ていますが、
営農課から声をかけられ始めた紀の川柿作りは結果も出て大変嬉しいこと
で、
甘熟富有柿と合わせて毎年欠かさず栽培しており、
九度山町にあるふるさと産品直売
所には柑橘類や吊るし柿等も出荷しています。
多忙な毎日の中、
吉田さんにとっての楽しみは若い頃に仲間たちとよく行っていた海釣
りや渓流釣り。今は花作りでアマリリスを大事に育て開花するのを楽しみにしています。家
族に迷惑をかけないように、
自分が動ける限りは働きたいと話してくれた吉田さん。寒い
時季に入りますが、
お体には気をつけてこれからも元気に畑仕事頑張ってくださいね!

■材料
（2人分）

食菜館の
この逸品

厚揚げ（できれば絹ごし）..... 2枚
（400g）
肉だね
豚ひき肉........................... 100g
ねぎ
（みじん切り）
.........1/5本分
おろししょうが............小さじ1/2
酒、片栗粉..............各大さじ1/2
塩................................小さじ1/3
にんじん........................小1/3本
（30g）
しめじ....................... 小1パック
（100g）
水............................カップ1 1/2
酒、みりん、
しょうゆ・各大さじ2
Ⓐ
............................................ 1/2
砂糖................................ 大さじ1
水溶き片栗粉
片栗粉............................ 大さじ1
水.................................... 大さじ2
万能ねぎ
（小口切り）
......................少量

厚揚げの肉詰め煮
房に分ける。

■作り方
⑴ ボウルに肉だねの材料を入れてよく練

⑷ 鍋にⒶを入れて煮立て、⑵・⑶を入れ
る。再び煮立ったらアクを除き、
落とし

り混ぜ、
4等分する。
⑵ 厚揚げは半分に切って厚みに切り込み

ぶたをして弱めの中火で7～8分煮る。
⑸ 様子を見ながら水溶き片栗粉を加え

を入れ、
⑴を等分に詰める。
⑶ にんじんは皮をむいて2㎜幅の細切り
にする。
しめじは石づきを落として小

ん広場NE W S
やっちょ

撮影中にばったり!

てとろみをつける。器に盛って万能ね
ぎを散らして完成。

12月のオススメ
「冬野菜」
12月は白菜、大根、水菜、春菊などの冬野菜が多
く出荷されます。
βカロテンやビタミンCが豊富に含
まれ、風邪などの免疫力アップや老化予防の効果
が期待でき、身体を温める働きがあります。また冬
野菜は糖度が高く、甘みが増して美味しいですよ。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

12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

12月31日～1月3日は年末年始休業とさせていただきます。
※12月第一水曜日は通常営業です。

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

行動力が高まる時期。
やりたいことに挑戦すれば、
予想以上にすんなり成果が出せるはず。
遠出の旅行も刺激大

健康運

運動不足は大敵。
何かスポーツを始めて

Triangle 2019.12
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かつらぎ町佐野
ゆう

黒山

結友く ん（4歳）
椛鈴ちゃん（0歳）
かりん

お父さん…直彌さん

お母さん…加奈さん

も

うすっかりお兄ちゃんな結友くんと、
とってもキュートな妹の椛鈴
ちゃん。結友くんはやんちゃ盛りで元気いっぱい! 幼稚園でも公

園で遊んでいる時でも、同じ年ぐらいの子たちや大人の人たちにも積
極的に話しかけていく社交的で明るい性格をしています。妹の面倒見

も良く、結友くんがあやすと椛鈴ちゃんもケラケラと笑ってくれるそう
ですよ。椛鈴ちゃんはそんなお兄ちゃんが大好きで、何をしているのか
な? と一生懸命に結友くんのことを目で追っています。寝返りをするの
が早くて離乳食も始まり、
すくすくと成長している椛鈴ちゃんです。
ご両親は2人が産まれてきてくれたことに感謝していますとのこと。
椛鈴ちゃんが大きくなったら、家族で海外の海へ行ったり結友くんが喜

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

んでくれたディズニーランドに連れて行ってあげたいとお母さんは話
してくれました。優しい結友お兄ちゃんの活躍に、椛鈴ちゃんがどんな
女の子に成長していくのか、
これからの楽しみですね!

～Healing＆Homemade～

「四郷カフェ」
幼稚園跡をカフェとしてリノベーションし、
四郷地区
にちなんで今年4月5日にオープンした
「四郷カフェ」
。
地元産の食材にこだわったオーガニック料理やジビ
エ料理を中心としたメニューが自慢のお店です。
またお客様に
“癒し”
を提供するためにカフェコー

12月

ナー以外にも、
ハンモック・卓球・楽器の演奏等を楽し
めるフリースペースやグランピングコーナーも充実
しています。
季節に応じた景観も楽しめますよ。

─所在地─
場所 かつらぎ町滝231-5
（四郷幼稚園跡）
営業時間 10：00～17：00
定休日 水曜日
※水曜日が祝日の場合は営業

web https://www.shigou.cafe

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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