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大髙 遥香 さん（21）
■ 九度山町九度山

Q

現在は何をしていますか?

Q

今いちばんしたいことは?

大学生です。

国内旅行に行きたいです。

Q

休みの日は何をしていますか?

家でのんびり音楽をきいて過ごしています。

Q 自分の性格をひとことでいうと?
のんびり、
マイペース。

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?

奇石博物館。

信頼される看護師になること。
仕事と生活を両立して楽しく過ごしたい。

映画：ハリーポッターシリーズ
アーティスト：スピッツ
食べ物：お寿司・柿・ぶどう

大髙 遥香さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：杉村公園

─ JA紀北かわかみ 年金友の会のつどい ─
金融共済部は12月7日
（土）、
かつらぎ総合文化会館「あじさ

年金友の会会長 吉田守様のあいさつ

いホール」において年金友の会会員を対象に
「お笑い＆もの
まねショー」
を開催し、会員387人が参加しました。吉本・もの
まねタレントによる漫才・落語・ものまねなど自慢の芸を披露
していただき、
会場を大いに盛り上げ楽しませてくれました。

前半の部

桂文福

なりきり聖 子

・
サウンドコピー
上純一

TASUK

U

後半の部
平 和ラッパ・梅

乃 ハッパ

ト
藤 崎マーケッ

オール 阪神巨 人

＼会場は拍手喝采で大盛り上がり／

＼地元の特産品
「富有柿」
をプレゼント／

年金友の会会員はJA紀北かわかみに年金振込をご指定いただいている方で構成し、様々なイベントを通じて
会員同士の親睦の場を提供しています。
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もっと身近に。JAバンク
アプリの 4 つ の 特 徴
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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

上昇運。
待っていると自然と状況が整ってきそう。
スローモードで動いて。
サプライズプレゼントの予感あり

健康運

不調を感じたら早めに就寝。
休息が一番

アプリ誕生。
J A バ ン ク ア プ リ の よ くあ る 質 問
Q1.

JA バンクアプリの利用料は
いくらですか ?

A1.

本アプリの利用料は無料です。ただし、本アプリのダウンロード、本ア
プリの利用、ウェブサイト等の利用にかかる通信費等はお客様のご
負担になります。

Q2.

利用対象者を教えてください。 A2. JA バンクのキャッシュカードをお持ちで、本規定の内容を十分に理

解したうえで本規定に同意し、所定の利用登録を行い、かつ JA バン

クが当該登録を承諾した本邦居住の方です。

Q3.

利用可能時間を教えてくだ
さい。

A3.

平日・土曜日・祝日 00：40～23：40
日曜日

06：30～23：40

※初回登録は平日・土曜日・祝日の場合でも06：30～23：40となります。
※このほか臨時のメンテナンス等により、
ご利用いただけない場合があります。

Q4.

利用できる端末や環境を教
えてください。

A4.

iOS

11.x ／12.x ／13.x

Android

6.0／7.0／7.1／8.0／8.1／9.0

※対象 OS をサポートする代表的なスマートフォンで動作確認を行っております
が、機種や端末の設定などによりご利用いただけない場合があります。
※最新の OS については順次対応していく予定です。
※タブレット端末については対応しておりません。

Q5.

JA バンクアプリのダウンロー
ド方法を教えてください。

A5. 【iPhone 端末】

App Storeで「JA バンクアプリ」
で検索しダウンロードしてください。

【Android 端末】
Google Playで「JA バンクアプリ」
で検索しダウンロードしてください。

Q6. どのような取引が行えます A6.

貯金残高照会や入出金明細照会が可能です。振込等の決済関係の

Q7.

A7.

当座貯金、普通貯金、貯蓄貯金、通知貯金、定期貯金、積立定期貯金、

A8.

当座貯金、普通貯金、貯蓄貯金口座となります。

か?

残高照会ができる口座は何
ですか ?

Q8.

入出金明細照会ができる口

Q9.

JA バンクアプリは JA ネット

座は何ですか ?

バンクと何が違うのですか ?

お取引はできません。

定期積金口座となります。

A9. 「JA バンクアプリ」は JA バンクの公式アプリです。JA バンクアプリで

は各種貯金・定期積金の残高が広く照会できることや手軽に残高を
確認できる操作性が特徴となっており、JA バンクをより便利にご利

メリットは何ですか ?

用いただけます。
「JA ネットバンク」は普通貯金、当座貯金、貯蓄貯金の残高・入出金明
細照会が可能な他、振込・振替、公共料金の支払い、通帳式定期貯金
（総合口座のみ）の照会・口座開設・預入、住宅ローンの繰り上げ返
済等の取引が可能です。

2 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

スピード感を持って動くといい方向へ。
特に前半は勘が働くので即決で。
長年の希望もかないそう。
金運も順調

健康運

外には体を温めるアイテムを携行して

Triangle 2020.2

5

ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【総務部】全職員研修会

一人ひとりが人権と向き合う

22 27.28

11/

11/

↑研修会に集まったJA職員。

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・県民担当主事 平田
氏による人権研修会が行われました。研修会では、障害者差別解消法、あいサポート運動等
についての説明があり、
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考える

貴重な時間となりました。

【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

3.5

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3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状・色付きがよ

く、糖度18度以上の厳選されたものを
『夢』、それに続くものを
『希』
と名付
け出荷しています。5日には大阪市中央卸売市場本場にて甘熟富有柿『夢』
↑甘熟富有柿をPRするJA紀北かわかみ関係者と甘熟富
有柿部会長・中谷さん。

の初競りが行われ、
『 希』
は関東の市場へ出荷されました。

【女性大学】
アレンジメントフラワー

クリスマスに、お正月の飾りつけに
12/

4

本店別館2階でアレンジメントフラワー教室を行い、女性会アレ
ンジメントフラワー教室の硲僚子さんが講師となってクリスマ
ストピアリー作りに挑戦しました。参加者23人は硲先生の親身

なご指導やセンス溢れるお花や飾り、
アレンジの提案に皆さん感心し、先生
の教室に興味を持って入会したいと話す参加者もいました。モミの木やマ
ツボックリなどのクリスマス飾りを外し、葉牡丹や折鶴など
『和』の要素を取
り入れると、
お正月もお花を楽しむことができると紹介されました。

↑素敵なクリスマストピアリーが完成!

【Aコープかつらぎ店】Aコープでこども店長を実施

笑顔でお客様をお迎えできました!

15

12/

Aコープかつらぎ店では、
こどもたちへの食育やAコープと地域
との関わりについて知ってもらう目的で2回目の“こども店長”
を実施しました。応募の中から選ばれた小林里緒ちゃん
（小3）
と

谷内俐心ちゃん
（小3）
は、
お客様へ買い物カゴの手渡し、陳列棚の整理と品
出し、
レジ打ち、調理場見学のほか店内放送にも挑戦し、
こども店長としてA
コープのお仕事をたくさん体験しました。

↑陳列棚の整理をする2人。

6

Triangle 2020.2

2 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

やりたいこと、
欲しい物が増えて困りそう。
優先順位を付けてから行動開始。
効率が良くなり、
うまくいくはず

健康運

気になるところがあれば早めに受診して

【販売課】
プレミアム串柿『百壽』奉納

伝統が生み出す貴重な串柿を奉納しました

19.20
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
壽』」の箱入れ式を19日、高野山総本山高野山金剛峯寺への
奉納式を20日に行いました。
『 百壽』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。これらの串柿は市場へ出荷されるほか、首
相官邸や各市町村にも届けられました。

↑奉納されたプレミアム串柿『百壽』
をもつ添田隆昭宗務
総長
（左）
と感謝状をもつ木村専務
（右）
。

【販売課】串柿全国一斉販売

正月の縁起物
「串柿」
を全国で一斉販売

21

12/

かつらぎ町四郷地区特産である串柿を大阪市中央卸売市場な
ど全国の市場で一斉販売されました。当JAの串柿生産量は全
国生産量の約9割を占めており、四郷串柿部会は大串と小串を

合わせ12000ケースを全国に出荷しました。一本に10個の柿を刺し並べ、
「いつもニコニコ仲睦まじく共に白髪の生えるまで」
という家族の和と幸せ
を願う思いが込められています。

↑大阪市中央卸売市場での競りの様子。

串柿販売セレモニーで宮崎組合長は
「今年は乾燥を行う時期に天候に恵ま
れ、大変良い柿に仕上がりました。生産農家も今日の結果に期待していま
す。」
とあいさつしました。

【女性会フレッシュミズ】親子料理教室

親子で楽しくクッキング!

21

12/

本店別館2階で女性会フレッシュミズによる親子料理教室を行
い15人が参加しました。
メニューはクリスマスにぴったりなベー
コンとほうれん草のキッシュ、鶏手羽元の照り焼き、簡単に作れ

る食後のデザートでした。JA職員指導のもと、親子で、
また子どもたちで協
力しながら楽しく料理をすることができました。子どもたちはお家でも作っ
てみたくなったかな?

↑子どもたちで料理に挑戦!

【四郷串柿部会】プレミアム串柿『百壽』を首相官邸へお届けしました

プレミアム串柿『百壽』を広める

23

12/

四郷串柿部会、勝岡成悟部会長と山本重郎副部会長は、管内の
匠による最高級品にプレミアム串柿『百壽』を高野山に奉納し
た後、参議院自民党幹事長の世耕弘成氏のもとを訪れ手渡しま

した。
このプレミアム串柿は、世耕弘成氏を通じて首相官邸へ届けられます。

↑世耕弘成氏（中央）
を訪れた勝岡部会長（右）
と山本副
部会長
（左）
。

2 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

旅行運に恵まれます。
行くのはもちろんですが、
計画を立てるのもお勧め。
地域の集まりには参加して吉

健康運

晴れた日は散歩へ。
行動的なほど◎

Triangle 2020.2
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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

今月は1年で一番寒い時期にあたります。作業前には
準備運動をするなど怪我には十分注意し、計画的に作業
を進めていきましょう。

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
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
する際には、
以下の事に気を付けましょう。
●10a当たり2箱を目安とする
●日当たりの良い暖かい場所へ設置する
●風の少ない場所へ設置する

昨年を振り返って…

●園園地が傾斜地の場合は、
傾斜の下方に設置する

昨年のカキは、9月～10月の気温が高く推移したことによる

●巣箱の場所は、一度設置したら引き上げるまで場所を動

着色遅れ、平核無での黒変果の発生が目立ちました。特に着色

かさない

遅れや黒変果が甚だしかった園では、樹が混み合っていないか

●雨水が入らないように入口をやや低くする

再度園地を見直しましょう。枝が接近している箇所や地面に木
漏れ日が当たらない園地では必ず縮伐・間伐を行いましょう。

病害虫防除

土づくり

昨年は、7月の集中した降雨により落葉病の発生が

良い土壌とは、固相40～50％、液相25～30％、気相25～

多く見受けられました。病原菌の密度を減らすためにも、

30％の配分で保水性、排水性、通気性、保肥性の優れたものを

落葉については園外へ持ち出す等適切に処分しましょう。

いいます。

また近年は暖冬傾向にあり、カキノヘタムシガやイラガ類、

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、

ハマキムシ類等の害虫が多発しています。これらの虫は

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

粗皮下で越冬しますので、2～3年に一度は樹全体の粗

ます。

皮削りを行うなど耕種的防除に努めましょう。

しかし、土壌の状態は毎年同じではなく、変化していくもので

また炭そ病が見られた園地では、感染を防ぐためにも

す。定期的に土壌分析を行い、常に状態を把握して、干ばつや

被害枝は除去しましょう。

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。

カキの接ぎ木用穂木の採取

品目

防除
時期

モモ

2月下旬

接木に用いる穂木の採取は、貯蔵期間が短いほうが穂木の
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、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

適用病害虫
縮葉病

防除薬剤
石灰硫黄合剤

収穫前
日 数

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。
カイガラムシ類 石灰硫黄合剤

10倍 発芽前 規制なし

1月下旬 ※ふくろみ病に注意する。
スモモ
展着剤を加用し、かけムラのないように散布する。
2月中旬

いた新聞紙で包み、
乾燥防止のためビニール袋に入れ、冷蔵庫

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

等で保存してください。
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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

八つ当たりしがちなので、
ご用心。
イライラしたらお茶にしましょう。
気持ちが落ち着き、
良い考えが浮かぶはず

健康運

食べ過ぎに注意。
栄養のバランスが大事

2月の天気

令和元年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。

柑橘

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

土壌改良と欠乏症対策

間伐と土壌改良を行いましょう

土壌改良は果実を生産する上で重要な作業です。有機物を
園内に投入し、土壌の通気性・保水性を向上させ、根の伸長を

間伐の実施

活発化させましょう。さらに、肥料成分が流亡しにくくなるため、

密植園では、日照不足により果実肥大が悪くなり、品質が低

有機物投入前と比べて肥料効果が持続します。

下します。また、病害虫が発生しやすくなりますので、樹と樹の

尚、土壌改良をせず連年栽培を行っていると、酸性土壌にな

間隔が狭くなり枝先が交差し始めたら思い切った間伐を実施

り、肥料成分の吸収が悪くなります。セルカまたは、苦土石灰な

しましょう。

どを施用し、柑橘栽培に適しているPh5.5～6.5まで調整して

下図のように間伐を行うと日照の確保や、作業性の向上にも

ください。

繋がります。

また、例年農作業を行っていると、葉脈間が淡緑から黄色に
変色した苦土
（マグネシウム）
欠乏症の葉が発生する可能性が

隣に樹があり、横枝の伸長が妨げられている

密植園

あります。症状がひどい場合は落葉し、樹勢低下に繋がります。

（間伐前）

肥効を高めるために10aあたり、苦土石灰 100～200㎏また
は、
スーパーマグ 60㎏を目安に施用し、樹勢回復に努めましょ
う。
土壌改良資材施用例
品目

樹が混んでいて日陰になっている

（間伐後）

みかん
八朔
ネーブル
不知火
はるみ

施肥時期

1月〜2月

間伐することで木の内部・下部まで光があたり、横枝が増える

資材名

施用量
（10aあたり）

完熟堆肥

1～2t

アヅミン

40㎏

セルカ
苦土石灰
消石灰

100～200㎏

スーパーマグ

60㎏

BMヨウリン

60㎏

「クビアカツヤカミキリ」
の侵入に注意 !
クビアカツヤカミキリは、モモ、
スモモ、
ウメ、サクラ等を
加害する外来害虫です。
幼虫は樹木内部を食い荒らし、
樹が枯死します。
お近くのモモ、
スモモ、
ウメ、サクラ等で写真のような成
虫や大量のフラス
（木屑と虫糞が混じったもの）
を確認した
成虫
（黒色で首部が赤い）

幼虫が排出したフラス

場合は、
営農指導員までご連絡をお願いします。

データ提供：徳島県立農林水産総合技術支援センター、 大阪市立自然史博物館

2 月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

全体運

華やかな装いが幸運の鍵。
おしゃれをして出掛けて。
買い物は使い勝手の良い物が見つかりそう。
通販も吉

健康運

グループでする運動が◎。
参加して

Triangle 2020.2
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野菜の
楽園
94

Vol.

■シソ

■栽培管理

シソ

●畑の準備

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

元肥を全面に施肥した後に耕起し、ベッド幅80～

露地

●…播種

▲…定植

100㎝、
高さ10㎝の畝を作ります。

■…収穫

●施肥例
（本圃10aあたり）
時

シソを楽しむ!
食欲増進、消化吸収促

肥料名

施肥量

元

肥

定植前

期

尿素入りIB化成S1号

50㎏

追

肥

定植後

千代田化成549

20㎏

土壌改良材として、有機質堆肥3t、苦土セルカ2号100㎏を施用する。

進、刺身の生臭さを消す

●植えつけ

などの作用があります。

5月上旬～下旬に、1畝2～4条、株間25㎝間隔

穂も穂ジソとして食品と

で、一ヶ所2株まとめて植えつけます。植えつけ後

なります。シソには青ジソ

は十分潅水し、その後土壌が乾燥したら随時潅水し

と赤ジソがあり、それぞれ使い方があります。青ジ

ます。

ソは薬味など色々な料理に利用されます。赤ジソ

●追肥

は梅干しのほかシソジュース、ユカリ、
ショウガの色

約20日間隔で1回に20㎏施用します。

付けにも使われます。実も佃煮にして食べられて
います。葉、穂、種と生長に応じて使われ、捨てる部

●収穫

分がないほどです。

植えつけ1ヶ月後、本葉10枚以降に、展開葉の葉
柄を付けて摘み取ります。

■栽培のポイント
★連作が可能で、土質を選ばず栽培できます。

■いろいろなシソの利用部位

★排水が悪いときは畝を高くします。
★日照量に比例して葉が濃く大きくなります。
■育苗管理
●播種

芽ジソ
本葉が出始めた頃、
ハサミで刈り取ります。

種子が小さいので播種床を丁寧に均平にし、
ゴロ
土を除きます。坪当たり60dlの種子をばら播きにし

芽ジソ
（大葉）

花穂ジソ
3分の1ぐらい開花
した時に利用します。

て、薄く覆土し鎮圧後、十分に潅水します。
●間引き
本葉が出始めたら密生部を間引き、本葉が4～5

穂ジソ
花が咲き終えたばかりの
頃に使います。

枚になるまで40～50日育苗します。
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2 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

こき穂
（シソの実）

全体運

勘違いしてしまうことがあるかも。
相手を責める前に、
本当のところを確かめて。
思いやりでミスをカバー

健康運

生活のリズムを整えて。
早起きにツキ

U I ターン就農相談フェア開催のお知らせ
「和歌山県で農業を始めたい人」
や、
「就農に興味がある人」等を対象に、
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体験談等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。
就農に少しでも興味のある方は、
お気軽にご参加ください!

申込不要

2月23日（日）10：00～15：00

令和2年
場所

和歌山県 JAビル2階和ホール ABC

（和歌山市美園町5-1-1）

相談受付
内容

同時
開催

●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

新規就農セミナー

県内で新規就農し、現在農業に取り組んでいる方が、就農に至った経緯、
就農するまでの準備、就農後感じたこと等について経験談を発表。
出展予定
団体

紀北分院からの

ちょっといい話

●和歌山県 ●一部市町村 ● JAグループ和歌山
●農業会議、
農業法人協会 ●日本政策金融公庫 等

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。

お問い合わせ▶県就農支援センター

TEL：0738－23－3488
E メール：e0716011@pref.wakayama.lg.jp
HP：https：//www.pref.wakayama.lg.jp/
prefg/071601/sintyakujouhou/index.html

お薬手帳について
お薬手帳は、1993年に患者さんが別々の医療機

ることができますし、新しく処方されたお薬と今まで

関から処方を受け、気付かず服用して重篤な副作用

内服していたお薬の相互作用
（飲み合わせ）
も教え

が発生した事件をきっかけとして導入されたと言わ

てもらいやすくなります。さらに、御自身の体調を記

れています。 1995年に阪神・淡路大震災が発生し

載しておけば、医師や薬剤師とのコミュニケーション

た時、患者さんが普段、
どのようなお薬を内服して

のきっかけともなり、適切で正確な情報を入手しや

いるのか、聞き取りに時間を要することがあり、災害

すくなります。よって、
お薬手帳は複数持つのではな

における備えの面からも認知され、急速に普及する

く、1冊にまとめることが大切です。

ようになりました。2011年の東日本大震災におい

薬局でお薬を受け取られた際には必ず記載また

ても、災害時の必要性が再認識されました。お薬手

はシールを貼付してもらいましょう。最近では、ス

帳は、薬の服用履歴や、既往症、アレルギーなど医

マートフォン等のアプリとして電子お薬手帳も普及

師・歯科医師や薬剤師が、患者さんがどの薬をどの

してきております。

くらいの期間使っているのかを確認するために使用
したり、複数の医療機関に通う患者さんの薬の飲み
合わせの管理にも用いられようになっています。も
ちろん、患者さん自身が自分の飲んでいるお薬が
何であるか把握することもできます。医師や歯科医
師、薬剤師などに
「今飲んでいるお薬は何ですか?」
と尋ねられた時に、お薬手帳を提示するだけで、自
分の飲んでいるお薬の名前や今までの記録を伝え

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

人との触れ合いから得るものの多い月。
社交性を発揮して。
金運も好調。
欲しかった物が手に入りそうです

健康運

スポーツが上達しやすいとき。
レッスンへ

Triangle 2020.2
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Ａコープかつらぎ店よりお得なお知らせ
2020年の
２月３日は
「節分の日」
です。
恵方は
当店、自家巻寿司のご予約承り中です。 『西南西』

●自家製

恵方巻き
（大巻）
●自家製 田舎巻
（みつば入）
（大巻）
●自家製 ネギトロ巻
（中巻）
●自家製 鉄火巻
（中巻）
詳しくは、店内スタッフにお問い合わせ下さい。

キャッシュレスで
お支払いのお客様

七の市 開催中

毎月７のつく日
（7日、17日、27日）
は

５％還元！
！

１
０倍デー！

Ａコープカードポイント

農機ハウスローン
プラスアップ
実施期間

令和2年1月 6日（月）〜令和2年12 月30日（水）

※還元には上限があります。

キャンペーン金利

●農機具に
●農地の購入・改良に

保証料
負担なし

●ハウスや農業用倉庫に
●果樹・花木・畜産に

好評につき今年も実施します!!
詳しくは、
各支店窓口または、
本店・融資課
（0736-42-5323）
までお問い合わせください。
●ご利用いただける方
組合員の方、
農業法人、
農業団体など
●ご融資金額
100万円以上1億円以内
●お使いみち
・農機具
（中古農機・軽トラック等を含む）
の購入
・ハウスや農業用倉庫の建設
・農地の購入や改良
・果樹や花木等の植栽や育成
・家畜の購入や育成
・発電・蓄電設備の取得
※ただし、
売電目的の太陽光発電設備は除きます。
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●ご融資期間
20年以内
（お使いみち、JAにより異なります）
●ご返済方法
元金均等返済、元利均等返済（年1回、年2回、
または
毎月返済）
●担保・保証
・和歌山県農業信用基金協会の債務保証（場合により担
保・保証人が必要となります）
・保証料（年0.33％）
をJAが全額助成します。
※予算枠に達し次第終了となります。
（保証料率は令和2年1月現在のもの）
●基準金利を1.2%とし、借入実行日から最大3年間は

2 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

JAバンク利子補給（補給率は1％）
を適用します。
●JAバンク利子補給適用終了後は、JAによる1％金利
引下げ措置を4年間適用します。
借入実行日から8年目以降の金利についてはJAに御
確認ください。
●その他
・お申込みに際しては、所定の審査をさせていただきま
す。審査の結果によっては、
ご希望に添えない場合もご
ざいますので、
あらかじめご了承ください。

全体運

気持ちのすれ違いは次第に回復。
困り事も解消に向かいます。
慌てず、
ゆっくり進めるのが円満の秘訣（ひけつ）

健康運

うっかりのけがに注意。
ストレッチ吉

法律相談会
2月21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〜F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2日（日）・8日（土）・9日（日）・16日（日）
2月22日（土）・23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
第
第
第
第
第
第
第
第

1
2
3
4
5
6
7
8
9

号議案
号議案
号議案
号議案
号議案
号議案
号議案
号議案
号議案

総代選挙に係る管理者および立会人の承認について
令和元年度ディスクロージャーの半期開示について
内部監査の品質評価実施要領の改正について
令和2年度中途採用・令和3年度新規採用方針について
農業振興資金融資要項の改正について
固定資産取得について
（硬貨包装機）
所在不明組合員の資格喪失について
出資口数の減少について
固定資産の取得について
（空調機取替え工事）

※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…………………………… 2,133億7,437万円
貸出金…………………………… 189億2,754万円
出資金………………………………… 46億46万円
購買品供給高……………………… 12億387万円
販売品販売高……………35億3,292万円
（販売課）
…………………………… 1億3,847万円
（直販課）
長期共済保有契約高………… 4,697億7,414万円

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 雲が浮かんだり星が輝いたり
③ 2月23日は○○誕生日。国民の祝日です
⑥ 受験生が縁起を担いで食べることもある揚
げ物
⑧ 人が並ぶとできます
⑨ 港○○。城下○○。○○工場
⑩ 良いだしが出る海藻
⑫ しばしば野党とやり合います
⑬ 2020年は○○○年。2月が29日まであり
ます
⑮ 将棋の盤面に並べる物
⑰ 走り高跳びの選手が跳び越えます
⑱ 読経に合わせてポクポクたたきます
⑳ 縁、
結、
続に共通の部首
 XとZの間

横

JAの概況（2019年11月末現在）

縦

第223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
について承認されました。

① 鬼は○○、
福は内
② 天井とかもいの間に作られます
③ 元素記号はFe。身近な金属です
④ 銭湯へ入るときにくぐることも
⑤ 床側に腹を向けて寝そべります。○○○○寝
⑦ 自然の美しい風景を表す言葉、
○○○○風月
⑩ ちらしやCMもこの一手法
⑪ 赤い花が咲く梅のこと
⑭ √の記号で表します
⑯ 出発○○○になって忘れ物に気付いた
⑱ 寺院へ入るときにくぐることも
⑲ 酒を飲むと回る人もいます

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

2 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

エキデン
応募総数は24通でした。

全体運

希望が通りやすい良好運。
意見はきちんと伝えた方が発展的です。
説明書類を用意しておく周到さが勝因に

健康運

ストレス発散には温かめのお風呂をどうぞ

Triangle 2020.2
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水落さんは5年前に退職後、専
業農家の父親の跡を継いだことが
農業を始めるきっかけでした。この
先、父親が高齢になって農業から
離れ、大事に育ててきた畑を荒ら
してはいけないという気持ちが強
かったそうです。
果樹栽培では手作業が中心で多くの人手を要すること、そして日々成

出荷者通信

長する果実に合わせ限られた期間内に世話をしなければならないことな
ど、農業ならではの苦労と大変さがあります。その中でうまく良い作物が

Consignor Communication

出来た年、反対にうまく出来なかった年とで何が違ったのかを思い返すた
めに、水落さんはメモを残して今後の研究と反省の時間につなげていま
す。また先輩農家やJA営農指導員によるアドバイスにも助けてもらってい
ますと話してくれました。商品の梱包では
“お客様目線”
を意識し、一目で

橋本市市脇

水落 美智男さん
物
出荷

どんな商品なのかがわかるようにラベルに大きく品名等を印字して、手に
取るお客様に安心感を与えてくれています。

●柿
●ぶどう

最後に水落さんは
「経験が浅くまだ納得いく栽培には至っていないが、
これからは現状維持と、細く長く、気楽に農業をやっていきたい」
と笑顔を
見せてくれました。

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

抽選で
5名様に

初めて自分で剪定からの収穫、
とても

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
山支部の日帰り旅行を申し込みました。 キでご応募ください。

とてもとても大変でした。柿農家の方

今から楽しみにしています。

●やっと柿の収穫がおわりました。今年

●令和2年2月13日、年金友の会九度

の苦労が身に染みた経験でした。今年
の反省を踏まえて、来年頑張ります。
（橋本市・Aさん）

※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。

亀岡 清和さん
（橋本市）
西村 麻衣さん
（かつらぎ町）
羽野智惠子さん
（かつらぎ町）
松岡 智美さん
（高野町）
宮﨑 佳子さん
（高野町）

（九度山町・Sさん）
●秋はいろんな所でまつりがあり忙し
かったですね。もう今年も終わりに近づ

●仕事で出張が多く先日まで沖縄へ約

いて気忙しいですね! 1月の星占い良

2ヶ月行っていて、家でゆっくりする間

い事ばかりでとても嬉しいです。私も

もないけど毎回
「トライアングル」
は楽

頑張ります。

しみに見ています。いろいろな事が勉

先月号の
当選者

編集後記 _editorial note_

（橋本市・Hさん）
明けましてあめでとうございます。

強になると言って…。
（かつらぎ町・Kさん）

お便りの宛先

●食菜館のレシピがとても役立ちます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。
あいさつが遅れましたが、あっという間に2020年、
新しい年がやってきましたね。毎年、今年こそは…
今年こそはと小さくても何か目標を思い浮かべな

材料も身近な品で、買い物をメモして

がら頑張っているつもりでしたが、
どうしてもうまく

やっちょん広場で揃えて作ります。
これ

いかないんですよね。今年はもう少し自分自身の

からも美味しいレシピを教えてください!

成長が見られるような、そんな年になればいいなと

（橋本市・Dさん）

思っています。みなさんの今年の目標は何ですか?
次回のおたよりも楽しみにしています! 寒さが増し
てきますので、風邪やインフルエンザには気をつけ

1 30

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。

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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2 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

ちょっとした失言が大ごとになりそう。
「沈黙は金」
と心得、
もめ事を回避して。
味方は大勢いるので相談は早めに

健康運

休憩を入れると元気が回復。
メリハリを

元気で

取材先で

一日一日を大事にしていきたい

や って ま 〜 す
かつらぎ町西渋田
ひろ

し

てる

こ

智多 寛司さん（82）・照子さん（78）
今年で結婚58周年を迎えた寛司さんと照子さんの仲良し夫婦。果樹農家として2人力を
合わせて毎日頑張っていますが、農作業中での転倒により寛司さんは股関節の圧迫骨折の
ため4ヶ月間の入院となりました。照子さんも心配が募るばかりだったそうですが、11月から
は歩くためのリハビリを開始できるようになり、現在は少しずつ回復に向かっていますと夫
婦で笑みを浮かべてくれました。
寛司さんは仕事熱心で、区長の仕事や町議会での役を12年間務めたこともあります。趣

ョウを見に来
丹生 酒殿 神社 の大イチ
!
たよ

味はカラオケ、今はうまく歌えないこともあるそうですが、伊都・橋本議員研修会のカラオケ
大会で優勝した経験を持つ歌自慢の一人です。照子さんは旅行好きで、
友人と日帰り旅行に
出掛けたり食事会を開いてみんなとお喋りしたりするのをいつも楽しみにしています。そし
て2人とも、家に遊びに来てくれる孫やひ孫が可愛くてしょうがないそうで、一緒に食事へ行
くことも楽しみの一つ。また子どもらがいつも記念日にお祝いをしてくれることが嬉しく、結
婚60周年記念を祝うダイヤモンド婚式も今からわくわくしています。健康に気をつけて、お
互いに支え合いながらまた元気な姿を見せてくださいね。

■材料
（2～3人分）

食菜館の
この逸品

酢豚

■作り方
⑴ 豚肉
（鶏肉）
は一口大に切り、＊と混ぜ
合わせ10分程おき下味をつける。
⑵ 人参は乱切り、玉ねぎはくし切り、
ピー
マンは一口大に切り、耐熱容器に入れ
てレンジで3分～加熱しておく。
⑶ 甘酢あんの材料を全て混ぜ合わせて
おく。
⑷ ビニール袋に下味をつけた豚肉（鶏

ん広場NE W S
やっちょ

串柿出荷に向けて、入念にチェックし
ます。

肉）
を入れ、片栗粉をまんべんなくま
ぶす。
⑸ 170℃に熱した油で揚げる。もしくは、
多めの油を入れたフライパンで炒め
る。
⑹ 冷たいフライパンに全ての具材と甘酢
あんを入れ、中火でとろみが出るまで
軽く混ぜながら加熱する。2～3分程で
とろみがつき、盛りつけて完成。

豚肉
（鶏肉可）
...................300g
＊醤油........................... 大さじ1
＊酒............................... 大さじ1
＊ごま油....................... 小さじ1
片栗粉.................................適量
人参................................1／2本
玉ねぎ............................1／2個
ピーマン.............................. 2個
【甘酢あん】
酢................................... 大さじ3
醤油............................... 大さじ3
砂糖............................... 大さじ3
ケチャップ..................... 大さじ2
酒................................... 大さじ2
みりん............................ 大さじ1
水................................... 大さじ4
片栗粉........................... 大さじ1

2月のオススメ
「八朔・ネーブル」
爽やかな酸味にほのかな甘みの八朔と、甘み
酸味ともに濃いのが特徴のネーブル。どちらとも
ビタミンCが豊富に含まれ免疫力アップや感染
症予防に効果的です。また美容効果が期待でき

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

TEL
（0736）33-2500

2月の定休日は5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。

るほか、疲労回復にも役立ちます。

ネーブル

〒648-0085 橋本市岸上522-1

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

連絡がつきやすくなります。
交渉事は早めに。
金運も好調で、
うれしいいただき物がありそう。
懸賞応募も吉

健康運

筋力アップを図るのに良いとき。
継続を

Triangle 2020.2
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かつらぎ町笠田東

岩本

だいち

大知く ん（4歳）
梨杏ちゃん（3歳）
りあん

お父さん…祐樹さん

お母さん…美希さん

ご

っこ遊びが大好きな大知くんと梨杏ちゃんの仲良し兄妹です。大知
くんは仮面ライダー・リュウソウジャー・ウルトラマンなど人気ヒー

ローがお気に入り。グッズもたくさん持っていて、今日も変身ベルトをつ
けてカッコいいヒーローになりきってます! マイペースなところもあるそ

うですが、お兄ちゃんらしくしっかり者です。梨杏ちゃんはアイスクリーム
屋さん・パン屋さん・料理屋さんなどお店屋さんごっこがマイブームで、キ
ティちゃんやドキンちゃんのキャラクターが大好き! とても負けず嫌いで
積極的に行動し、何事にも頑張って取り組む女の子です。
お家や子ども園で学んだのかな、お母さんのお手伝いをよくしてくれ
るそうで、大知くんは食器並べに洗濯物干し、梨杏ちゃんは上手に洗濯物
をたたんでくれます。お母さんも大助かりで、2人ともすくすく成長してい

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

ますね。
両親からは
「苦手なことも頑張って、いろんなことにチャレンジしてほし
い」
と話してくれました。元気いっぱい大きくなってね!

結果発表
当JAPR隊リーダー
『かきたん』がエントリーしていた「ゆる
キャラグランプリ2019」の順位が発表されました。参加して
くださったみなさん、
たくさんの投票ありがとうございました。
今年の獲得ポイントは10,503ポイント、
ご当地ランキン

グ過去最高の30位!!

10,503 pt

目指すトップ20には惜しくも入れませんでしたが、
これからも
各地のイベント等に参加しPRを頑張っていきますので、
どう
ぞ
『かきたん』
をよろしくお願いします!

活躍を楽しみに
していてね !

［今後の活動予定］
●令和2年1月15日
（水）
・16日
（木）
ふるさと祭り東京（東京ドーム）
●令和2年3月14日
（土）
第6回いなりんピック
（豊川市体育館）
●令和2年3月21日
（土）
・22（日）
ご当地キャラクター大集合inりんくうタウン
（関空アイスアリーナ）

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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