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魚見 綾香 さん（21）
■ 橋本市みゆき台

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

学生です。

野球観戦です。

Q

得意なことは何ですか?

Q

休みの日は何をしていますか?

ダンスです。

友人と出かけたり、
家でゆっくりしています。

Q 自分の性格をひとことで言うと?
社交的です。

Q

今いちばんしたいことは?

Q

好きなものは?

海外旅行。

小説・漫画：ONE PIECE
アーティスト：Snow Man
スポーツ：野球

魚見 綾香さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：あやの台中央公園

特典
くわしくは JA 窓口、または渉外担当者にお問い合わせください。

令和２年度 年金友の会行事予定中止のご案内
平素は年金友の会活動と運営にご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和２年８月６日
（木）
開催の年金友の会本部役員会において、今後の年金友の会行事予定について、
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、全て中止することを決定しましたのでご報告申し上げます。
楽しみにしておられた会員のみなさま方には、非常に残念ではございますが、事情をお察しいただき、
ご了承をお願い申し上げます。

中止する行事

•第20回ゲートボール大会（11月上旬）
•第９回グラウンドゴルフ決勝大会（11月中下旬）
•年金友の会のつどい（12月上旬）
•日帰り旅行（令和3年１月）
行き先：今年リニューアルの琵琶湖博物館と近江牛会席
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〜新型コロナウイルス感染症により影響を受けた農家の皆様へ〜

高収益作物次期作支援交付金
新型コロナウイルス感染症の発生により、売上減少等の影響を受けた野菜・花き・
果樹・茶等の高収益作物について、次期作に前向きに取組む農業者に対して、資材
や機械の導入や新規需要確保に向けた新技術の導入にかかる取組みを支援します！

受付期間

9 月 28日（月）～10 月 23日（金）

支援対象者

下記の１と２の両方を満たしていること

1. 令和2年2月〜4月に野菜・花き・果樹・茶の販売実績（廃棄も含む）がある者。
あるいは令和2年〜４月に開園している観光農園
２. 収入保険、農業共済等に加入している又は今後加入を検討すること

〜支援の対象となる取組み〜【例】
・生産流通コスト削減に資する取組

①〜⑧の取組み項目から

①農業機械の導入（購入・リース）

2つ以上

②大型コンテナ、通い容器等の導入

・生産性・品質向上の向けた資材導入に資する取組
③産地で推奨する品目・品種の導入

実施した農業者は、

10a あたり5万円

（中山間地域は5.5万円）

④産地で推奨する肥料、農薬、資材の導入

の交付が受けられます

⑤かん水、換気設備等の導入

・土づくり等作柄安定に資する取組

施設花きについては、

⑥土壌改良資材、堆肥の導入、土壌分析の実施
⑦土壌消毒の実施、防虫ネット、防風ネットの導入

・作業環境の改善・事業継続計画の策定

⑧労働安全講習会の受講、農業機械への安全装置の

①〜⑦の取組項目から③を含む
2つ以上実施で

10a あたり80万円

装着、事業継続計画の策定など

問い合わせ先

橋本市農業再生協議会（市農林振興課内）
かつらぎ町農業再生協議会（町産業観光課内）
九度山町農業再生協議会（町産業振興課内）
高野町農業再生協議会（町建設課内）

0736-33-1111
0736-22-0300
0736-54-2019
0736-56-3000

伊都地方農業振興協議会
4
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10月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

そわそわしますが、
腰を据えて考えたいとき。
買い物は比較検討してからに。
旅行、
年越しの準備を始めるのは吉

健康運

食事は野菜を中心にバランス良く。
塩分控えめで

農薬安全使用のためのチェックリスト
農薬の使用前

農薬の使用時

農薬の使用後

10月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

好調運に恵まれて足取りも軽やか。
遊びに行く余裕も生まれます。
仕事面では次に着手する計画を練って

健康運

テレビや動画を参考にいろいろ試してみて
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【女性会】金山寺みそ作り

丹精込めて作る伝統の味

↑女性会員による金山寺みそ作りの様子。

JA紀北かわかみ女性会では、夏野菜が多く収穫される7～8月にかつらぎ支店、本店別館、橋本支店、高
野町の公民館等で個人やグループで行われる金山寺味噌作りが毎年人気です。
金山寺味噌作りは、地元で収穫した白瓜・茄子・シソ等の夏野菜を使い、
フライパンで大豆を炒り、丸麦を
蒸し、
米麹を仕込む等、
火を使う作業が多く、湯気が漂う暑さの中での工程となります。
会員の皆さんが手間暇かけて真心を込めて作る
「金山寺味噌」
は、地域の誇るべき伝統的な食文化とし
てこれからも紀北かわかみ女性会活動を通じて地域の皆様に伝えていきます。

【営農販売部】
リモート会議実施

コロナ禍での、当JA初めての試み
7/

31

営農販売部は、柿の出荷を間近に控え、名古屋市中央卸売市場セント
ライ青果株式会社と会議を行いました。今年は新型コロナウイルス感
染拡大予防対策としてリモートでの会議を実施し、卸売先等の要望・報

告を取りまとめ、詳細に打ち合わせをしました。またリモート会議での課題も見つ
かり、
現在改善しながら各部署でもリモート会議を導入しています。
↑リモート会議の様子。

【営農販売部】橋本市産
「巨峰」
出番

大粒で果汁たっぷり!
8/

1

ヤマハシ総合選果場でブドウの主力品種
「巨峰」
の出荷が始まり、800g
の化粧箱と350g・300gのパックで出荷されました。主な出荷先は関西
市場で、その他ふるさと納税返礼品として
「さとふる」
・
「LUXA」
・
「ふる

ぽ」
などにも出荷しています。今年は長雨の影響で心配されましたが、着色は概ね
例年通り。糖度も高く高品質に仕上がりました。
同選果場では12年前から
「巨峰」
の無核栽培を推進しており、今では総量の8割ほ
どが無核となっています。無核は消費者ニーズが高いだけでなく、気候に左右され

↑巨峰の品質を丁寧に確認する選果場担当員。

ることが少なく、
生産量が安定し作業も効率的でもあります。

【営農販売部】献上温室柿の荷造り式

高品質の温室柿
「刀根早生」
を皇室へ献上
8/

7

当JAは、温室柿を皇室へ献上するための荷造り式を妙寺総合選果場で
開催。新型コロナウイルス感染拡大の影響で規模を縮小して行いまし
た。箱詰めされた
「刀根早生」
2Lサイズ60個が、宮内庁と秋篠宮家へ届

けられました。皇室への献上は今年で33回目を迎え、荷造り式では関係者が厳選し
た柿にフルーツキャップを被せて箱詰めを行いました。
↑荷造り式で箱詰め作業を行うJA役職員。

6
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10月の星占い
HOROSCOPE

宮崎組合長は
「良質の美味しい柿に仕上がりました。これからも自信を持って柿栽
培に励みたいです」
と語りました。

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

頭の痛い状況ですが、
問題点ははっきりしてきます。
対策を立てれば前進。
後半は協力してくれる人が現れそう

健康運

体調不良を軽く見ないで。
早めに休養を

【営農課】味一みかん摘果・マルチ敷設講習会

高糖度味一みかん、生産拡大に向けて
かつらぎ町柏木のみかん園地で、味一みかん生産者

8/

7

を対象とした摘果・マルチ敷設講習会が開催されまし
た。営農指導員から、マルチの敷設について説明した

後、摘果方法について講習を行いました。糖度を上げるための後
期重点摘果や日当たりの悪い内成果の摘果徹底を啓蒙しました。
↑営農指導員による講習会の様子。

【経済部】系統経済事業活性化運動 表彰式

当JA職員が
「努力賞」
を受賞!
8/

7

系統経済事業活性化運動において、資材課・経済渉外
担当の丹下裕徳さんに努力賞が贈られ、和歌山県農
業協同組合連合会より表彰されました。系統経済事業

活性化運動とは、JAグループ和歌山の一体的な運動として、事業
の基礎となる組合員への訪問面談活動による新たな需要の発見
と提案活動のさらなる取り組み強化を図る運動のことです。

↑表彰された当JA職員
（中央）
。

【総務課】JA役職員と市議会議員・町議会議員との意見交換会

今後の農業振興における課題解決に向けて

18.25
8/

8月18日に本店3階役員会議室で橋本市議会議員と、
8月25日に九度山町ふるさとセンターで九度山町議
会議員と、
各地域の今後の農業振興についてをテーマ

にJA役職員との意見交換会が開かれ、活発な意見が飛び交い議
論を深めました。
次号以降の広報誌には、
意見集約したものを掲載予定です。

↑JA役職員と九度山町議会議員との意見交換会の様子。

【Aコープかつらぎ店】
こども園におもちゃ寄贈

みんなで楽しく遊んでね!

21

8/

Aコープかつらぎ店では、使用済み牛乳パックの回収
事業を行っており、回収の収益金を使って、佐野こども
園と三谷こども園の園児が遊べるおもちゃの寄贈を

行いました。園児らは、教室の中でみんなと楽しそうにおもちゃで
遊んでいて、
とても喜んでもらえた様子でした。今後もAコープか
つらぎ店では、回収事業を続け、地域への貢献事業を行っていき

↑寄贈したおもちゃで遊ぶ園児たち。

10月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

ます。

全体運

高め安定運。
手紙やメールで連絡を取り合いましょう。
ちょっとリッチな食事は愛も友情も深めてくれます

健康運

ハードなスポーツもOK。
体を鍛えて

Triangle 2020.10
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10月の農作業
落葉果樹

礼肥は早めに施用しましょう

10月に入ると刀根早生の収穫はピークを迎え、中旬か
らは平核無・早生富有の収穫も始まります。出荷に当たって
は出荷基準を厳守し、計画的な収穫を心掛け、適期採果を

「つたえるねっと」
で農作業情報を随時配信中！

＜処理方法＞
○埋没処理 処理しても掘り起こして被害を受ける場合もあり
ますが、埋没により腐敗を早める・臭いを出しにくくする効果があ
ります。
○隔離処理 イノシシ等鳥獣の侵入できない場所を決めて処理
することにより餌場を作らない。

行いましょう。

病害虫防除

また、今月は元肥の施用時期となってきます。収穫期と
重なり忙しい時期が続きますが、適期に施用しましょう。

本年はカメムシの発生が多く、早期から被害が多い状況
です。
（写真2参照）

柿収穫時の注意点

カメムシの飛来を確認した場合は速やかに薬剤散布によ
る防除を行うよう心掛けましょう。

●果梗が長いと、収穫かごの中で他の果実にキズをつけてしまう
ので、
できるだけ短く切りましょう。

また収穫期ですので、防除を行う際は薬剤の収穫前日数
や使用回数を確認してください。

ここで切る。もしくは軸を長めに
切って収穫し、収穫かごに入れ
る前にもう一度ヘタ際で切る。

桃のせんこう細菌病については、越冬菌量を少なくする
ためにも収穫後防除を徹底しましょう。
（写真3.4参照）
写真2
カメムシ被害

●果実同士やコンテナへの打ち痛みが無いように、新聞紙もしく
はウレタンを敷き、
丁寧に取り扱いましょう。
●水滴が付いている場合はふき取らず、乾燥機や扇風機などで
乾かしましょう。
（※ふき取ると果紛まで取れてしまいます。）

果実黒変果対策
例年この時期から、
秋雨の影響で黒変果の発生が増加します。
風通しが悪く、湿度が高い園地や日照時間が短い園地では、
黒変果の発生が多くなりますので、マルチの敷設や不要な徒長
枝のせん除、雑草管理等の対策を実施し、黒変果軽減に努めま
しょう。

富有柿の着色向上対策
富有柿の着色向上を目的に、10月上中旬に摘葉やマルチの
敷設を実施してください。

鳥獣害対策

写真3
せんこう細菌病被害葉
品目

HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

10

（落葉直前）
月上中旬

10月の星占い

９月中旬〜
月中旬

Triangle 2020.10

すもも

8

もも

ヤワ果や生傷果等の収
穫残渣を園地やその周辺
に放置すると、イノシシ等
鳥獣の餌付け・引き寄せに
なります。一度味を覚える
と、繰り返し園地へ来て収
穫前の農産物に被害を及
写真1 イノシシの収穫残渣食害
ぼす傾向が強いので、この
ような状況を作らないためにも収穫残渣等は適切に処理しましょう。

防除
時期

10

適用病害虫
せんこう細菌病

写真4
せんこう細菌病被害葉
収穫前
日 数

防除薬剤
ＩＣボルドー412

30倍

アビオン‐E（展着剤） 1000倍

使用
回数

規制なし 規制なし

※多発園では約2週間後に再度散布する。
※よくもみほぐし、小容器でかきまぜてタンクに投入してください。
黒斑病

ＩＣボルドー412

30倍

アビオン‐E（展着剤） 1000倍

規制なし 規制なし

※よくもみほぐし、小容器でかきまぜてタンクに投入してください。

全体運

上昇運です。
結果は後から付いてくるので目の前のことをしっかりやっていきましょう。
うれしい贈り物の予感も

健康運

質の良い眠りが健康の源。
枕選びを

10月の天気

令和2年8月25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りますが、平年に比べ晴れの日
が少ないでしょう。気温は、高い確率50％です。降水量は、
近畿太平洋側で平年並または多い確率ともに40％です。

施肥
収穫後は長期間の果実生産により樹が弱った状態です。樹勢
回復と来年度の貯蔵養分を蓄えるため、
収穫後は速やかに施用し
ましょう。気温が低い場合や落葉後は養分吸収が悪くなりますの
で、施用が遅れないようにしましょう。
品目

も も

時期

刀根早生
平核無

10月中旬

富

有

早

生

160㎏
柿粒状配合
200㎏
味一粒状配合

う め

10月中旬

果樹粒状配合100㎏又は
果樹有機化成80㎏

すもも

10月中下旬

果樹粒状配合80㎏又は
果樹有機化成60㎏

柑橘

160㎏

管理作業の総仕上げに努めましょう。

樹上選別
10月上旬から早生・普通みかん、
中晩柑類では、
収穫直前まで
園地をできるだけ何度も巡回して、
商品性の低い果実を除去する
樹上選別作業に努めましょう。仕上げ摘果で見落とした小玉果、
傷
果、
奇形果、
日焼け果、
病害虫被害果などを中心に摘果してくださ
い。樹上選果の徹底は、
製品率の向上や収穫・家庭選果の労力軽
減などが見込めます。

極早生みかんの収穫作業
10月は極早生みかんの収穫最盛期になります。食味
（糖度・酸
度）
を十分に確認して収穫を行いましょう。収穫時の生傷は腐敗の
原因となりますので、
果実のもぎ採りは避け、
ハサミ傷をつけない
よう注意してください。
また、
コンテナに果実を入れるときは、
実が
つぶれないように丁寧に入れましょう。
雨で濡れた果実を収穫すると、
後にコンテナ内で腐敗してしま
いますので、
必ず乾いた状態で収穫してください。尚、
収穫時は貯
蔵病害が懸念されるため収穫前防除を徹底しましょう。

みかん・中晩柑病害虫防除

HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

適 用
病害虫

収穫前
日 数

防除薬剤
トップジンＭ水和剤

貯蔵病害
（青かび病・
緑かび病・
軸腐病）

または、
ベンレート水和剤

使用
回数

2000倍

4000倍

５回以内
みかん
4 回以内

前日迄

中晩柑
2 回以内

※10月中旬以降、ハダニ類発生園ではコロマイト水和
剤 2000倍（収穫7日前迄／2回以内）
を散布する。

※ベンレート水和剤は、みかんと中晩柑で使用回数が違うため
注意する。

特殊防除
◦カメムシ類 今年はカメムシの発生が多い予報のため、
台風や
強風の影響で園地に飛来する可能性があります。園地でカメムシ
が確認される場合は、
下記の防除薬剤を散布しましょう。
◦褐色腐敗病 褐色腐敗病は、
土壌中に生息する病原菌が降雨
やかん水の水しぶきによって果実に付着することで発病します。
秋雨前線の停滞や台風の襲来が予想される場合は予防散布を実
施しましょう。
収穫前
日 数

防除時期

対象病害虫

防除薬剤

発生時

カメムシ類

スタークル顆粒水溶剤 2000倍

発生前

褐色腐敗病

ライメイフロアブル

3000倍

使用
回数

前日迄 3回以内

柑橘の秋肥
秋肥は、着果負担で消費した養分の補給を行い、樹勢回復や
耐寒性の向上、来年の春枝の発芽向上を促す大切な作業です。
地温が低下すると根の活動が弱まり、十分な効果を得られないた
め、下記の表を参考にして遅れないよう施用しましょう。
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㎏

ネーブル

果樹粒状配合

120㎏

不知火・はるみ

果樹粒状配合

80㎏

品目

施肥時期

みかん
八

◦貯蔵病害 貯蔵病害は、
一つでも発生すると被害が急速に拡
大していきます。流通段階で発病するケースも考えられるため、
下
記の表を参照して収穫前の防除を徹底してください。

10月の星占い

防除
時期

140㎏

10月中旬

中晩生

◦ハダニ類 降雨が少なく高温が続く場合は、
ハダニ類が発生し
やすくなります。10月～11月頃に発生するハダニ類は、
果実を食
害するため着色が悪くなります。下記の表を参考に防除してくだ
さい。

施肥量
（10ａあたり）

肥料名

10月中下旬
又は3月上旬

……TEL.0736-22-7822

収穫前

か き

品種

かつらぎ資材センター

朔

10月下旬

全体運

注目を浴びる好調運。
頼まれ事はできる範囲で引き受けて。
キャパオーバーにならないよう交通整理も大切です

健康運

つい無理をしがち。
休憩を入れるのを忘れずに

Triangle 2020.10
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野菜の
楽園
99

Vol.

■ソラマメ

■定植

■ソラマメ（主要品種：仁徳一寸）

ポット苗を利用する場合は、本葉2枚の頃、根鉢を崩さないよう
ポットから抜き取って表面が見える程度の浅植えにします。

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
露地

■整枝・摘心

●…播種

▲…定植

主枝の摘芯は、本葉が5～7枚の時に行い、側枝の発生を促しま

■…収穫期

す。開花が始まった頃に生育の良い8本程度の枝を残し、細い枝や

ソラマメを楽しむ!

遅く発生してきた枝を根元から切り取ります。

若い莢が空に向かって実ることから
「空豆」、豆の形が蚕に似ているとこ
ろから
「蚕豆」
とも呼ばれています。植
物性タンパク質を多く含む他、
ビタミ
ン、カリウム、鉄分など様々な栄養分
を含んだまさにバランス栄養食とも
言える野菜です。

先 端につ いていた
アブラムシも同時に
駆除できる。

細い枝や遅く発生して
きた枝を、根元から切
り取ります。

摘芯

整枝

ソラマメは莢から出すと鮮度が落ちてしまうため、なるべく
莢に入っているものがベストです。焼く、揚げる、茹でるのが一

側枝が多くなりすぎた
り、伸びすぎたりする
と、栄養が実にいかな
くなってしまいます。

■土寄せ

般的ですが、すりつぶしてスープにしたり、
カレーライスの具と

倒伏防止と不要な分枝の

して調理すると、いつもと違う食感を楽しめるでしょう。

発生を抑えるために、厚さ5
㎝程度の土を株の中心に寄

■栽培のポイント

せます。肥料不足の兆しがあ

★冷涼な気候（生育適温16～20℃）
を好みます。

るようなら、化成肥料を追肥

暑さ・寒さ・乾燥に弱いので注意しましょう。

■剪葉

場合があるので、播種時期を守って栽培しましょう。

春になって茎葉が伸びすぎ

★豆類は連作を嫌うので、
3～4年は空けるようにしましょう。

ると倒伏のおそれがあります。

■施肥例（本圃1㎡あたり）
元

肥

追肥１

期

肥料名

施肥量

播種・定植前

やさい有機888

90g

3月上旬

千代田化成549

20g

倒れそうな場合は先端20㎝
程度を切り取りましょう。

20㎝程度
切り取り
ます

■収穫
収穫は開花後35～40日

土壌改良材として、
有機質堆肥2㎏、
苦土セルカ2号100g、過リン酸石灰50gを施用します。

の莢で、莢がやや垂れ下がり
光沢が見られ、豆のへそがや

■播種量

や黄色になった頃が適期とな

1㎡当たりの播種量は、
5～7㎖とします。

ります。

■栽植密度

さやの背筋が黒褐色に
なって光沢が出はじめ、
さやが下垂したころが
収穫の適期

畝幅150㎝、株間45～50㎝、ベッド幅70㎝とし、一条播きにし
ます。ポット苗を利用する場合は、9㎝ポリポットにへそ（おはぐろ）
を下にして、種子の一部が見える程度に1粒ずつ播きます。

種はおはぐろが斜め下に
向くようにまく

おはぐろ

3〜4㎝

10

土
（肥料）

するようにしましょう。

★早播きすると苗が大きくなりすぎて、冬場の寒さで傷んでしまう

時

放任しておくと、
分枝部分が地上
に出て倒れやす
くなります。

Triangle 2020.10

種子を水に浸けたり、水
平に横 たえて 覆 土 する
と、湿りで種が腐りやすく
なります。芽が出ても種
子と直角に曲がって出る
ので注意しましょう。

10月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

さやが下に
垂れてくる

背筋が
黒褐色になる

光沢が出
はじめる

全体運

人気運に恵まれ穏やかな時間が過ごせます。
おしゃれや買い物も楽しめるはず。
美容院に行くのもお勧め

健康運

冷えに気を付けて。
腰や関節のケアは入念に

紀北分院からの

ちょっといい話

軽度認知機能障害
（物忘れ）
に効果的な運動療法を指導します。
近年、超高齢化が進むに伴い「認知症」が社会

り組みを開始しました。週1回の外来通院を6か月

で取り上げられることが多くなってきました。認知

間継続していただき、その患者さんに合った運動

症は年齢とともに進行し、最終的には要介護の原

療法を見いだし、自宅でもきちんとした運動が出

因の一つとなり、家族へ負担をかけてしまいます。

来るように丁寧に指導したいと思います。ぜひ、一

このような中で、軽度認知機能障害
（MCI： Mild

緒に
「紀北地域の若返り」
を進めていきましょう!

Cognitive Impairment）
はあまり注目されてお

療法士による運動療法の様子

りませんが、正常な状態と認知症の中間的な状態
をいい、
紀北地域でも非常に増えてきております。
この段階で早期診断し適切な介入を行うことで、
認知症の進行を抑え、健康的で介護に頼ることが
少ない老後生活を送ることが可能となります。当
院には認知症疾患医療センターがありますので、
まずこちらで適切な診断を受けることをお勧めし
ます。
実は認知機能の改善に運動療法が効果的であ
るという報告がされており、当院では軽度認知機
能障害の患者さんに対して、療法士がその人に

紀北分院

あった適切な運動を指導し、認知機能に対してよ

寺口 真年

り効果的な運動療法を発見するといった新たな取

整形外科

講師

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

10月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

好奇心を発揮して新しいことにトライを。
人間関係は一歩前進。
気になっていた人ともお近づきになれそう

健康運

秋の景色を眺めつつ散歩を楽しんで

Triangle 2020.10
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Aコープかつらぎ店よりお知らせ

たくさんのお友だち登録と
配信情報への「いいね」を
お待ちしております。

「A コープかつらぎ店」公式アカウントの「友だち」追加で、
A コープのイベント情報、お買得品などの最新情報を
随時「タイムライン」にてお届けします !
LINE アプリで右の ID で
友だち検索してください。

@673ccoiw

または、LINE アプリの QR コードリーダーで、
右の QR コードを読み取ってください。

9月は「友だち」追加で
ボックスティッシュ（単箱）
1箱無料券プレゼント！
※予定数量になりしだい終了させていただきます。

クアハウス白浜からのお知らせ
県のガイドラインに基づき下記の新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組んでいます。

お客さまへ3つのお願い
①すべてのお客様に検温・健康確認・海外渡航歴・感
染者の方との接触がないことを確認させていただき
ます。
その際、37.5℃以上熱がある方、体調がすぐれない
方などは入館をお断りする場合がございます。
②各エリアでのアルコール消毒およびパブリックス
ペースでのマスク着用をお願いします。
③３密（密閉・密集・密接）を避けるために人と人と
の距離を保つようお願いします。

GoToキャンペーンを活用してお得に旅行が楽しめます！

この度クアハウス白浜は GoTo トラベルキャンペーンの認定施設となりました！
キャンペーンを活用するとお得な料金でクアハウス白浜にご宿泊いただけます。

【例】
” 秋冬の味党 ”
（平日利用）
2名1室にて
お一人さま17,200円
（税込）
×２名		
GoTo キャンペーン
（35% 割引）
① -12,040円
優待券の割引［1人2,000円］
② -4,000円
よって③は2名分なのでお一人9,180円にてご利用できます。
ぜひこのお得な機会にクアハウス白浜へお越しくださいませ！

クアハウス白浜の取り組み
①客室館内は清掃時に消毒換気を行なっています。

◯キャンペーンのご利用にはクーポン発券サイト「STAYNAVI」への登録が必要です。
◯チェックイン時に身分証明書と「STAYNAVI」で発券されたクーポンをご持参ください。
◯ GoTo キャンペーンに関しては、今後のコロナウイルス感染状況や専門家のご意見・政府の
全体方針等を踏まえて変更することがあります。
※詳しくはクアハウス白浜のサイトをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

クアハウス白浜公式 HP

②パブリックスペースに関しては、随時消毒換気を行
なっています。

Triangle 2020.10

10月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

http://kurhouse-shirahama.or.jp/

当ホテルは
JA グループの施設です

③スタッフは毎日出勤前に検温体調チェックおよびマ
スクの着用を行なっています。
また、作業前後、接客前後、手洗い消毒を徹底して
います。

12

34,400円①
22,360円②
18,360円③

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3102

0120-26-8167

TEL.0739-42-4175
全体運

コミュニケーションの取りやすい環境づくりが大切です。
プチ模様替えをするのもお勧め。
下旬から好調運へ

健康運

けがややけどに気を付け、
慎重に行動を

法律相談会
10月16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
10月4日（日）・11日（日）・18日（日）
10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 1 号議案 令和元年度 JAのディスクロージャー誌について
第 2 号議案 令和2年度第1四半期末仮決算について
第 3 号議案 コンプライアンス・マニュアルの改正について
※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。

JAの概況（2020年7月末現在）

お詫びと訂正
9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。

【 P13 ＪＡの概況 】
（誤）ＪＡの概況（2020年5月末現在）
（正）ＪＡの概況（2020年6月末現在）
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）

① 本のこと。電子○○○○
④ 釣った魚を入れておく籠
⑥ 今日の○○○ディッシュはステーキです
⑦ 漢字では秋刀魚と書く青魚
⑧ ここからぼた餅が落ちてきたらラッキー?
⑩ 牛の頭に生えています
⑪ この下駄箱は○○○○○だから動かせま
せん
⑬ ドリルで開けるもの
⑭ 焼き肉を漬けたりかば焼きに塗ったり
⑯うわさが広まるときに付きやすい
⑰ 10月10日は目の○○○デーです
⑲ やぼではありません
⑳ 腰をひねるようにして踊るダンス

横

貯金………………………………… 2,151億7,566万円
貸出金………………………………… 188億9,626万円
出資金………………………………… 47億1,152万円
購買品供給高…………………………… 5億3,622万円
販売品販売高…………………… 2億648万円
（販売課）
……………………… 2,218万円
（直販課）
長期共済保有契約高……………… 4,622億6,133万円

縦

第230回理事会を7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 匂いマツタケ、
味○○○。おいしいきのこです
② 日が暮れてすぐの頃
③ 晴れた日にはかどりやすい家事
④ ○○○○油を付けて日本髪を整えた
⑤ 世界遺産の一つ、
○○○古道
⑨ 千葉県にある市。大きな国際空港があります
⑪ 運動会の競技の一つ
⑫ 配偶者のことです
⑬ 徳川家の家紋に使われている植物
⑮ 眠ったまま話します
⑱ ベンチもこれの一種

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

10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

メイゲツ
応募総数は31通でした。

全体運

好調運に恵まれます。
家族で過ごす楽しい予定を立てましょう。
仕事面ではうまくいっているやり方をまねてみて

健康運

ダンスやラジオ体操がお勧めです

Triangle 2020.10
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!
中
集
大募

あなたの 笑 顔で紙 面を飾ってみませんか ?

表紙モデル

『トライアングル』

広報誌

応 募 要 項

JA紀北かわかみ広報誌
「トライアングル」
の表紙につきま
して、
当JA管内の方に表紙モデルの募集をしています。
地域で活躍している方、笑顔のステキな方の応募をお待

橋本市・伊都郡在住の18〜35歳の方に限ります。農
家・非農家、
自薦・他薦、性別は問いません。

ちしております。

応 募 方 法

詳しくはJA紀北かわかみ総務課

☎0736‑42‑5172または

各支店にお問い合わせください。

下記必要事項を明記のうえ、
ハガキ・FAX・Eメールに
て
「JA紀北かわかみ総務課 表紙モデル募集係」
まで
ご応募ください。
①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤世帯主名
送付先

※今回のご応募でいただいた個人情
報は、編集企画以外の目的には使
用いたしません。
※ご応募多数の場合は抽選となる場
合があります。

〔ハ ガ キ〕
〒649‑7203 橋本市高野口町名古曽922-2
〔Ｆ Ａ Ｘ〕
0736-44-2224
（総務部）
〔Eメール〕
e-mail@ja-kk.jawink.ne.jp

「FU-WA」
「元気でやってま〜す」のコーナーに登場していただける方も随時募集しております。

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
● 毎 月トライアング ル 楽しみにして

●8月2日、大阪から友達が会いに来て

います。以前
「元気でやってま～す」
の

くれることになり串柿の里で待ち合わ

コーナーに家族皆で載せていただきま

せでしたが、初めて車で来て道に迷っ

した。今コロナで大変ですが、必ずコロ

てしまったそうです。その時、軽トラに

ナがなくなることを信じて、今は色々な

乗っていたご夫婦が回り道をして串柿

事を我慢して頑張っています。

の里まで先導しながら案内してくれた

（かつらぎ町・Uさん）
●コロナのおかげでたくさんの本を読
んでいる自分にびっくりです。読むジャ
ンルも色々広がり、図書館へはウキウ

そうです。案内してくださったご夫婦様、

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

大阪の友達はとても喜んでおりました。
お忙しい中ありがとうございました。私
（かつらぎ町・Kさん）

（橋本市・Yさん）

お便りの宛先

●60歳から始めた自転車。車に積んで、

神谷 藍里さん
（橋本市）
田村 範夫さん
（かつらぎ町）
松山眞知子さん
（橋本市）
水口
洋さん
（橋本市）
森 賀代子さん
（かつらぎ町）

編集後記 _editorial note_

にとっても心温まる1日でした!

キで出かけています。

抽選で
5名様に

梅雨明けからなかなか雨が降らない日が続き、
やっ
と雨だ！ と思えば夕立程度。最近は一時的にザっと
雨が降って雷が鳴るなど、あまり安定しない天候が
続いていますね。台風も近づいているそうで、家屋
や園地での大きな被害がないといいのですが…。

大津まで行き
「びわ湖」
を走ったり
「淡路

そして９月に入り、当ＪＡ管内ではいよいよ柿のシー

島」
「 三方五湖」
、橋杭岩から
「大島」
「太

ズン到来です。各選果場・集荷場で極早生たねなし

地町」
「白浜町」
。高野山も自宅から登り

柿の出荷目揃え会が行われ、規格等を生産者と共

ました。無理せず楽しんでいます。

に確認しました。美味しい柿が出回り、皆さんが食
べて喜んでいただけることを楽しみにしています。

（橋本市・Iさん）

柿はビタミンＣが豊富で栄養価が高い果物です。少
し柿が苦手な私ですが、
たくさん食べる機会があれ

9 29

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。

ばいいなと思います。秋野菜も増えてきますので、
旬の美味しい食材を楽しみましょう！

※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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10月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

丁寧な作業が認められ、
一目置かれるようになりそう。
新しい技術を学ぶためセミナーなどに参加するのも吉

健康運

音楽鑑賞でリラックス。
メンタルケアが大事

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
平凡な毎日が幸せ

橋本市柱本
カズ

シ

シゲ

コ

大原 一志さん（75）・繁子さん（73）
もうすぐ結婚50周年を迎える仲の良い大原夫婦。お互いに協力し合って農業に携わり、好
きなことを楽しみながら毎日過ごされています。一志さんは
「晴耕雨読」
といった言葉通り、
晴れた日は田畑で作業し、雨の日は読書やテレビの時間に費やしています。繁子さんは刺繍
が得意でコーラスが大好き。そして一番の楽しみは、友人たちとのお喋りの時間です。今は

り、
暑中お見舞いのおたよ
宛てにいっぱい届いたよ♪
『かきたん』

コロナの影響で自粛中とのことですが、その分お会いできた際は存分に交流を楽しんでい
ただきたいです。そして、2人の共通のご趣味は山へハイキングに出かけることだそうです。
また、一志さんは
「柱本田園自然環境保全会」
の会長を務めており、450年以前から守り継
がれている橋本川支流の芋谷川沿いにある
「芋谷の棚田」
の伝承等に取り組まれています。
平成26年には
「わかやまの美しい棚田・段々畑」
に認定されており、休耕田の再生のほか子
どもたちの農業体験・環境学習の場としても活用し、農業文化の大切さを広める活動に力を
注いでいます。保全会、そして営農に関しては次の代へ繋いでいくためにも、10年後の目標
を掲げながら日々取り組み、ゆくゆくは若い世代をカバーする立場で…と将来像を浮かべ
ていらっしゃいました。
農と自然の大切さを後世に、
これからも夫婦円満でお過ごしくださいね。

!
『かきたん』木登りに挑戦

■材料
（3～4人分）

食菜館の
この逸品

鶏モモ肉........................2枚
ピーマン........................2個
玉ねぎ............................1個
人参......................... 1／2本

鶏モモ肉の甘酢あんかけ

■作り方

⑷ 調味料は全て入れ、よく混ぜ合わせておく。

⑴ 鶏モモ肉を一口大に切り、酒
（大1）
、塩こしょ

野菜を炒めているフライパンに、混ぜ合

うを少々入れて揉み、その後、片栗粉を

わせた調味料と揚げ焼きにした鶏モモ肉

お好みの量でたっぷりまぶす。

を入れ、とろみが出るまで炒める。

⑵ フライパンに多めの油を入れ、①の鶏モ ⑸ 調理した鶏モモ肉の甘酢あんかけを盛り
モ肉を揚げ焼きにする。

付けたら完成。お好みで、キャベツ、トマ

⑶ 野菜は全て細切りにし、フライパンでしっ
かり炒める。

ト、きゅうりなどの野菜を添えてお召し上
がりください。

ん広場NE W S
やっちょ

10月のオススメ
「柿」
9月に続き、10月のオススメ食材は
「柿」
です。10月
下旬から12月中旬頃までは富有柿の収穫期となり、
11月から本格的な出荷がスタートします。富有柿は甘
柿の代表的な品種で、丸みのある形に果皮は紅色、甘
味が強く、サクサクした食感が特徴です。凍らせて柿
シャーベットにすると甘いデザートに最適です。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

10月の星占い
HOROSCOPE

【調味料】
醤油................................大3
砂糖................................大2
酢....................................大3
ケチャップ......................大3
酒....................................大2
みりん......................大11/2
水....................................大4
片栗粉............................大1
塩こしょう..................... 少々

『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

10月の定休日は7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

ドキリとするような出来事の予感です。
深呼吸を。
迷ったら人とのつながりを大事にする選択をしましょう

健康運

体を小まめに動かして。
元気でいられます

Triangle 2020.10
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かつらぎ町西渋田

溝端

りいさ

里依紗ちゃん（3歳）
唯千花ちゃん（6ヶ月）
いちか

お父さん…宏彰さん お母さん…紗哉加さん

わ

んぱくで元気いっぱいな里依紗お姉ちゃんと笑顔がかわいらしい生後
6ヶ月になる妹の唯千花ちゃん。お名前には“女の子にぴったりのかわ

いい名前をつけてあげたい”
といった想いが込められており、
ご両親から2人
への初めての贈り物です。里依紗ちゃんはこども園でもみんなと仲良く元気
いっぱい! プールや水遊び、お外の遊具で遊んだりごっこ遊びをしたり、
こど

も園でお友達に会える日をとても楽しみにしています。また面倒見がよく、唯
千花ちゃんが泣いているとすぐに駆け付けて慰めてあげて、一緒におもちゃ
で遊んだり絵本を読んであげたりと、お姉ちゃんとして一生懸命に頑張って
います。唯千花ちゃんは生後4ヵ月程で寝返りするようになり、今は手足をよ
く動かして声を発し、
しっかり自分の思いを表現しようとするなどすくすくと
成長の様子がうかがえます。これからも楽しみがいっぱいですね。

と
ひとこ
ら
か
親

ご両親は、
「自由に、自分のやってみたいことをして大きくなって欲しい」
と2

ご両

人にメッセージを送り、また
「ディズニーランドに連れて行ってあげたい」
とも
話してくれました。家族みんなでたくさんの思い出を作って、楽しい毎日を
送ってくださいね!

新規出荷会員を

募集中!

JA 紀北かわかみファーマーズマーケット「やっちょん広場」では、新鮮な野菜・果物・
花木類、手作りお弁当やお菓子などを出荷していただける方を募集しています。
※以下の方は入会受付をお断りしています。ご注意ください。

やっちょん広場会員申込み方法

「会員登録申込書」
「 出品予定品申込書」へ申込者が記入漏
れの無いよう記入いただき、最寄りの各 JA 支店へ提出し
てください。
後日、やっちょん広場より申込者の方へ出品方法等のご案
内をさせていただきます。

•申込者
（登録者名）
名義で当 JA 出資を5口
（5,000
円）以上保有があるか確認してください。
•新規会員登録には、入会金1,000円が必要です。

•食品の加工・販売業者の方、民工芸品の製造・販売業者の場合。
•新たに JA 出資を行い加工品のみ出品希望の場合。

•新たに JA 出資を行い民工芸品のみ出品希望の場合。

•申込者
（登録者名）
が自ら栽培した農産物でない
（名義貸し）
場合。
ご不明な点は、直接やっちょん広場へ
お問い合せください
（第一水曜日は店休日の場合がございます）。

TEL 0736－33－2500
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2020年10月号
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