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丹下 桜子 さん（19）
■ 九度山町慈尊院

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

学生です。

ゲーム、
音楽鑑賞。

Q

得意なことは何ですか?

絵を描くことです。

Q お気に入りの場所は?
リビングのソファーです。

Q 自分の性格をひとことで言うと?
明るいけど、
少し人見知りです。

Q

将来の夢・目標は?

Q

好きなものは?

医療事務員です。

映画：MARVEL
アーティスト：ofﬁcial 髭男 dism
食べ物：からあげ
飲み物：メロンクリームソーダ

丹下 桜子さん、
ありがとうございました!
2
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撮影場所：道の駅「紀の川 万葉の里」

ＪＡ紀北 かわかみ

令和２年度
自己改革の取り組み

令和2年8月 橋本市議会議員・町議会議員

意見交換会開催

─ No.19 ─

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2年8月18日（当 JA 本店）
橋本市議会議員との意見交換会

Q.

農家の農地はこれからどうなってくるのでしょうか。

A.

人口と共に農地も段々と減ってくると思いますが、機械
化をしていかないと維持はできないと思います。

A.

機械化した場合経費も掛かりますので、今後、機械を
シェアするという事業を考えてもいいと思います。

Q.

販売の強化を図りますとありますが、管内の特産品を
使った加工品の開発は今後どのようにお考えですか。

A.

柿酢に関しては人気が出て一旦在庫が無くなるほど売
れましたが、
その後続かなかったという状況です。現在、
カットフルーツの取り組みをしております。

A.

カットフルーツで果物の消費を拡大すれば、畑で処分
する果物も減らすことができます。畑で処分するので
鳥獣害の被害がありましたので、
できるだけ減らしてい
きたいと思っています。

町議会
JA

JA

町議会

JA

JA

令和2年8月25日（九度山町ふるさとセンター）
九度山町議会議員との意見交換会

Q.

次世代の担い手に産地を継承するための、
新たな担
い手の育成とは具体的にどういうことをやっているのか ?

A.

担い手塾を毎年開催し新規就農支援に取り組んでい
ます。
また、県のトレーニングファーム事業により、JA
で借入れ農業経営を実践している園地を利用して農
業研修生（農業次世代人材投資資金：研修生に 1 年
間 150 万が支給される）の受け入れを実施していま
す。担い手塾は、毎年、年度初め
（3 月）
に、農業研修
生は順次募集しています。

Q.

JA 自己改革の取り組みの中で、多様化する消費者に
向けて新しい販売方法としてインターネットを利用し
た販売窓口の拡充に取り組みますとあるが、
具体的に
どういう販売方法をするのか教えていただきたい。

A.

以前からインターネット販売はやっていたのですが、
さらに強化していこうということで、JA 独自のサイ
トだけではなく「楽天」「ヤフー」でのネット販売の取
り扱いを現在進めているところであります。

町議会
JA

町議会

JA

営業時間についてのお知らせ
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
下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。

営業時間

令和２年 11月〜令和３年 3 月

９時〜１７時

Triangle 2020.12
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お知らせ
新5百円硬貨発行に伴い、令和3年 1 月 12 日（火）より順次、

下記 ATM コーナーでの現金によるお振込のお取扱いが
できなくなります。
下記 ATM でお振込をご希望のお客様は、キャッシュカードによる口座からのお
振込をご利用ください。口座をお持ちでない方は、最寄りの支店窓口までお申
し付けください。また、下記の QR コードからも口座開設のお手続きが可能です。
ご不便をおかけしますがご理解いただきますようお願いいたします。
なお、下記以外の支店併設の ATM では、引続き現金振込をご利用いただけます。

【 現金での振込が出来なくなる ATM 】
•松源橋本林間店 •紀見 •ローソン橋本清水店 •やっちょん広場
•スーパーセンターオークワ橋本店 •オークワ高野口店 •信太 •三谷
•かつらぎ町役場 •Aコープかつらぎ •四郷くしがきの里
•富貴グリーン店 •志賀グリーン店 •花園グリーン店
※詳しくは、JA 紀北かわかみ

JA 紀北かわかみ本店金融共済部

本支店窓口までお問合せください。
TEL：0736-42-5323

高野口支店

TEL：0736-42-4000

九度山支店

TEL：0736-54-2056

高野支店

TEL：0736-56-2814

橋本支店

TEL：0736-32-1282

橋本西部支店

TEL：0736-32-0275

橋本東支店

TEL：0736-32-0715

かつらぎ東支店

TEL：0736-22-0325

かつらぎ支店 TEL：0736-22-0550

かつらぎ南支店

TEL：0736-22-1200

JAとお取引のないお客様は、
こちらの QRコード
より貯金口座の開設が行えます。口座開設と同
時に、
キャッシュカードの発行をお申込みください。
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12月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

W

NE

全体運

おわびは丁寧に。
ミスは誰にでもあるもの。
訂正の仕方が今後の展開の鍵を握っています。
年賀状の準備は早めに

健康運

股関節までしっかり伸ばす柔軟体操がお勧め

12月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

友人と遊びに出掛けましょう。
たわいない会話が心を軽くします。
スキルアップのための勉強にツキあり

健康運

筋力アップはスポーツを楽しみながらが◎

Triangle 2020.12
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【営農課】
バケツ稲刈取り体験

大切に育てたおいしいお米を収穫!

30 14
9/

10/

↑営農指導員のもと、
お友だちと稲の刈取りを行う園児。

営農指導員のもと、9/30に九度山保育所の園児、10/14に応其こども園の
園児が6月に植付けをしたバケツ稲栽培の刈取り体験をしました。バケツ稲栽
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

農教育の一環として、管内の幼稚園などで広く行われ、JAの営農指導員が栽培や収穫の指導を行っ
ています。園児たちの手で刈り取られた稲は約10日間自然乾燥させ脱穀した後、
おにぎりやカレーに
して食べる予定で、
園児たちは毎年この日を楽しみにしてくれています。

【高野口支店】JA職員 特殊詐欺被害未然防止に貢献

職員による親切丁寧な対応で詐欺被害を防止!

14

10/

特殊詐欺被害を未然に防止したとし、高野口支店でライフアド
バイザー
（LA）
として勤務する中芝弘貴さんに、
かつらぎ警察署
より感謝状が贈られました。

今回、大手通信会社を名乗る者から
「電話料金の支払いが確認できず、
すぐ
支払ってもらえば問題ない。おおごとにはしたくないので警察には連絡しな
↑感謝状が贈られた中芝弘貴さん
（中央右）
。

いでほしい。」
と管内担当地域のJA組合員のもとに連絡があり、そのことを
中芝さんに相談したことがきっかけで、特殊詐欺被害を未然に防ぐことがで
きました。詐欺未然防止に貢献した中芝さんは
「感謝状をいただき、光栄で
す。今後も、組合利用者の方が被害にあわないよう、注意しながら日々取り
組みます」
と話しました。

【生活課】第7期女性大学開講式

待ちに待った女性大学開講日!
10/

14

本店別館2階で
「女性大学～Happiness」
第7期生の開講式と
第1回目となる講座が開かれ、15人の受講生が入学しました。
今年はコロナウイルス感染拡大予防対策として、予定していた

5月開講を延期し、5ヵ月後の開講となりました。女性会組織理事山本武美
さんのあいさつでは、
「これから半年間カリキュラムの中で自分を磨きあげ、
仲間との絆を深めていってください」
と受講生に言葉をかけてくれました。
第1回目の講座では、
ハーバリウムフローリッシュ認定講師の池田直美さん

↑受講生に言葉をかけるJA女性会組織理事山本武美さん
と受講生ら。

による、
ハーバリウム印鑑作りが行われ、受講生同士会話をしながら楽しい
ひとときを過ごしていました。
女性大学は女性会フレッシュミズが中心となって運営し、
「キラキラ輝く大
人の女子力UP」
をキャッチフレーズに、地域の仲間づくりや生活の充実を
目指す場として設けたものです。毎月1回・本年は半年間の全6回の講座を
予定しています。

6
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12月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

上昇運です。
うまくいかないことは少し時間を置いてから再トライすると吉。
カラオケや音楽を楽しむ時間をつくって

健康運

体を柔らかくするストレッチがお勧め

【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

大きなサツマイモがたくさんあったよ!

20.28.29
10/

青年部いと支部が管理する学童農園で、10/20に九度山幼稚
園、九度山保育所、10/28に応其こども園、10/29にくまの子教
室つくしんぼ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。園児たちは夢中になってスコップで土を掘り、
サツマイモが顔を出すと
「あった!」
ととても嬉しそうな表情を見せてくれました。大きなサツマイモが見
えてくると、近くにいるお友だちと協力しながらサツマイモを掘り起こそうと必
死! 最後はみんな横一列に並んで、掛け声と共に思いっ切りツルを引っ張りまし

↑サツマイモいっぱい付いていたかな?

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。

【営農販売部】甘柿の新品種
「紀州てまり」
初選果・出荷

ブランドの確立を目指す

23

10/

マルガク総合選果場で、甘柿の新品種
「紀州てまり」
初選果・出荷が
行われました。この日は、管内の生産者7人による出荷でコンテナ
ケース16箱
（約200㎏）
が入荷。首都圏に向け配送され、28日に販

売が開始しました。同月30日には、2回目の選果・出荷が行われました。
「紀州てまり」
は、県が育成した柿の新品種で、果樹試験場かき・もも研究所が
「早秋」
と
「太秋」
の2つの品種を交配させ、約10年かけて誕生しました。大玉で、
糖度が高く、果汁たっぷりでジューシーなのが特徴。
同日行われた出荷式典に出席した村田専務は、
「収益が高く高品質でブランド力
の高い柿を発信し、
プレミア・ブランドを確立したい」
と話しました。

↑「紀州てまり」
を選果するJA担当員。

【総務課】JA役職員と准組合員との意見交換会

より良いJAを目指して

23

10/

近年増加している准組合員の意見をくみ上げることを目的に、准組
合員とJA役職員との意見交換会を、
本店3階役員会議室で行われま
した。准組合員とJA役職員との意見交換会の開催は今回初めての

取り組みです。
意見交換会では、JA側から事業内容や自己改革について、県1JA合併の研究に
ついての状況などを説明し、出席者からは、
「今回の説明でJAの事業等初めて
知ったものもある」
「
、JAが合併し大きくなると、
組合員や地域住民との距離が遠

↑准組合員とJA役職員との意見交換会の様子。

くなるのでは」
「
、もっとJAの役職員と接する機会を増やしてほしい」
等の意見が
あがり、活発な意見交換会となりました。宮崎組合長は
「お互いの理解を深める
ことで地域に根差したより良いJAにしたい」
と話しました。

【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7号!

27

10/

令和元年11月より農業技術・経営の研修を受講していた西澤昌晃
さんが年間研修コースを修了し、宮崎組合長から修了証が手渡され
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。
↑農業技術・経営の年間研修コースを修了した西澤昌晃
さん（中央右）
。

12月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

今回7人目の修了者となり、随時募集を行っています。

全体運

好調。
スピーディーな展開はあなたの味方です。
流れに任せて行動範囲を広げましょう。
髪のお手入れは入念に

健康運

マッサージや入浴で新陳代謝をアップ

Triangle 2020.12
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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

本年は、8月に入ってからの高温による日焼け果の発生、

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

10月上旬の台風を伴った降雨により刀根早生で黒変果が

枝や大枝の分枝部については毎年実施しましょう。

多発しました。

◎落葉処理

12月に入ると剪定作業が始まります。剪定は、次年度

本年は7月の長雨の影響もあり、落葉病がやや多く見られまし

の柿の管理作業に大きく関わってきますので、作業効率の

た。落葉病は、5月～7月の降雨が多い年や、干ばつや長雨の影

良い樹形作りを行ってください。

響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。

土づくりの実施

落葉病発生園地では、病原菌が落葉内で越冬するので、翌年に

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
できる方は実施してください。

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
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。

◎施肥時期

苗木の定植

・カキ……12 月～ 2 月
・夏果実…9 月に投入出来ていない園地では 1 月～ 2 月

12月は落葉果樹の苗木定植に最適な時期です。

◎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注意し、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、
ワラを敷く等の
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

黒変果は日当たりの悪い園地や密植園において多く見られま
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

敷きワラで
乾燥を防ぐ

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。
◎密植園の悪いところ

有機物と石灰を
入れ、
土と混和する

◎落葉果樹定植後の切り返し目安

・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

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

・日照不足により新梢が充実しない

もの、混み合っているものは間引く。

・黒変果が多い
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図1．
苗木の定植

12月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

予定を詰め込み過ぎる傾向が。
休憩タイムの確保も忘れずに。
旬のおいしい野菜を食べて運気をパワーアップ!

健康運

肩凝り解消のストレッチで元気をキープ

12月の天気

令和2年10月23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、平年並または低い
確率ともに40％です。
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

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

なることで発生します。落葉率が半分以上になると、樹勢が低下
し、翌年の着花量が減少するため隔年結果に繋がります。

メ…地上部50～60㎝程の所で切り返す。

対策として、
こも・寒冷紗・不織布などの資材を樹に直接被せる

ブド ウ…地上部5芽程度で切り返す。

か、支柱を立てて行燈のように被覆しましょう。また、土壌が乾燥
している場合は、
かん水を実施してください。

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

越冬害虫防除

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。

温州みかん、中晩柑類収穫後の12月下旬～1月上旬にかけて、
ダニ類やカイガラムシ類の発生が心配されるため、機械油乳剤
95（冬マシン）を散布しましょう。越冬害虫は枝幹や葉裏にも潜
むため、樹全体にムラなく散布するよう努めてください。
防除
時期

柑橘

防寒対策を行いましょう

適用病害虫

防除薬剤

12月下旬
～
越冬病害虫
機械油乳剤95
1月上旬 （ダニ類・カイガラムシ類） （冬マシン）
（収穫後）

45倍

収穫前
日 数

使用
回数

冬期

規制なし

普通温州みかん・八朔の収穫
12月は、普通温州みかんと八朔の収穫時期になります。果皮
が乾いた状態での収穫を心掛け、腐敗果が発生している場合は
できるだけ園外へ持ち出すようにしましょう。また、園地条件や気
象条件によっては、寒害や凍霜害などの被害に遭う場合があるた
め、天候を確認し、
寒波が訪れる前に収穫しましょう。

越冬中晩柑の袋掛け
不知火やはるみでは、収穫時期まで寒害の緩和や鳥害対策と
して、果実に袋掛けを行い品質向上に努めましょう。袋掛けをする
ときは、できるだけ果梗枝から水が入らないように掛け、水抜き
穴が下を向くようにしてください。袋内に雨水が溜まったまま低
気温になると、
果実の凍結や水腐れ果の発生につながるため注意
しましょう。また、袋掛け前には必ず貯蔵病害防除を徹底しましょ
う。貯蔵病害防除については先月号に記載していますのでご参照
ください。

温州みかんの防寒対策
温州みかんは冬季の寒さによって落葉する場合があります。原
因としては、強風による葉からの蒸散量の増大、土壌乾燥と地温
低下による根からの吸水の減少で、葉内の水分収支が不均衡に

12月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

全体運

気になったらちょっとしたことでも調べて。
いつもより踏み込むと面白い発見があるはず。
お試しセットもお薦め

健康運

温かいお湯にゆっくりつかってリラックス

Triangle 2020.12

9

野菜の
楽園
101

Vol.

■野菜の連作障害対策

野菜の連作障害対策
■連作障害とは

■主な野菜の連作障害

連作障害の主な原因は土壌病害虫であり、その他に根からの生
育阻害物質の分泌などが原因している場合もあります。

主な野菜を連作したときに現れる連作障害の内容を次の表に
示しました。様々な病気や有害線虫が発生します。

トマト・ナス・ピーマンなどナス科や、
スイカ・メロン・キュウリなど

科名

のウリ科、ハクサイ・キャベツなどのアブラナ科の連作は、共通の
病害を持っているので、連作障害が出やすくなります。

ナス科

多くの野菜で連作障害の発生が見られますが、特に著しいのは

連作障害の出やすい野菜ほど、輪作にあたって休閑を要する期

ウリ科

間は長く、出にくい野菜ほど短くてもよくなります。
■連作障害はなぜ起きる
ます。
それらの微生物は、
植物が生育しやすいように土壌中の有機
物を分解し、
窒素や微量要素などの肥料成分を植物が吸収しやす
い形にして微生物内に貯えます。
ただし、
善玉菌のみが優位な環境
条件さえ整えばいいというものでもありません。善玉菌には善玉

HOROSCOPE

つる割病、
ネコブセンチュウ類

キュウリ

つる割病、
ネコブセンチュウ類

キク科

ゴボウ

生育不良

サトイモ科

サトイモ

ネコブセンチュウ

ハクサイ

根こぶ病

コマツナ

根こぶ病

キャベツ

根こぶ病

対策
輪作

サツマイモ・カボチャ・タマネギなど

12月の星占い

つる割病、
ネコブセンチュウ類

毒を行います。

○連作障害の出やすい野菜

Triangle 2020.12

スイカ
メロン

とです。できなければ、休耕期の土壌の天地返しや、薬剤による消

○連作しても障害の出にくい野菜

10

方法
畑を4～5区画に分けて、
栽培する野菜を毎年回
転させて栽培します。

天地返し

冬の休耕期に、
表土と地表から30㎝ほどの土壌を
上下入れ替え、
堆肥を十分に施します。

消毒

薬剤による消毒や太陽光による消毒があります。

■休閑を要する年限の目安
輪作年限

おとめ座

8月23日〜9月22日

生育不良

連作障害を防ぐ対策としては、近縁の野菜を続けて作らないこ

作障害が発生する原因の一つです。

ナス・サトイモ・ゴボウ・ハクサイなど

立枯性疫病、
ネコブセンチュウ

■連作障害を防ぐには

誘発する微生物も発生しやすくなって当然です。
これが、
野菜の連

ウスイエンドウ・ソラマメ・スイカ・メロン・キュウリ・トマト・

青枯病、
半身萎凋病

生育不良

住みつくことによって、
土壌は健全な状態を保っていられます。

てしまいます。バランスを欠いた土壌中では、
生育を妨げ、
病気を

ナス

ソラマメ

アブラナ科

菌の分泌したものを分解する働きなどがあり、
両者がバランスよく

多種多様な微生物が生息することで保たれていたバランスが崩れ

青枯病、
半身萎凋病

ウスイエンドウ 立枯病

マメ科

土壌中には、
善玉、
悪玉ともに、
多種多様な微生物が生息してい

けると、
土壌中には特定の微生物のみがはびこることとなり、
本来

トマト

ジャガイモ

家中毒を起こす物質が含まれていることにも原因があります。

ぼ決まっています。そのために、
同種の作物を同じ場所で栽培し続

連作障害

ピーマン

ウスイエンドウやサトイモなどです。これらは根からの分泌物に自

また、
植物の種類に応じて、
それぞれの作物を好む微生物群はほ

種類

野菜の種類

1年休閑

ホウレンソウ・カブ・インゲンなど

2年休閑

ニラ・レタス・ハクサイ・キュウリなど

3～4年休閑

ナス・トマト・ピーマン・メロン・ソラマメ・サ
トイモ・ゴボウなど

4～5年休閑

ウスイエンドウ・スイカなど

全体運

年越しに向けての準備を最優先。
きれいになっていく窓やキッチンが運を呼び寄せます。
週末はごちそうメニューに

健康運

隙間時間にできる簡単ストレッチが◎

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。本
フェアは今回より事前登録制とさせて頂きますので、就農支援センター
HPより所定の様式をダウンロード頂き、下記までお申込みください。

同時
開催

新規就農セミナー
事前
登録制

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、本フェ
アを中止する可能性があります。

12月13日（日）10：00～15：00

令和2年

新規就農セミナーは11：00～12：00、13：00～14：00
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）

新規就農セミナーは2階 2－ A 会議室にて開催

相談受付内容

● 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

● 一部の市町担当者による各市町の支援や受入についての相談

※内容を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。

令和2年11月2日（月）～11月27日
（金）

紀北分院からの

ちょっといい話

申込期間

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

での記録を伝えることができますし、新しく処方さ

関から処方を受け、気付かず服用して重篤な副作用

れたお薬と今まで内服していたお薬の相互作用
（飲

が発生した事件をきっかけとして導入されたと言わ

み合わせ）
も教えてもらいやすくなります。さらに、

れています。 1995年に阪神・淡路大震災が発生し

御自身の体調を記載しておけば、医師や薬剤師との

た時、患者さんが普段、どのようなお薬を内服して

コミュニケーションのきっかけともなり、適切で正確

いるのか、聞き取りに時間を要することがあり、災害

な情報を入手しやすくなります。よって、
お薬手帳は

における備えの面からも認知され、急速に普及する

複数持つのではなく、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

紀北分院においても、入院、外来を問わず、受診

ても、災害時の必要性が再認識されました。お薬手

される際は必ずお薬手帳を持参されるようにお願

帳は、薬の服用履歴や、既往症、アレルギーなどの

いしております。特に、手術を受ける時は、手術前

情報が記載され、医師・歯科医師や薬剤師が、患者

に服用を中止する必要のあるお薬もありますので

さんがどの薬をどのくらいの期間使っているのかを

大切な情報源となります。薬局でお薬を受け取ら

確認するために使用したり、複数の医療機関に通う

れた際には必ず記載またはシールを貼付してもら

患者さんの薬の飲み合わせの管理にも用いられた

いましょう。最近では、スマートフォン等のアプリと

りしています。もちろん、患者さん自身が自分の飲

して電子お薬手帳も普及してき

んでいるお薬が何であるか把握することもできま

ております。

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

紀北分院

示するだけで、
自分の飲んでいるお薬の名前や今ま

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）

12月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

好調運。
思い切りの良さが運を開きます。
チャレンジしてみましょう。
買い物は後半にツキ。
下調べをしっかり

健康運

話題の健康法を試してみて。
テレビを参考に

Triangle 2020.12
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廃棄農薬・空容器及び
廃棄ビニール等回収予告について
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
下記の時期に行いますので、
ご準備ください。尚、
廃棄農薬についても同時期に実施します。

1月中頃

回収時期 令和3年

詳しくは次号トライアングルの折込チラシをご欄ください。

が
ド
ー
カ
ズ
ー
バ
メン
ポイントカ
A

らぎ

かつ
コープ

く
し
新 た!!

らぎ
A コープかつ ドとは !!
ー
カ
ズ
メンバー

電子マネー機能付
き

ード

し
ま
り
な

お買い物に応じてポイントが貯
まるお得なポイントカードです。
電子マネー機能を使えば、お会
計もスムーズでラクラク。

スタート
!!

ビスも
ポイントサー
になれます !!
併せてご利用
お買い上げ 200 円（税抜）毎に
1 ポイント進呈。
500 ポイントで
Ａコープ 500 円
商品券 1 枚進呈。

入会金
・
年会費無料
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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

あれもこれもやらなければと気持ちがはやりがち。
「やらない」選択肢も大切です。
掃除はプロの技を参考に

健康運

睡眠時間をしっかり確保。
規則正しい生活を

法律相談会
12月18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
・27日
（日）
12月6日（日）・13日（日）・20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

JAの概況（2020年9月末現在）
6,372万円
6,622万円
5,647万円
9,007万円
1,048万円
6,194万円
6,176万円

理事会だより
第232回理事会を10月26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。

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）

① はたきやモップで取り除きます
③ ○○○ボクシングはムエタイを参考にして
作られました
⑥ アルファベットの3番目
⑦ 素材の色が生きるように、○○○○しょう
ゆを使ってお煮しめを作った
⑧ 時刻を知りたいときに見ます
⑩ 伊勢、車、牡丹
（ボタン）
から連想される魚
介類といえば
⑫ 三十一文字
（みそひともじ）
とも呼ばれます
⑭ 大きな石のこと
⑯ 茶室に敷かれている物
⑱ 初心者を表す片仮名言葉
⑳ ○○に交われば赤くなる
 神社を示す地図記号はこの形
 カメラや双眼鏡にはめられています

横

第 1 号議案 第2四半期末仮決算結果について
第 2 号議案 固定資産の除却について
第 3 号議案 和歌山県農業信用基金協会保証型JAローン融資要項の制定お
よび改正と協同住宅ローン㈱保証型JAローン融資要綱の改正
について
第 4 号議案 JA農業経営維持継続資金融資要項の制定について
第 5 号議案 大口貸付について
第 6 号議案 大口金融商品取扱い対応ならびに職制規程の改正について
第 7 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。

縦

貯金… ……………………………… 2,139億
貸出金… ……………………………… 193億
出資金… ……………………………… 47億
購買品供給高… ………………………… 7億
販売品販売高… ………… （販売課） 5億
… ………………………… （直販課）
長期共済保有契約高… …………… 4,606億

① クリスマスツリーのてっぺんに飾ります
② 冬に着る厚手の上着
③ 魚偏に喜と書く魚
④ 受験生はこの前に座っていることが多そう
⑤ ○○○○がカサカサ。
リップクリームを塗らなくちゃ
⑦ 夏がサマーなら冬は
⑨ 1億は9○○の数字です
⑪ 松任谷由実のヒット曲『○○○○がサンタクロース』
⑬ 凝りやすい体の部位
⑮ ダイコンを○○○にしておでんに入れた
⑰ カタカタと布を縫う機械
⑲外
（がい）
の反対語
 冬至の日に浴槽に浮かべます

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

ワイングラス
応募総数は35通でした。

全体運

交友関係が活発化。
予定がたくさん入って、
うれしい悲鳴が聞こえてきそう。
買い物はリストを作って計画的に

健康運

楽しみながらできるスポーツがお勧め

Triangle 2020.12
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10年間のサラリーマンの仕事
を経て、高齢になる父の農業を引
き継いだ林さん。夏は桃を中心に
梅と、秋は柿を中心に柑橘類とを
栽培し、家族や親戚の協力のもと
お客様に愛される商品作りを目指
して日々取り組んでいます。果樹
栽培は年間を通じて絶え間なく作業が続くうえ、その時々の自然環境に
も対応しなければならず、
毎日大変で必死に汗を流している林さんですが、

出荷者通信

「今年は台風の影響が弱く良かった」
と安堵の表情も見せてくれました。
商品の出荷時には品種名や等級を入れたラベルをケースに貼って、購入

Consignor Communication

者が一目見てわかりやすい工夫を考えています。そうして、店頭に多数陳
列されている商品の中から自分たちが作った商品を購入して食し、
お客様
から
「美味しかった!」
と言っていただけることが、何より嬉しく励みになって
います。また、林さんは桃の観光農園を行っており、毎年国内外から多く

かつらぎ町平沼田

林

物
出荷

信次さん

●柿

の方が訪れるそうです。今年はコロナ禍の影響がありましたが、
“もう一度
チャンスを”
と来年に向けて意気込んでいます。
林さんは、
「ここまできたのも家族や親戚のほか、農家さんからのアドバ

●桃

イスやJA営農指導員の方々のおかげ。感謝の気持ちを第一に、安心・安全
な商品を皆様に届けたい。」
と話してくれました。

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
●今年の夏はすごく暑かったせいか、

●クロスワードは脳活です。いつも楽し

畑で昼食時にワインではなくビールを

みにしています。時間内で出来るよう

飲んでウマ～イ!! 日頃は飲みたいとは

に5分とまず決めています。

思わないのに…。主人も1缶先に2～3
口飲め! とすすめてくれるので、
つい味
を覚えてしましました。
（かつらぎ町・Kさん）

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。

釜谷
弘さん
（橋本市）
谷岡三差子さん
（かつらぎ町）
中本由紀代さん
（橋本市）
松本 公明さん
（かつらぎ町）
吉田サヨ子さん
（橋本市）

（橋本市・Uさん）
●退職して早や5年。週2回の和歌山へ
のドライブを楽しんでいます。やっちょ

先月号の
当選者

ん広場や道の駅で新鮮な野菜を購入

●平核柿を毎日おいしく食べていま

することが一番のお気に入り! 和歌山

す。昔より硬く日持ちがするので知人

大好き!! です。

に送って喜んでもらっています。

（奈良県橿原市・Hさん）

（高野町・Hさん）
●クロスワードクイズが大好きです。頭

お便りの宛先

抽選で
5名様に

編集後記 _editorial note_
今年の秋は、いつも以上に
「柿」
を美味しくいただく
機会が多かったように思います。刀根早生柿、平核
無柿、紀の川柿など、管内の柿は甘くて食べやすく、
柿が苦手な私ですが、進んで口にしている自分にも

の体操にちょうど良くて、文字が埋まる

驚きです。まだまだたくさんの柿たちがお家で待っ

とほっとした気分になります。気持ちの

ていますので、ダメになる前に頑張って食べきりた

良い季節になって、一日も早く安心し

いと思います!
そして11月に入り、
これからは富有柿の出荷が本格

て生活できる日を待つばかりですね!!

的に始まり、
ミカンも美味しくなる季節ですよね。最

（橋本市・Oさん）

近、我が家にはコタツが新しく加わりましたので、今
年の冬は柿とミカンをテーブルに並べ、温かいコタ

11 30

締切は
月
日
（月）
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。

ツに入りながら、快適な冬を過ごせたらなと計画中
です
（笑）

※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

昔話に花が咲くのは吉兆です。
歴史の本を読むのもお勧め。
新年への準備は早めにスタート。
買い物は品質重視で

健康運

疲れは明日に残さないよう、
小まめにケアを

取材先で

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2020
THE FINAL」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14,605ポイント、
ご
当地ランキング過去最高を更新！ 27位で
した。
今年はコロナ感染拡大の影響により、各
地のイベント中止が続いておりますが、で
きる範囲の中で PR 活動を頑張っていき
ます！
これからも
『かきたん』の応援をよろしくお
願いします！

14,605pt

に
楽 しみ
活躍を
ね！
していて

と甘柿『紀州てまり』
『かきたん』

大きなサツマイモが掘れたよ～♪

■材料
（4人分）

食菜館の
この逸品

和風煮込みハンバーグ

■作り方
⑴ 玉ねぎをみじん切りにし、合挽ミンチを合
わせて粘りが出るまでしっかり混ぜる。
⑵ 粘りが出てきたら、卵、片栗粉、塩こしょうを
入れてさらに混ぜる。
⑶ しいたけ、
しめじ、えのき、人参を食べやす
い大きさに切っておく。煮込み用出汁を合
わせておく。
⑷ ハンバーグのたねを丸め、
フライパンで両

ん広場NE W S
やっちょ

面をしっかり焼き、煮込み用出汁を入れて
5分程煮込む。
⑸ さらに切っておいたきのこ類を入れて5分
程煮込む。
⑹ ハンバーグを取り出し、残った煮汁と具材
にとろみつけ用の水溶き片栗粉を入れて、
1分程煮てとろみをつける。
⑺ ハンバーグを皿に盛り付け、⑹をかけて完
成。

合挽ミンチ......................... 600g
玉ねぎ..............................1／2個
卵............................................ 1個
片栗粉............................. 大さじ1
塩こしょう..............................適量
しいたけ......................... 4枚程度
しめじ..................................... 1株
えのき.................................... 1株
人参..................................1／2個
【煮込み用出汁】

水.......................................400㏄
濃口醤油......................... 大さじ2
みりん.............................. 大さじ2
オイスターソース........... 大さじ1
ほんだし.......................... 大さじ1

【とろみつけ用】

片栗粉............................. 大さじ1
水..................................... 大さじ2

12月のオススメ
「白餅」
やっちょん広場では12月中旬から年末にかけて、正月
用の白餅や鏡餅の出荷が多くなってきます。飾りつけを
終えた餅は、雑煮やぜんざい、鍋物といった定番料理のほ
か、揚げ餅、餅ピザ、餅グラタン等のアレンジ料理にもお
すすめです。その他正月の飾りつけ商品も豊富に取り揃
えておりますので、ぜひやっちょん広場へお越しください。

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4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

パワフルに動ける月です。
目標をはっきりさせると充実度がアップ。
手持ちの品のリメークやリサイクルにもツキ

健康運

筋トレなど、
ちょっとハードな運動が◎

Triangle 2020.12

15

かつらぎ町広口

栗山

こはる

心陽ちゃん（8ヶ月）

お父さん…卓さん

お母さん…泰子さん

パ

パもメロメロ! 生後8ヶ月のかわいい心陽ちゃんです。お気

に入りはテレビのリモコンで、お家で遊んでいる時は手放さ

ずお口でカミカミ。音の出るおもちゃでもよく遊んでいます。日課
はベビーカーに乗って近所のお散歩。畑で作業をしている人たち
みんなが声をかけてくれて、心陽ちゃんもとてもご機嫌です。最近
は寝返りができるようになり、心陽ちゃんも思わずどや顔! 次はハ

イハイができるようになる時をママとパパは楽しみにしています。
お菓子作りが好きなママは、一緒にキッチンに立ってお菓子作
りをすることが将来の夢です。今は抱っこが一番! 心陽ちゃんも安
心して落ち着いてくれます。パパにとって心陽ちゃんは毎日の癒
し。かわいい笑顔を見て仕事疲れも吹っ飛びますね。またパパの

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

大きな身振り手振りでの遊びをとても喜んでくれるそうです。
これからも日々色んな成長を見せてくれる心陽ちゃんと、幸せ
いっぱい楽しい毎日を送ってくださいね。

石窯と囲炉裏とオープンカフェ
き

ま

ぐ

れ

「木間暮」
～木の温もりと自然を感じながら、
「和」
と
「洋」
を楽しむ～
来る時は
“不安”
ですがお食事後は
“ファン”
にをコンセ
プトに、橋本市内を見下ろす標高約300mの場所にある
「木間暮」
。お店の窓から見える、
「木の間に日が暮れる」
光景が店名の由来となっています。囲炉裏がある和風テ

12月

イストのお部屋に、外は洋風テーブル席。ご夫婦と息子
さんの3人で経営しており、
自慢の本格石窯で焼くクリス
ピーピザを求めて、
国内外からお客様が訪れます。
月替わりの肉料理が人気のおまかせコース他、
ピザラ
ンチやデザートセット等もあります。

─所在地─
場所 橋本市西畑489-1
営業時間 11：00～15：00
定休日 木曜日

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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