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嶽部 美咲 さん（20）
■ 橋本市さつき台

Q

現在は何をしていますか?

Q

今いちばんしたいことは?

Q

趣味は何ですか?

Q

行ってみたい場所は?

Q

休みの日は何をしていますか?

Q

将来の夢・目標は?

Q

好きなものは?

カラオケ、
ジャニーズを見ることです。
外国語学部で英語を学んでいます。 ドライブ、

旅行。

ウズベキスタン。

YouTube、
DVD鑑賞をしています。

日本のアーティストを海外に広めること!

小説：海の底（有川 浩）
アーティスト：嵐、
King&Prince、
SixTONES
スポーツ：バドミントン

嶽部 美咲さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：丹生都比売神社

New Years greetings 2021

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。組合員及び、地

代表理事組合長

域の皆様には、心新たに新しい年を迎えられたことと存じます。

宮崎 卓郎

平素は、多様化しつつある社会情勢の中にあって、JA
の運営・事業活動に多大なるご理解とご支援をいただい

のワクチンが開発されつつありますが、令和3年も人々の

ておりますこと、改めて厚く御礼申し上げます。

活動に規制がかかりそうであります。早期のコロナ封じ込

昨年は、自然災害や気候変動の影響も少なく、果樹栽

めと経済活動の回復を祈願いたします。

培においては平穏な年でありましたが、米作では、トビイロ

最後に、皆様は令和2年9月の奈良県立医科大学の発

ウンカの被害が発生し一等米の比率が低下しました。
当 JA の主要品目であります「柿」の販売結果は良好

表を覚えておられますか。柿タンニン、いわゆる「柿渋」

でありました。たねなし柿の販売金額は約40億円と前年よ

が新型コロナウイルスの感染力をなくすことが実験で証明

り5億円の増加、キログラム単価は290円と前年より50円高

されたという内容でありました。このニュースを受け、我々

の実績となりました。

も摘果柿等を使った実験を行うべく、県内の企業と協力し
進める体制を構築します。

春先からのコロナ禍で、日本はもとより世界中の人々が
命の危機にさらされ、外出規制による経済活動の停滞が

新しい年が農業・農協にとって安定した1年となるよう願

発生し、東京オリンピックの一年延期をはじめ、多くの大
会やイベントが中止・延期となりました。当 JAにおいても、

うとともに、組合員の皆様にとりまして幸多き年となることを

総代会・JAまつり等多くの行事について人員制限あるい

祈念申し上げ、年始の挨拶といたします。
令和3年

は中止とさせていただきました。現在、新型コロナ対策用

元旦
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1月 日

1月 日

1月 日

1月 日

1月 日

金

土

日

月

火

水

通常営業

休

通常営業

資材センター
( 橋本・かつらぎ )

通常営業 8：30～17：00

休

通常営業

農機センター
( 橋本・かつらぎ )

通常営業 8：30～17：00

休

通常営業

ガソリンスタンド
ＡＴＭ
（自動集中機）
ＡＴＭ
（手動）
Ａコープ
かつらぎ店
やっちょん広場

休

通常営業

通常稼働 8：00～21：00
通常稼働

休止
通常営業 9：00～20：00

通常稼働

休止
営業9:00
～19:00

通常稼働
休

通常営業 9:00～17:00

セレモニーホール
紀の川
デイサービスセンター
えびす・えびすかつらぎ

営業9:00
～17:00

通常営業 8：00～19：00
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1月 日

休

通常営業
通常営業

24時間 無休受付
☎0736-42-5588
通常営業 8：30～17：00

休

通常営業

◆休日交通事故受付は、
ＪＡ共済事故受付センター ☎０１２０－２５８－９３１
（フリーダイヤル）へ。
◆セレモニーホール紀の川の年始は、2日通夜のみ可能で3日より通常営業
（かつらぎ斎場の利用の場合は3日通夜のみ可能で、4日より通常営業）。
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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10月

准組合員

意見交換会開催

─ No.20 ─

10月23日に本店3階役員会議室で開催されたJA役職員と准組合員との意見交換会でのご意見を抜粋し、Q&Aの形で
ご報告いたします。
意見交換会に出席した11人の准組合員は、各支店における准組合員の中から選ばれた運営委員です。

Q
准組合員

農業の担い手育成をされているとのことですが、農業未経験者でも大丈夫でしょうか。
農業の担い手の育成についてですが、農業塾
（担い手塾）
を開講しておりますので、
1年間そこで基本を学んでいただくことができます。私も農業塾の2期生として勉
強し、本業に入りましたので十分対応できると思います。

Q
准組合員

A
役員

旧伏原支所が閉まっていますが、交通の便が良いので利用することはできないでしょうか。
旧伏原支所ですが、
当JA には様々な施設があり空いているところを稼働していか
なければなりません。地域の方には大変申し訳ございませんが、現在利用を検討
している段階です。

A
役員

農協は農家の人の組織だと思われがちですが、准組合員のご利用が非常に多いです。
可能な限り准組合員の意見も吸い上げ、
より良い農協になっていこうということで、
今回の意見交換会を開催いたしました。

4
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1 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

良好運。
交友関係が広がりを見せています。
楽しい情報をキャッチできるのでお出掛けを。
金運は回復の兆し

健康運

友人とのおしゃべりでストレスを解消

グッズ 特 集
NEW

880円

税込

かきたんなりきりキャップ

うしろには
かきたんの
名前入り！

かきたんトートバッグ 小

1個 600円

税込

縦15㎝×横29.5㎝ マチ9㎝

かきたんトートバッグ 大

※トートバッグの写真は見本です。
現在トートバッグの絵柄は変更しております。

1個 800円

かきたんエコバッグ

1 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

かきたんメモ帳

1個 150円

税込

330円

税込

縦36㎝×横35㎝ マチ11㎝

税込

縦31㎝×横35㎝ マチ9.5㎝

※トートバッグの写真は見本
です。現在トートバッグの
絵柄は変更しております。

JA 紀北かわかみ本店・総務課
にてお買い求めください！
エコバッグとメモ帳は
「やっちょん広場」でも販売中！

全体運

下旬から運勢が上昇。
無理を通したいなら時間をかけて説得を。
ゴリ押ししない態度が幸運を引き寄せます

健康運

手や足のつぼを押して血行を促進

Triangle 2021.1
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【営農課】食農教育活動

こどもたちが渋抜き体験

28

10/

↑渋抜き体験の様子。

営農指導員が講師のもと、京都市立宕陰小中学校児童生徒が、柿の渋抜き体験をしました。授業で和歌山の
果樹農業、柿の品種や栄養、収穫までの管理作業や出荷について説明した後、へたをアルコールにつけて渋
抜き体験を行いました。また、平核無柿や甘柿を試食し、児童生徒からは
「今まで食べた柿で一番美味しい」
と

喜びの声が聞けました。
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。

【総務部】全職員研修会

全職員へ
「SDG’
s」
理解促進

28.29

10/

11/

4

本店4階大ホールで当JA職員を対象とした研修会を開
催しました。例年、県下で人権啓発を推進する11月に
合わせ人権研修会を行っており、今回はJAグループ和

歌山が取り組む
「SDG’
s」
の話題を盛り込み全職員への理解促進を図りました。
「SDG’
s」
とは、私たちそしてその先の世代が豊かに安心して生きていくため
に国連が定めた、2030年に世界全体で達成すべき17の目標のことです。

↑全職員研修会の様子。

【生活課】
ボランティアグループあじさい

年金友の会員に花一鉢をプレゼント
11/

9

女性会ボランティアグループあじさいは、かつらぎ町管内の85歳
以上の年金友の会員のお宅を訪問し、花一鉢をプレゼントする活
動を定期的に行っており、今回かつらぎ町佐野地区の6名に花一鉢

をお届けしました。お花を手渡すととても喜んでいただき、笑顔で楽しく近況等
をお話してくれました。訪問した方々には好きな事や趣味があり、元気の秘訣に
なっているのかもしれませんね。

↑お花をお届けし、大変喜んでいただきました。

【生活課】女性大学
「ウォーキング教室」

若さの秘訣は姿勢から!
11/

11

宝塚歌劇団の男役出身、現在はフラダンス講師として各地で活躍
されるフレッシュミズ会員の廣田亜樹子さん指導のもと、ウォーキ
ング教室を本店別館2階で開催しました。ソーシャルディスタンス

を保ちつつ、優しい音楽とアップテンポな音楽に合わせながら3段階のストレッ
チで身体を入念に伸ばした後、
ウォーキングレッスンに入りました。音楽に合わ
せて歩き、歩く人を拍手で迎えたり笑いあったりしながら参加者同士の交流を

↑ウォーキング教室の様子。

6
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広げる時間ともなり、楽しくレッスンを終えることが出来ました。

1 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

非常に勢いのある運気。
活躍の場を広げていく好機です。
金運も好調で資金面の問題もクリア。
相談は年配の方に

健康運

楽しみながらできるスポーツで体力アップ

【九度山支店】総合的学習の時間『真田タイム』

地域特産品を知って、見て、学ぶ

13

11/

九度山小学校の3年生21人は、同町の中谷裕一さんの柿園地で地域特産
品である柿の学習会と収穫を体験しました。総合的な学習の時間を戦国武
将・真田幸村に関連付けて『真田タイム』
と名付け、地元の特産品
「富有柿」

について学びました。児童らは柿の成育状況や品種の違い、摘蕾、摘果、剪定作業の必
要性などを学んだ後、園地に入って収穫体験を行い、一番赤くて大きな柿を収穫しよう
と楽しそうに園地を駆け回っていました。この柿の学習は、柿生産者・中谷裕一さんと
JA営農課が連携し、食農教育の一環として毎年実施しています。

↑旬の富有柿を収穫する児童。

【経済部】高野山総本山金剛峯寺に新米奉納

厳選されたキヌヒカリ
「天野米」

18

11/

経済部は、高野山総本金剛峯寺に御用達米
「天野米」
の新米90㎏を奉納し
ました。金剛峯寺持仏前大広間で行われた奉納式では、宮崎組合長が目録
を読み上げ、高野山真言宗添田隆昭宗務総長に手渡しました。
「天野米」
は

天野地区のみで生産され、良質な紀伊高野山系の清水で栽培されています。今年は収
穫前に発生した病害虫
「トビイロウンカ」
による被害があったものの、生産者の苦労と努
力によって順調に成育し、食味検査に合格した良品質の美味しい
「天野米」
を届けること

↑金剛峯寺持仏前大広間で目録を読み上げる宮崎組合長。

ができました。

【生活課】女性会日帰り旅行

紀伊勝浦へフレンチランチの旅

18

11/

女性会員46人と添乗員として宮本専務、山本生活課長の計48人が、紀
伊勝浦方面への日帰り旅行を満喫しました。まず那智の滝を見学し、お昼
は
「花いろどりの宿 花游」
で日頃味わえないフレンチコースのランチを楽

しみました。そして
「とれとれ市場南紀白浜」
で買い物をし、帰りのバスの中ではビンゴ
ゲームをして皆で盛り上がりました。上位5名には賞品を、
ビンゴにならなかった人にも
参加賞が贈られ、思い出に残る楽しい1日となりました。

↑那智の滝で記念撮影!

【やっちょん広場】
やっちょん広場へ社会科見学

地域農産物や働く人について学んだよ!

18

11/

橋本市立西部小学校３年生の児童たちが、社会科見学の一環としてやっ
ちょん広場を訪れました。児童たちは店内を３０分程自由に見学した後、大
西店長よりやっちょん広場の概要、出荷農産物についての説明を受けまし

た。児童らからは、
「やっちょん」
とはどんな意味なのか、店内には毎日何種類の商品が
並んでいるのか、一日にどれぐらいのお客様が来店するのかなどの質問が元気よく挙
↑やっちょん広場の大西店長から説明を受ける児童たち。

がり、それらの質問に対して大西店長が回答した内容を、児童らは一人ひとりしっかりと
メモを取っていました。

【橋本西部支店】橋本西部支店へまちたんけん

JAのお仕事のこと、たくさん勉強できたかな?

30

11/

橋本市立西部小学校2年生の児童たちが、橋本西部支店に社会見学に訪
れました。これは西部小学校2年生の生活科学習
（まちたんけん）
の一環と
して行われ、地域のことについて学習する機会となっています。児童からは、

支店にはどんな機械が置いてあるのか、仕事ではどんな時が嬉しいのか、また地域農
業についてなどの質問も挙がり、
メモを取りながらとても意欲的に発言してくれました。
↑橋本西部支店の中西支店長から説明を受ける児童たち。

1 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

お正月休みや旅行はゆったりプランで。
英気を養えば気持ちに余裕が生まれます。
趣味の集まりに顔を出して

健康運

体調不良を感じたら早めに病院を受診して

Triangle 2021.1
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1 月の農作業
落葉果樹

作業性の良い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！

3.生育・樹形を乱す枝の整理
・間引き剪定を主体とし、内向枝や平行枝を剪除します。特に車枝、同
年枝は整理をしましょう。

本年度は、梅雨が長引き極早生・富有柿で生理落果が多発しま

・伸びすぎた徒長枝は樹冠内部を日陰にしたり、養分を多く吸い上げ
樹形を乱す要因になるので剪除しましょう。

した。また、8～9月の高温の影響で着色が遅れ、収穫期の降雨に
より刀根早生で黒変果が多発しました。

4.側枝の更新

生理落果・着色遅れ・黒変果は、密植園での発生が目立ちます。
今年発生の多かった園地では、もう一度園地を見直し、枝が混み

・側枝が古くなると、結果層が遠ざかり樹勢の低下や果実肥大に悪影
響を及ぼします。また、主枝・亜主枝から充実した結果母枝や新梢も

合っているところがあれば、間伐や縮伐を行い、通風採光を良くす
るようにしてください。

出にくくなるため、
3～4年で新しい側枝に更新しましょう。
・側枝の配置は、
主枝・亜主枝の先端は小さく、
基部は大きい側枝を配置
します。枝の先端から見て二等

混植園・隣接園では対策を
他品目との混植園や隣接園では、農薬飛散（ドリフト）の問題が生じ
る事があります。付着した作物にその農薬の登録が無い場合は無登録

二等辺三角形をイメージする

辺三角形になるように配置しま 重なる枝や強勢な側枝は
除去する
しょう。
・側枝はく皮を実施した枝は折れ
やすく、翌年は高品質な果実が

農薬として検出される場合がありますので、事故を避けるためにも園

生産出来ないため、必ず剪除し

地を単一品目に改植したり、隣接園との間に2.5m以上の緩衝地帯を

ここで切る

ましょう。切り忘れ防止も兼ねて

設ける等の対策を実施しましょう。

最初に剪除しましょう。

柿の剪定

剪定前

剪定後

◎剪定の目的
①安定生産のため、適正な樹勢維持と樹冠の拡大。
②園内の日照改善と高品質な果実を生産するための充実した結果
母枝の確保。
③管理作業効率化のための樹づくり。

二等辺三角形にな
るように枝を配置
する

1.間伐・縮伐
剪定を行う前に園地を見渡し、枝同士が重なっている箇所や姿勢を
低くしなければ通ることができない箇所がないか確認しましょう。また

◇幼木園では…
幼木の枝がその後の骨格となるので、慎重に選び育てる事が必要で

混み合った園地では、果実運搬時の打ち傷みも多くなるので、間伐や
縮伐を行い、作業性の良い園地づくりに努めましょう。

す。定植1～2年目の新梢は伸びが悪い場合がありますが、切返し剪定
で生育を促し、定植3年目から新梢が十分伸長したら、主枝候補5～6
本を決めて誘引を行いましょう。
その後、生育に応じて主枝数を制限し、最終的に3～4本にします。
それに応じて亜主枝も制限しましょう。主枝や亜主枝に関しては強い枝

枝と枝の間隔は1m以上あける

2.樹の骨格作りのポイント

に育てたいので、ある程度木が大きくなるまで先端は切り返し剪定を
行ってください。

・主枝数の多い樹（特に若木）は、何年かに分けて徐々に数を減らし、

柑橘

最終的に3～4本にしましょう。
・主枝・亜主枝の配置や勢力のバランスを考慮し、主枝→亜主枝→側
枝の順に適正な勢力差をつけましょう。

はるみ・不知火の収穫

・高い樹は徐々に切り下げ、地上からの管理作業が2／3以上出来る

はるみ・不知火の寒害対策を行っていない園地では、被害を受ける

ような低樹高に仕立てましょう。
ただし、鳥獣害被害園や晩霜常襲園では、樹高が低いと被害に遭い

Triangle 2021.1

1 月の星占い
HOROSCOPE

前に収穫し、貯蔵を行いましょう。気象条件を見極めて、寒害の受けや
すい園地から順に収穫作業を行ってください。また、収穫時には2度切

やすくなるので、園地に応じて仕立てましょう。
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来年度に向けて樹づくりを始めましょう

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

順調に見えていたことがひっくり返る危険が。
大丈夫と思っても最後まで気を抜かないように。
約束は時間厳守で

健康運

ラジオ体操など全身を動かす運動が◎

1月の天気

令和2年11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、平年並または低い
確率ともに40％です。

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

りを行い、運搬や選果の際にも丁寧に取扱い、果皮への傷を最小限に

根の伸長を活発化させましょう。また、土壌pHが低い園地では石灰質

抑えましょう。袋かけなど寒害対策を行った場合は、はるみは1月中下

資材を施用し、柑橘栽培に適しているph5.5～6.5まで調整してくだ

旬、
不知火は2月中旬～3月上旬の成熟期に収穫してください。

さい。表年、裏年樹関係なく土壌改良資材を投入して地下部の環境を
適正にしましょう。

はるみ・不知火の予措・貯蔵

施肥例（10a当り）
品目

収穫した果実は、貯蔵性を高めるために予措（よそ）
を行いましょう。
予措とは、果実を倉庫など直射日光の当たらない風通しの良い場所に
置き、果皮を乾燥させて貯蔵中の品質劣化を防ぐ作業です。はるみ・不
知火の予措の期間は約1～2週間行い、果実重量が3～5％減量する
程度を目安としてください。
果実貯蔵は内側に新聞紙を入れたコンテナを使用し、果実は7～8

みかん
八朔
ネーブル
不知火
はるみ

施肥時期

肥料名

1月～2月

施肥例（10a当り）

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㎏

分目まで入れます。床がコンクリートの場所は、
コンテナと床の間に板
をはさみ、
コンテナを直接床に置かないようにしましょう。倉庫内が乾

越冬害虫防除

燥する場合は、
バケツなどに水を張り、湿度を90％程度に保ちましょう。

先月号に記載した通り、近年は秋に乾燥が続き気温が高い年が多い

土づくり

ため、
ハダニ類など越冬害虫の発生が多くなってきています。ハダニ類

土づくりは細根量、葉量を増加し、高品質果実生産や隔年結果防止、

は生育期後半に多発すると越冬密度が高くなり、翌年の発生が多くな

樹勢回復維持強化のために重要な作業です。土壌分析結果などを参

る可能性があるため、12月下旬～1月上旬の間に機械油乳剤95（冬

考に、完熟堆肥などの有機物を施用し、土壌の通気性や保水力を高め、

マシン）
で越冬害虫防除を徹底しましょう。

令和3年（2021年）防除暦
平核無柿
●6月中下旬 コルト顆粒水和剤3,000倍
を2,000倍に変更（カイガラムシ類対策）
特殊防除
●4月上中旬 オリオン水和剤40 1,000
倍を追加（展葉初期のケムシ類対策）

主な変更点

ビダニ対策）
●収穫前備考欄 ベフラン液剤25
2,000倍を追加（果実腐敗病対策）
特殊防除
●10月中旬以降 コロマイト水和剤を追加
（収穫前備考欄から特殊防除欄への変更）

中晩柑施肥

富有柿
●9月下旬～10月上旬 スタークル顆粒水
溶剤をキックオフ顆粒水和剤2,000倍に
変更（ハマキムシ類とカメムシ類同時防
除薬剤に変更）

桃
特殊防除
●6月下旬～8月上旬 モスピラン顆粒水溶
剤 2,000倍、備考欄にアクタラ顆粒水
溶剤 2,000倍を追加（クビアカツヤカミ
キリ成虫対策）

みかん・中晩柑共通
●8月中旬 ダニコングフロアブルをメビウ
スフロアブル2,000倍に変更（ミカンサ

1 月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

八朔 施肥 3月上旬と9月上旬 有機ユー
トップ668 120㎏を追加
（省力タイプを追加）

うめ
●3月下旬 備考欄 ウララ DF 4,000
倍を追加（アブラムシ類対策）
特殊防除
●6月下旬～8月上旬モスピラン顆粒水溶剤
2,000倍を追加（クビアカツヤカミキリ
成虫対策）

すもも
4月上中旬 ロブラール水和剤をベルクート
水和剤2,000倍に変更（コスト低減）
特殊防除

●6月下旬～8月上旬モスピラン顆粒水溶剤
2,000倍を追加（クビアカツヤカミキリ
成虫対策）

桃・うめ・すもも
●基幹防除欄外にロビンフッドを追加（クビ
アカツヤカミキリ幼虫対策）

水稲
●田植え前日～当日 ビルダーフェルテラ
チェス粒剤をスクラム箱粒剤に変更（製
造停止とウンカ類及び紋枯れ病対策）
●田植え前日～当日 備考欄 Dr.オリゼプ
リンス粒剤を削除（製造停止）
補完防除
● 発 生 時 ウンカ類 エミリアフロアブル
1,000倍を追加（ウンカ類対策）
●発生時 ウンカ類 備考欄 スタークル粒剤
及びスタークル豆つぶを追加
（ウンカ類対策）
●7月上旬 いもち病 オリゼメート粒剤をコ
ラトップ粒剤5に変更（製造停止）
●施肥 一般タイプ 元肥 米一番を燐加
安44号に変更（製造中止）

全体運

困難な状況を打開して大躍進の予感です。
あなたの本気が周囲の協力につながります。
説明は丁寧に、
連絡は密に

健康運

おせちや郷土料理など伝統食にツキあり

Triangle 2021.1
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野菜の
楽園
102

Vol.

■肥料の基礎知識

肥料の基礎知識
肥料は、野菜を栽培する際、栄養源として必要なもの

○有機質肥料

です。肥料の作用性・必要性・効果の違いを理解し適正

植物や動物の死骸・排泄物などを原料とした、土壌を

施用することにより、省力化・経費削減に繋がり、美味し

痛めにくい肥料のことです。有機質肥料は緩効性を持

い作物が収穫できます。

ち、微生物に分解されながら徐々に効いていくので、肥
料やけを起こしにくいことが特徴です。さらに、多くのミ

◆植物の必須三要素

ネラル分
（微量要素）
が含まれているので、
品質向上にも

植物には通常、三大要素と言われる窒素（N）、
リン酸

役立ちます。
しかし、
低成分のため施肥量が多くなる上、

（P）、
カリウム（K）が必要になります。これらは、生育する

高価格なものが多いので、
コストがかかってしまいます。

ために大量に必要とし、欠乏すると様々な症状が出て、生

種類

育が悪くなってしまいます。
肥料成分

はたらき

症状

必須三要素

窒素
（N）

過剰：濃緑になり、花芽形成・結実・
葉肥と呼ばれます。
果実の成熟が遅くなります。
葉 や 茎 などの 生 育
欠乏：植物全体が黄色っぽくなりま
を促進し、葉の色を
す。成長が悪くなり、花芽が多
濃くします。
くなります。

リン酸
（P）

過剰：吸収されにくいため、
症状は
実肥と呼ばれます。
出にくいです。
開花や結実を促進し、欠乏：根・枝の減少による生育不良
根を伸張させます。
になります。葉に黒みがかり、
結実が遅れる場合があります。

過剰：苦土や石灰の吸収が悪くなり
根肥と呼ばれます。
カリウム
ます。
根や茎葉を丈夫にし、
（K）
欠乏：成長点や茎が黄白色化して枯
耐病性を高めます。
れる場合があります。

中量要素

植物の細胞を丈夫にし、根の発育・
果実の成熟を促進します。

マグネシウム
（Mg）

光合成に必要な葉緑素を作ります。

硫黄（S）

タンパク質やアミノ酸を作ります。

微量要素

おとめ座

8月23日〜9月22日

リン酸（P）を多く含ん いろいろな植物の元肥に利用され
だ肥料
ます。

さらに有機肥料には、
これらの原料を混ぜ合わせた以
下のような種類があります。
種類

特徴

配合肥料
原料となる油粕などを混
（野菜配合、完全配合、骨粉
ぜ合わせた肥料
配合など）
有機を含んだ原料を、化
成肥料と同様に造粒した
肥料

用途

元肥や追肥

補給しすぎると肥料やけを起こす可能性があるので、注
意が必要です。
種類

特徴を理解して使用することが大切です。

HOROSCOPE

骨粉

いので、低コストを計ることができます。ただし、一度に

肥料の分類は、効能・用途・原料と様々な形がありますが、

1 月の星占い

窒素（N）、
リン酸（P）
を 微量要素を多く含むため、果菜類や
多く含んだ肥料
葉菜類の味を良くします。

く、速効性があるのが特徴です。比較的安価なものが多

鉄（Fe）
・マンガン（Mn）
・ホウ
植物が必要とする量はそれほど多
素（B）
・亜鉛（Zn）
・モリブデン
くないものの、それぞれが重要な
（Mo）
・銅（Cu）
・塩素（Cl）
・ニッ
機能を持っています。
ケル
（Ni）

Triangle 2021.1

魚粉

化学的に合成して作られた肥料のことで、成分量が高

◆肥料の分類
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窒素（N）を多く含んだ いろいろな植物の元肥・置肥に古く
肥料
から利用されています。

○化成肥料

はたらき

カルシウム
（Ca）

用途

油粕

有機化成
（有機化成A23号など）

○その他の肥料成分
肥料成分

特徴

特徴

普通化成
（クミアイ化成2号）

三要素の合計が30％未
満の肥料

高度化成
（千代田化成）

三要素の合計が30％以
上の肥料

緩効性化成肥料
（LPコート、
IB化成など）

効果が長く続きます。

用途

追肥

元肥

全体運

運勢は大きく盛り上がり、
あなたが間に入ればトラブルも解決へ。
頼まれ事で忙しくなるのは吉兆。
旅行にツキ

健康運

音楽に合わせリズミカルに体を動かして

霊場巡り表装・額装相談会
『西国三十三ヶ所・四国八十八ヶ所から
百観音・十三仏・七福神巡りなど、
各種承ります』

１月２７日（水）ＰＭ１
：
３０〜

場所

日時

令和３年

ＪＡ紀北かわかみ 旅行センター２Ｆ特設会場

（橋本市高野口町名古曽 ９２５－１ ）

掛け軸や額の表装・額装展示相談会を開催致します。当日は修復相談も承ります。

【襖絵の修復】
【刀剣研ぎ】
お任せください！

After

熟練の職人が全て手作業で表装・修復致します！

Before

未表装の軸やシミや汚れ、破損が気になる商品がありましたら、会場までお持ち込みください。
また、衝立や屏風など大きい商品はご自宅まで無料で訪問の上、お見積させて頂きますので
お気軽にご相談ください。
●訪問・相談・見積費用は無料です。

１月15日（金）までにお申込みください。

参加される方は会場の準備の都合上、令和３年

お申込み
・
お問い合せは、

JA 紀北かわかみ 旅行センター ☎0736-42-3060まで

特別な日には、
気軽に着物を楽しみましょう。

あなたのセカンドクローゼット
まだ成人式に間に合います!
振袖一式

¥20,000（税別）
〜¥94,000（税別）

でも
どなた
けます
いただ
ご利用

お気に入りの着物がきっと見つかる!

JAの
なら
貸衣装

一式の内容
振袖・帯・長襦袢・帯〆・帯揚・帯枕・前板
腰紐（5本）
・伊達〆（2本）
・伊達えり・衿芯
貸衣装室の取り扱い衣装／留袖・振袖・訪問着・袴・喪服・モーニング・略礼服・女性用フォーマル

京奈和自動車道

着付け・和裁等の無料講習をさせていただきます（要予約）

紀北
かつらぎ
IC

専門スタッフがしっかりアドバイスさせていただきます。お気軽にお申し出ください。

JA和歌山線

至和歌山

R24

JA紀北かわかみ
かつらぎ支店

1 月の星占い
HOROSCOPE

至橋本
かつらぎ町役場●

しし座

7月23日〜8月22日

TEL0736‑22‑0550

JA紀北かわかみ
かつらぎ支店1階 貸衣装室（担当：田中）

■営業時間／9時00分〜17時00分
■定 休 日／土曜・日曜・祝日（ただし、喪服は土日祝も対応しております）

全体運

ハプニング運となっています。
一筋縄ではいきにくいので第2案、
第3案の用意を。
議論は熱くなり過ぎないで

健康運

ストレッチで体の柔軟性をキープ

Triangle 2021.1
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有効期間

特別推奨品

令和２年
令和3年
12月1日㊋〜3月31日㊌まで

手軽さの新常識

使って実感 ! 驚きの切れ味 !!

電動剪定バサミ

●人間工学に基づいて作られた柄。
ゴム素材で握りやすく、滑りにくい。
●刃先に再度熱入れし、耐久性をさら

Vine（バイン）P25nova は、革新的な機能を持つ剪定バサミです。
軽くて力強い本体に、十分な稼働時間を達成しました。
作業効率を格段に向上させる製品だからお勧めします !!

今回限りの特別セット内容

・ハサミ本体×1
・2個同時充電機×1
・専用レンチ（3本）・専用サック×1
・専用やすり×1
・取扱説明書×1
●今回限り16.8V バッテリー×3
（通常2個＋さらに1個）

プレミアムグリップピストル柄
（ゴム製）
（刃7寸
（210㎜）
＋ケース） 1本

3,150

税込価格 ¥

（中目・替刃7寸
（210㎜） 1本

1,250

税込価格 ¥

●この剪定バサミの特徴
受け台式構造で、上刃が挽き切るよう
な動きで枝を切断します。挽き切りのた
め大きな力を必要とせずに切断すること
が可能で、他の剪定バサミにはない切断

レーベ 剪定鋏
LOWE 7 1本

全長20㎝・口径22㎜・重量235g

¥69,800

◆ご利用の方は各資材センターまで
ご連絡ください。

おります。切れ味を実感ください !

キレイな切り口と軽い切れ味をご提案

参考小売価格¥87,780の品

税込
価格

め表面加工で長持ち !

丸源鋸工場 剪定用ノコギリ（中目） ●特許取得のコンビ目立を採用して

●開口25㎜
●切断径20㎜
●リチウムイオンバッテリー
16.8V（max）2.5Ah
●使用時間2〜3時間（目安）
（2,300回＠1バッテリー）
●充電時間2.5時間（目安）
●質量約920g
●トルク80Nm
● IPX4生活防水
●2個同時充電機
●切断回数・電池残量を LED 表示
●安全ガード機能付
※素手でトリガーと刃先を同時
に触ると停止する機能。絶対で
はありませんので刃先に手な
どを入れないようご注意くだ
さい。

専用 BOX 付

にアップ ! さらに刃部分のサビ止

専用ケース付

税込価格

¥6,880

面の美しさと鋭い切れ味を誇ります。

LOWE 8 1本

全長21㎝・口径25㎜・重量250g

税込価格

¥7,700

橋本資材センター ☎0736-33-2300 かつらぎ資材センター ☎0736-22-7822
橋本農機センター ☎0736-32-0030 かつらぎ農機センター ☎0736-22-0124

A コープかつらぎ

ド
が
ー
カ
ズ
ー
バ
ン
メ

電子マネー機能付
き
イント

ポ

カー
ド

新しく!!
なりました

・Aコープかつらぎメンバーズカードとは!!

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。

入会金
・
年会費無料

・ポイントサービスも併せてご利用になれます!!
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。
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1 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

周囲がにぎやかに。
たくさんのお誘いが舞い込む予感です。
交通整理は必要ですが、
できるだけお付き合いを

健康運

人と一緒に運動すると励みに。
楽しく継続

法律相談会
1月22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
1月10日（日）・17日（日）・24日（日）
1月31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10月末現在）

お詫びと訂正
12月号トライアングルで
【P2 撮影場所】が無掲載となっておりました。正しく
は下記のとおりです。お詫び申し上げます。
（正）「撮影場所：道の駅
「紀の川 万葉の里」
」

縦

貯金… …………………………… 2,152億 9,183万円
貸出金… ……………………………… 193億 6,431万円
出資金… ……………………………… 47億 7,171万円
購買品供給高… ………………………… 9億 3,562万円
販売品販売高… ……… （販売課） 20億 5,428万円
… ………………………… （直販課）
9,544万円
長期共済保有契約高… …………… 4,600億 8,162万円

① 羽根突きに使う道具
④ すずりですります
⑥ 止まらず次に進むこと
⑦ 重さを知りたいときに使います
⑧ テレビやエアコンに向けてボタンを押します
⑩ ご飯のこと。焼き○○
⑫ いんいちがいち、
いんにがに……
⑭ ○○○○付きのタイで成人を祝った
⑰ 車が動きださないようにタイヤにかませます
⑱ 同種の事例は枚挙に○○○がない
⑳ 凍った場合は氷瀑
（ばく）
と呼ばれます
 ひもの○○○○が固くてほどけないよ

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）

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

─24時間受付しております─

（0120）56-5588

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

横

毒物･劇物に該当する農薬を購入される農家の皆様へ

① 一富士二タカ三ナスビは、何に見ると縁起の良いもの?
② キャンバスの大きさを表すときに使う言葉
③ 港を表す地図記号はこの形
④ 強烈な悪臭がする液をお尻から噴射して身を守る動物
⑤ 1/100はセンチ、
1/1000は
⑦ なぜか猫が入りたがる物
⑨ 大豆や緑豆の種子を暗い所で発芽させた物
⑪ 物事をするのにちょうど良い頃合い
⑬ おせち料理に入れる煮豆
⑮ 鶴は千年、
○○は万年
⑯ ご飯のこと。
カレ○○○
⑰ ぬいぐるみに詰めます
⑲ ピーヒョロロと鳴く大きな鳥

先月号の答え
購読のお申し込みはJAへ

1 月の星占い
HOROSCOPE

ふたご座

購読料 1ヵ月 2,623円
（税込）

5月21日〜6月21日

シュンギク
応募総数は38通でした。

全体運

上昇運です。
迷ったり何か変だなと感じたりした場合は結論を急がないように。
じっくり進めた方が好結果に

健康運

考え過ぎはよくありません。
入浴で気分転換

Triangle 2021.1
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トラブル回避の基礎知識
国民生活センター相談情報部●黒澤夏子

SMSで届く
架空請求にご注意!

未納料金を求める架空請求トラブルの相談が増えています。
SMS 本文に個人情報の記載はなく、不特定多数の人にランダ
ムに送信していると考えられます。一方、相談者が購入したの
はサーバー型のプリペイド型電子マネーです。裏面に記載され

スマートフォンの SMS（電話番号を宛先にしてメッセージを

たコード番号の情報を入手すれば、誰でもインターネット上で

やりとりするサービス）を利用した架空請求トラブルが増えて

その電子マネー相当額を使用できます。使用者の情報が特定

います。

されにくいことから、詐欺業者に悪用されていると考えられます。

【事例】スマートフォンに「料金が未納だ。本日までに連絡がな

被害に遭ったら、速やかにプリペイドカード発行会社に連絡し

い場合は法的手続きに移行する」というSMS が届いた。本文

ましょう。ただし、詐欺業者はコード番号の情報を入手すると、

には大手通販サイトの業者名が書いてあった。身に覚えはなかっ

すぐに使用してしまう可能性があります。残高が残っていなけ

たが、心配になり電話をした。名前と生年月日を伝えると「昨

れば被害回復は困難です。

年あなたが加入した有料コンテンツ料29万8000円が未納だ。

実在する業者名で SMS が届

コンビニエンスストアでプリペイド型電子マネーを買って支払う

い ても、 覚 えが なければ 慌 て

ように」と言われた。指示通り購入し、カード裏面のコード番号

て 電 話 をしては い けませ ん。

を電話で伝えた。すると「別のコンテンツ料金の未納も見つかっ

万一、電話をしてしまったら、着

た」と言われ再び請求された。おかしいと思いすぐに電話を切っ

信拒否設定や迷惑メール防止対

た。どうしたら良いか。

策設定などで今後の被害を防ぐ
ようにしましょう。

実在する大手通販サイト業者、債権回収業者などをかたって

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
●ナバナ生産も今期で5年を迎えまし

●コロナ禍の中、お家時間が増えいつ

た。収穫期も間近となり、健康保持のた

もよりゆっくり拝見。クイズも楽しみな

めにも畑仕事として勤しんでいます。

がら…。お薬手帳の重要性も改めて思

（かつらぎ町・O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。

いました。
（かつらぎ町・Mさん）

●クロスワードクイズ毎日楽しく脳活
しています。秋の実りの果実である柿・

●みかんや柿が美味しい季節です。

ミカンが市場に出回ってきました。親

やっちょん広場で新鮮な果実を買って、

戚の方々に紀北地方の果実を送ろうと

コロナにも風邪にも負けない様に頑張

思っています。

りたいです。
（橋本市・Mさん）

●『かきた～ん!! 大好きです♡』今が旬、
真っ最中ですね。今度は20位以内を目

抽選で
5名様に

先月号の
当選者

浦部 祐子さん
（橋本市）
柴田 節子さん
（橋本市）
土居 久純さん
（橋本市）
西坂 麻央さん
（橋本市）
森 真由美さん
（かつらぎ町）

編集後記 _editorial note_

（九度山町・Sさん）

お便りの宛先

午後5時になると辺りは真っ暗。日中に比べ大変
寒くなり、
いよいよ冬がやってきたようです。仕事
を終え、家に帰れる! と一瞬嬉しくなるのですが、

指そう!! 応援しているよ
『かきたん』。

次は夕飯の献立に悩む毎日です。

（橋本市・Uさん）

2週間程前に、
ようやくインフルエンザの予防接
種を受けまして、これで来年は大丈夫だろうと
思っていますが、それ以上にコロナ感染症拡大
が日々増していることに恐怖を感じています。
感染症対策を個々に徹底し、
自分たちにできるこ
とを一人ひとりが取り組んでいきましょう!

12 25

締切は
月
日
（金）
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。
※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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1 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

発展的ですが、
考えがやや飛躍し過ぎる傾向が。
周りの意見にも耳を傾けて。
家族でできることにツキあり

健康運

筋トレなど本格的なトレーニングがお勧め

元気で

取材先で

家族と一日一日を大事に

や って ま 〜 す
橋本市柏原
アキフミ

ミツコ

岡本 彰文さん（80）・光子さん（79）
優しい笑顔が素敵な岡本夫婦。彰文さんは勤めていた会社を退職後、親の代から農業を
受け継ぎました。現在は光子さんと協力し支え合いながら農業を営み、まるでサザエさん一
家のように家族仲良く毎日を過ごしています。農業を始めた頃は家庭で食べる分だけでした
が、徐々に消費し切れない分が出始め、
また近くにやっちょん広場があるということが出荷す
るきっかけになりました。初めての農業で様々な苦労もありましたが、地域の農家さんに教え
ていただきながら乗り越えることができたそうです。
若い頃からスポーツマンの彰文さんは、月一回のゴルフと趣味のハイキングが楽しみの一
つ。そして畑で汗を流していることが健康に良いと話してくれました。光子さんは絵を描くこ
とが好きで絵画教室を20年、書道も得意の一つです。また太極拳の経験もあり、今でも時々
動作を行うこともあるそうです。2人とも若い頃からの積み重ねで身体はとても丈夫。その
上、光子さんは健康のためにと食材にもこだわり、毎日ヘルシー志向のメニューで食生活を
送っています。
岡本夫婦は、
「自己管理をしながら農業そして家族との時間を大切にし、次世代の若い人た
ちのためにも支え合っていかなければならない」
と語ってくれました。

旬の富有柿に…

キウイフルーツも美味しくなる季節に!

■材料
（2人分）

食菜館の
この逸品

牛切り落とし.......................600g
玉ねぎ................................1/2個
しいたけ................................. 2個
トマトの水煮......................1/2個

ビーフストロガノフ

■作り方

⑴ 玉ねぎは2㎜厚の薄切りに、
しいたけ
は5㎜厚の薄切りにする。

⑵ 牛肉は食べやすい大きさに切り、塩こ
しょうをからめておく。

⑶ フライパンでバターを強め中火で熱す

パプリカパウダー.......大さじ1/2
生クリーム.................. カップ1/2
塩こしょう..............................適量

⑷ 牛肉を焼いたフライパンに油を入れ、
玉ねぎ、
しいたけを入れて炒める。
しん

バター................................... 10g

なりしてきたらトマトの水煮、パプリカ

油...........................................適量

パウダーを加え、蓋をして2分程煮る。

⑸ その後、生クリーム、焼いた牛肉を加
え、
ひと煮立ちさせる。

る。溶けて泡立ってきたら牛肉を広げ ⑹ 煮汁がトロッとしてきたら、塩こしょう
入れ、
両面を軽く焼いて取り出す。

ん広場NE W S
やっちょ

で味を調えて完成です。

1月のオススメ
「串柿」
やっちょん広場では、お正月に向けて串柿の特産地であ
る四郷（広口・滝・東谷・平）地区の串柿が店頭に並びます。
串柿には数合わせによる家内安全、健康祈願の意味があり、
「5個串は1人1人（1個1個）が皆（3個）
しあわせに」、
「 10
個串はいつもニコニコ
（2個2個）仲むつ（中6つ）
まじく、共
に白髪の生えるまで」
という思いが込められています。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

1 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

1月の営業は5日
（火）
からです。
※1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

相手を受け入れる気持ちが運を開く鍵。
来客は笑顔でお出迎えを。
新しいことをしたいなら仲間探しから始めて

健康運

暴飲暴食は控えバランス良く食べましょう

Triangle 2021.1
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かつらぎ町笠田東
ひなか

北村

妃菜加ちゃん（5歳）

お父さん…光也さん お母さん…美永子さん

妃

菜加ちゃんは3姉妹の末っ子、
とっても明るくて元気いっぱ
いな女の子です。チャームポイントはとびきりスマイル! カメ
ラを向けても恥ずかしがらず嫌がらず、いつも満面の笑顔で返し
てくれました。遊び盛りで体を動かすことが大好きな妃菜加ちゃ
んは、お外でかくれんぼをしたり公園で遊んだり、ママも一緒に!と
元気よく駆け回っています。こども園でもたくさんのお友達と過
ごし、毎日楽しみにしています。2人のお姉ちゃんもしっかり面倒を
見てくれて、仲良く遊んでくれるそうです。最近はひらがなを覚え
始め、車での移動中などで看板を見ながら読むことができるよう
になりました。
家族では毎年旅行することが楽しみでしたが今年は中止。日常
が戻れば子どもたちと一緒にディズニーランドへ行きたいとお母
さんは話してくれました。そして妃菜加ちゃんには、
「姉妹仲良く、
人を思いやる気持ちを大事にしてほしい」
と思いをつづってくれま
した。
妃菜加ちゃんの元気スマイルでみんなを笑顔に!

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

JA紀北かわかみ女性会20周年記念

第20回 JA家の光大会・文化講演会
令和3年2月3日
（水）午後1時〜
│開催場所│ かつらぎ総合文化会館
あじさいホール
には
者の方
来場
い
うれし
♪
ントも
ゼ
レ
プ

かつらぎ町丁ノ町2454番地
（22-0303）

女性会各種教室・サークル作品の展示など

こうの

けいこ

講師・河野 景子氏

女性会会員限定の講演会となります

参加費 無料
定員 300名

河野景子氏 講演 テーマ『笑顔の魔法力』
15：30 閉会
│展示│

～コミュニケーションで若返り～

※同時に会員になられた方も対象となります。

12：00 受付開始
13：00 オープニングセレモニー

女性会教室活動発表
大正琴教室＆リズム体操教室
13：50 講演会

講演テーマ『笑顔の魔法力』

【プロフィール】
宮崎県出身
フリーアナウンサー
（応募者多数の場合は抽選 現在は、講演、イベ
の上、
当選者の方には、1月 ント司会、メディア
22日までにご連絡いたし 出演、朗読会などで
ます。
）
も活躍中

≪申込方法≫ 2020年12月30日
（水）
までにお近く
の JA 各支店または本店生活課へお
申込みしてください。
≪お問合せ≫ JA 紀北かわかみ 生活課 ☎ 0736-42-2325
※コロナ感染状況によっては、中止となる場合がございますのでご了承お願
いします。

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2021年1月号

□発行日／令和2年12月10日 □発行／JA紀北かわかみ □編集／総務部総務課

