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山本 瑞稀 さん（19）
■ かつらぎ町中飯降

Q

現在は何をしていますか?

Q

得意なことは何ですか?

ピアノを弾くことです。
大学生です。
和歌山県観光キャンペーンスタッフ
お気に入りの場所は?
を務めています。
天野、
高野山など。
和歌山が大好きです。

Q
Q

休みの日は何をしていますか？

友達と和歌山のステキなスポットを巡っています。

Q 自分の性格をひとことで言うと?
笑顔と元気です。

Q

将来の夢・目標は?

Q

好きなものは?

マーケティングと福祉を活かせるような
仕事に就きたいです。

スポーツ：踊ること
食べ物：果物、
特に柿が好きです。

山本 瑞稀さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：九度山町 慈尊院
丹生酒殿神社

ＪＡ紀北 かわかみ

令和２年度
自己改革の取り組み
─ No.21 ─

令和２年11月 女性会本部役員

対話集会開催

11月24日に本店3階役員会議室で開催されたJA常勤役員と女性会本部役員との対話集会でのご意見を抜粋し、Q&A
の形でご報告いたします。

Q

大正琴教室に参加していますが、高齢者が増えてきているため、大正琴を持っての移動がスムー
ズにできる様、
本店別館にエレベーター等人を運搬できる装置を設置してもらえないか。

女性会本部役員

荷物等の運搬につきましては職員が協力いたします。また、建物も古くどれほどの費用がかかる
のかわかりませんので、
見積もりを取った上で他の方策等も合わせ検討させていただきます。

Q

本店別館の老朽化について、調理室が他 JA に比べて最も古いかと思います。将来の建物の取
り壊し時にも対応できる様に、
取り外しを前提に機種選択を行えば良いと思います。

女性会本部役員

今のところ本店別館の改築等の予定はございませんが、現状を確認した上で検討させていただ
きます。

Q

営農の職員は、
もっと園地を巡回して地域の人とコミュニケーションを取る様にして欲しい。
地域の営農担当者の名前すら知らない状態です。

女性会本部役員

JA 改革で職員は
「出向く」事を念頭に置いておりますので、極力組合員とコミュニケーションを取
れる体制を指導していきます。

Q

Aコープかつらぎ店の現状について、近隣スーパーの進出で厳しい状況に置かれているかと思い
ますが、
今後の展望はどうですか。

女性会本部役員

11月からハウスカードを導入し好評です。またレジの効率化を図ることができ、利用者の嗜好のデー
タ分析もできるため、
今後の改善にも役立つと考えられます。

Q

県下 JA の合併協議はどれほど進んでいるのですか。県1JA になるとサービスが低下すると心配
しているのですが。

女性会本部役員

合併については2、
3年前から話をしております。合併に向けての協議を一度は県下の全 JA が合
意しましたが、1、2の JA から異論が出てきて合併協議は現状進んでおりません。しかしこのまま
ではいけませんので、
年明けから協議を進めて参ります。
サービス低下につきましては、全くその様な事が無いとは言えず、
そうならない様にと協議してお
りますが簡単にいかない状況です。合併には、
あと3年程かかるかと考えています。

家族の夢の架け橋になる

JAローン
2021年

お問合せ

JA紀北かわかみ
ローンセンター TEL

常勤役員

A
常勤役員

A
常勤役員

A
常勤役員

A
常勤役員

◦家を建てたい！
◦車を買いたい！
◦家をリフォームしたい！
◦子どもの養育費が必要！

1月4日㊊〜3月31日㊌

申込期間

A

0736-33-2922

詳しくは4、
5ページへ！
毎週日曜日
相談会開催中！
Triangle 2021.2
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とくとくプラン!

JA住宅ローン

1

新築･リフォームをはじめ、他行住宅ローンの
お借り換えまで、住宅に関するさまざまな用途に
ご利用いただけます。
団体信用生命共済付

変動金 利型
最
大
軽
減
金
利

年

2 . 4 7 5 ％ より
▲ 年 1. 8 75 ％ 〜 ▲ 年 1. 5 ％

店頭金利 年
全期間

0.6

%

年

0.975

※固定金利選択型3年、5年、10年もございます。
くわしくは窓口まで。
※お申込に際しては、当JAおよび指定の保証機関の審査がございます。
審査の結果によっては、お申込をお断りする場合や、本金利プランのご利用について
ご希望にそえない場合がございます。
※インターネットバンキングをご利用の場合、繰り上げ返済手数料は不要です。
※上記利率は、お借り入れ当初に適用されるものです。
（適用金利は年2回見直しさせていただきます）
※金利は金融情勢の変化により見直しさせていただくことがあります。
※上記金利は、新規のお借入のみ適用します。
※ＪＡ住宅ローンの軽減金利適用条件やお申込概要は裏面をご覧ください。

2

%

年0.975％からお申込
内容や取引内容等によ
り、金利引き下げ幅を
決定致します。

JAリフォームローン

住宅の増改築および各種補修など、リフォームに
関するさまざまな用途にご利用いただけます。

JAリフォームローン

変動
金利型

ご利用いただける方
●借入時、
満20歳以上75歳未満で、最終償還時80歳未満の方
●前年税込年収が150万円以上ある方
●勤続
（営業）
年数が1年以上の方
●JAが指定する保証機関の保証を受けられる方
●原則当JAの営業エリアに居住の方
お使いみち
●住宅の増改築および補修、給排水施設・トイレなどの改修、システムキッチン・
ユニットバス・外壁・屋根の保守修繕など幅広くお使いいただけます。
●他金融機関リフォームローンの借換、
住宅用太陽光発電システムの購入、
設置などの環境配慮型設備、エコ改修・設置
ご融資金額
●10万円以上1000万円以内（所要金額の範囲内）
ご融資期間
●1年以上15年以内
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2 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

2.0

%

耐震リフォーム
エコリフォーム

1. 8

年

ご返済方法
●元利均等返済
（月払方式またはボーナス月増額返済併用方式）
保証
●当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。
※保証料が別途必要になります。

年

団体信用生命共済付の
プランもございます。

%

※上記利率は、お借り入れ当初に適用されるものです。
（適用金利は年2回見直しさせていただきます）
※金利は金融情勢の変化により見直しさせていただくことがあります。

全体運

上昇運です。
流れに任せて前へと進めれば良い方向へ。
人の話はよく聞いて。
問題解決のヒントあり

健康運

運動は人と一緒にやると長続き。
効果も上々

JAマイカーローン

3

自動車やバイクの購入、免許取得費・車検費用、資金の借換えを
お考えの方にご利用いただけます。

JAマイカーローン
ご利用いただける方

●借入時、満18歳以上75歳未満で最終償還時80歳未満の方
●年収150万円以上の方 ●JAが指定する保証機関の保証を受けられる方
●原則当JAの営業エリアに居住の方

ご融資期間

●6ヵ月以上10年以内

ご返済方法

●元利均等返済（月払方式またはボーナス月増額返済併用方式）
保証

●当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。
※保証料が別途必要になります（保証料率 年0.5％〜1.35％）
ご用意いただく書類

1
2
3
4

%

〜

●500万円以内（所要金額の範囲内）

1.3
1.5

年

お使いみち

●自動車・バイク（中古車を含む）の購入資金
●運転免許の取得資金●車検・点検・修理費用
●カー用品の購入費用
●他金融機関から借入中の自動車ローンの借換資金
ご融資金額

変動
金利型

団体信用生命共済付の
プランもございます。

住民票謄本（家族全員記載のもので本籍地省略のもの）
運転免許証（両面写）5 自動車の注文書または見積書（業者印のあるもの）
健康保険証（両面写）6 その他JAが必要とする書類
所得証明書

年

%

※上記利率は、お借り入れ当初に適用されるものです。
（適用金利は年2回見直しさせていただきます）
※金利は金融情勢の変化により見直しさせていただくことがあります。

JA教育ローン

4

入学金・授業料等にもご利用いただけます。

JA教育ローン

変動
金利型

ご利用いただける方

●借入時、満20歳以上65歳未満で最終償還時72歳未満の方
●年収150万円以上の方
●JAが指定する保証機関の保証を受けられる方
●原則当JAの営業エリアに居住の方
お使いみち

●入学金・授業料など、学校へ納入する資金等にご利用いただけます。
ご融資金額

ご融資期間

●最長15年以内（ただし、在学期間+9年）
ご返済方法

●元利均等返済（月払方式またはボーナス月増額返済併用方式）
保証

●当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。
※保証料が別途必要になります。
（保証料率 年0.6％〜1.5％）
住民票謄本（家族全員記載のもので本籍地省略のもの）
運転免許証（両面写）3 健康保険証（両面写）
所得証明書 5 合格通知書または在学証明書など
その他JAが必要とする書類

2 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

%

年

ご用意いただく書類

1
2
4
6

1.0
1.5

年

〜

●1000万円以内（所要金額の範囲内）

団体信用生命共済付の
プランもございます。

%

※上記利率は、お借り入れ当初に適用されるものです。
（適用金利は年2回見直しさせていただきます）
※金利は金融情勢の変化により見直しさせていただくことがあります。

全体運

運勢は大きく活性化中。
バッドハプニングもありますが、
ラッキーも多め。
迷ってしまうことはやらないのが正解

健康運

根を詰め過ぎないように。
休憩も大切

Triangle 2021.2
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【橋本東支店】地域貢献活動

JA職員、落語を披露!
11/

23

↑落語を披露するJA職員河野さんとデイサービス利用者。

橋本東支店職員の河野泰彦さんは、管内組合員からの声掛けをきっかけに、橋本市のデイサービス生
きがい工房において学生時代の経験を活かした落語を披露しました。演目は
「つる」
。披露するのは久し
振りということで不安はありましたが
「コロナウイルスに負けない」
という思いで、皆さんに笑顔をお届

けしようと意気込んで臨みました。20分程の披露でしたが利用者の方々に楽しんでいただきました。

【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
12/

5

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、甘熟富有柿『夢』
『 希』の初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。
『 夢』は大阪市中央卸売市場本場へ、
『 希』は名古屋・東京
↑甘熟富有柿をPRするJA紀北かわかみ関係者と甘熟富
有柿部会長の中谷さん。

方面の市場へ出荷され百貨店などで7日から販売されました。

【営農販売部】高野山麓精進野菜を奉納

新鮮な冬野菜
「高野山麓精進野菜」
を金剛峯寺へ
12/

17

当JA管内の高野山麓農産物産地化協議会の生産者が栽培す
るブランド野菜
「高野山麓精進野菜」
の奉納式が、高野山真言宗
総本山金剛峯寺で行われました。この日は生産者、関係者ら約

20人が出席し、新鮮な白菜、大根、人参、里芋などの冬野菜12種が、同協議
会の笠原伸也生産部長と北岡慶久経済推進部長より、添田隆昭宗務総長
に手渡されました。笠原生産部長は、
「今後、生産量を増やしていきたい」
と
話しました。2020年11月5日付で特許庁より登録商標の確定通知を得て
おり、
現在やっちょん広場で、
土、
日、
祝日に限り販売中です。

↑添田隆昭宗務総長に目録を手渡す笠原生産部長
（右）
と、高野山麓精進野菜を奉納する北岡経済推進部長
（左）
。

【営農販売部】
プレミアム串柿『百寿』奉納

伝統が生み出す貴重な串柿を奉納しました

21

12/

四郷串柿部会は、高野山真言宗総本山金剛峯寺へ地域の伝統
産業の合作である
「プレミアム串柿『百寿』」
の奉納を行いまし
た。
『 百寿』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。
『 百寿』は10個の柿を竹串に刺し、2個、6個、2個の間隔に並べて
「に
↑奉納されたプレミアム串柿『百寿』
をもつ当JA宮崎組合長
（左）
、
添田隆昭宗務総長
（右）
。

6
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2 月の星占い
HOROSCOPE

こにこ、
なかむつまじく」
という意味があり、
お正月の縁起物とされています。

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

金運に恵まれます。
欲しかった物がお得に手に入る幸運も。
アルバイ
トやサイドビジネスにもツキあり

健康運

体を鍛えるチャンス。
筋力アップの運動を

【営農販売部】JA役職員と青年部との対話集会

農業政策、今後の課題について

23

12/

本店3階役員会議室でJA役職員と青年部との対話集会が開か
れました。青年部よりJAへの意見や要望、農業政策、今後の課
題のほか、
コロナ禍での対応・影響などについてを語り合い、活

発な意見交換の機会となりました。次号以降の広報誌で、意見集約したも
のを掲載予定しております。
↑JA役職員と青年部との対話集会の様子。

【女性会】川柳コンテスト

当JA女性会員が表彰されました!

23

12/

和歌山県JA女性組織連絡会の55周年記念事業で、8月～11
月を応募期間とした
「川柳コンテスト」
が実施されました。県下
で451点の応募があり、審査委員による厳正な審査の結果、当

JA女性会の森下美代子さんの『手作りの マスクほめられ また配る』が
「旬
げん き

こ もりしょう

なテーマで活動を表している」
と評価を受け、
『 元気小盛賞 』
を受賞しました。
12月23日に行われた女性会本部役員会において、当JA女性会の藤形会長

↑藤形会長
（左）
より賞状が贈られる森下さん
（右）
。

より賞状が贈られました。今年は、
コロナ一色の一年でしたが、最後に良い
話題で締めくくることができました。

【経済部】防災関係の協働事業に関する協定締結式開催

災害発生時に備えて

25

12/

当JAとかつらぎ町との防災関係の協働事業に関する協定締結
式が、かつらぎ町役場町長室で開催されました。JOYかつらぎ
給油所において自家発電の整備を行い、
これにより災害発生時

の停電が起きた際に緊急車両等の給油を優先して供給することができます。
JAでは地域の皆様を守る活動を実施しております。
↑JOYかつらぎ給油所に設置された発電機と宮崎組合長
（左）
、中阪町長
（右）
。

かきたんグッズプレゼント係よりお知らせ
応募
たくさんのご
ありがとう！

2 月の星占い
HOROSCOPE

2020年11月号『トライアングル』に掲載しておりました【かきたん
のエコバッグプレゼントキャンペーン】に多くの方々からのご応募い
ただき、誠にありがとうございました。
厳正なる抽選の結果、当選された20名に2020年12月15日付で【か
きたんのエコバッグ】をお送りいたしました。

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

コミュニケーションを取る機会が増え身辺がにぎやかに。
資格や技能を習得するための勉強には幸運が宿っています

健康運

リズミカルに体を動かしましょう
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2 月の農作業
落葉果樹

安定生産を目指した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！

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
いた新聞紙で包み、乾燥対策としてさらにビニール袋等に入れ、
冷蔵庫等で保存しておくようにしてください。

今月は1年で一番寒い時期にあたり、積雪する年もあ

ウメの受粉対策

ります。作業前には準備運動をするなど怪我には十分注

ウメは一般的に自分の花粉では受精しない自家不和合性の

意し、計画的に作業を進めていきましょう。

品種が多く、結実の成否は気象条件や花粉を運ぶミツバチの
活動が重要になります。巣箱を設置する際には、以下の事に気

柿剪定の仕上げ
2月に入ると剪定も終盤を迎える頃です。枝が混み合ってい

を付けましょう。
●10a当たり2箱を目安とする

る箇所や切り忘れがないか、
もう一度見直しましょう。特に黒変

●日当たりの良い暖かい場所へ設置する

果・すす点病が発生しやすい園地では、注意してください。

●風の少ない場所へ設置する
●園地が傾斜地の場合は、
傾斜の下方に設置する

土づくり

●巣箱の場所は、一度設置したら引き上げるまで場所を動

良い土壌とは、固相40～50％、液相25～30％、気相25～

かさない

30％の配分で保水性、排水性、通気性、保肥性の優れたものを

●雨水が入らないように入口をやや低くする

いいます。
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、

病害虫防除

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

昨年はスモモのふくろみ病が多発しました。休眠期防

ます。

除は風のない日を選び、展着剤を加用し、かけムラのな

昨年は8月の干ばつの影響により柿では小玉果が多く発生

いよう丁寧に散布することが重要です。柿では園地によっ

しました。近年気象が不安定で、降雨がない日が続くことが多

てカイガラムシ類の被害が多く見られました。また近年

いため、今の時期に土づくりを実施し、干ばつなど天候不順に

は暖冬傾向にあり、カキノヘタムシガやイラガ類、ハマ

負けない土づくりに取り組みましょう。

キムシ類等の害虫が多発しています。これらの虫は粗皮

◎10aあたりの施肥例
完熟堆肥

1～2t

下で越冬している恐れがあるので、2～3年に一度は樹

アヅミン

40㎏

全体の粗皮削りを行うなど耕種的防除に努めましょう。

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

昨年富有柿で炭そ病が見られた園地では、感染を防ぐ
ためにも越冬枝は除去するようにしましょう。

品目

柿の接ぎ木用穂木の採取
までの間なら大丈夫ですが、実際は貯蔵期間が短いほうが穂
穂木は充実した枝が適しており、活着率や伸長がよくなりま
す。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

スモモ

しょう。

HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

石灰硫黄合剤

収穫前
日 数

使用
回数

10倍 発芽前 規制なし

2月下旬 ※風のない日を選び、展着剤を加用し、かけムラのないように
散布する。
10倍 発芽前 規制なし

1月下旬 ※ふくろみ病に注意する。風のない日を選び、展着剤を加用
し、かけムラのないように散布する。
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
2月中旬 ※ふくろみ病に注意する。風のない日を選び、展着剤を加用
し、かけムラのないように散布する。

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

2 月の星占い

防除薬剤

カイガラムシ類 石灰硫黄合剤

木の状態が良いとされます。

Triangle 2021.2

適用病害虫
縮葉病

モモ

接ぎ木に用いる穂木の採取は、落葉してから芽が動き出す
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防除
時期

全体運

思うようにならないことが多くイライラしがち。
忍耐力を発揮して。
下旬には運気が好転。
味方が増えて前進へ

健康運

体調の悪いときに無理は禁物。
休養を取って

2月の天気

令和2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。

柑橘

縮間伐と土づくりを行いましょう

……TEL.0736-22-7822

ため、根の伸長を妨げます。土壌の通気性や保水力を高める
ために、完熟堆肥などを施用し、根の伸長の活性化・細根の

間伐・縮伐の実施
密植園の間伐・縮伐は、
日照や風通し、作業性、薬剤のかけム
ラなどを改善し、高品質な果実生産のために欠かせない作業
です。樹と樹の間隔が狭くなり枝先が交差し始めたら縮間伐を
行うタイミングになります。園地全体を観察し、永久樹と間伐
樹を決めて思い切った間伐・縮伐を実施しましょう。
隣に樹があり、横枝の伸長が妨げられている

密植園

かつらぎ資材センター

発生を促しましょう。
・石灰の施用
石灰を施用せず連年栽培を行っていると、降雨によるアル
カリ成分の流亡などにより、土壌の酸性化が進み、肥料成分
の吸収が悪くなります。土壌分析で園地のpHを測定し、柑
橘栽培に適正なpH5.5～6.5にするため、
セルカなどの石灰
質資材を施用しましょう。尚、苦土石灰や消石灰は、肥料と合
わさることで窒素分がアンモニアガスとなって消失してしま

（間伐前）

うため、肥料は苦土石灰や消石灰施用後1週間以上あけて
から投入するようにしてください。
・苦土
（マグネシウム）
欠乏症対策
着果過多の樹では、葉脈間が淡緑～黄色く変色した苦土
樹が混んでいて日陰になっている

（ マグ ネシウム）欠 乏 症 の
葉が発生します。症状が重
い場合は落葉し、樹勢低下

（間伐後）

に繋がります。苦土欠乏を
解消し、樹勢を回復させる
ため、スーパーマグを施用
しましょう。
間伐することで樹の内部・下部まで光があたり、横枝が増える

土壌改良資材施用例
品目

みかん
八朔
ネーブル
不知火
はるみ

施肥時期

1月〜2月

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㎏

土づくり
先月に引き続き、
土づくりの実施時期になります。土づくりは
すぐに効果は現れませんが、健全な樹体づくりと高品質果実生
産に必要な作業です。
・有機物の施用
有機物を施用しないと、土壌の酸素が不足し土が固くなる

2 月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

全体運

服や小物を新調すると吉。
おしゃれを楽しむと充実度がアップします。
仕事や勉強は目標を高めに設定しましょう

健康運

血行を良くして。
体の不調が解消へ

Triangle 2021.2
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野菜の
楽園
103

Vol.

■春ジャガイモ

春ジャガイモ

ます。春ジャガイモの場合、50g
それ以上の大きさのものは1片

露地

▲…定植

種イモ

以下の種イモはそのまま使用し、

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

が30g前後になるように2～4

■…収穫

片に分割します。

春ジャガイモを楽しむ!

また、種イモは上部の方の芽
が少し伸び始めた物が一番良い

デンプンの他、ビタミン C やカリウ
ム等を多く含みます。紛質の男爵薯・
キタアカリ・ベニアカリは粉ふきいも、
コロッケ、マッシュポテトなどに。 粘
質なメークイン・インカのめざめ・と
うやはフライドポテト、カレーなどに
向きます。

です。

切り口を上に向ける
とイモが腐りやすく
なります。

●植えつけ
土を返して準備しておいた溝に、約30㎝間隔に1個
ずつ種イモを植えつけます。種イモは切り口を下にし、
傷口に雨水がしみ込まないようにします。覆土は7～8
㎝程度にします。

■栽培のポイント

●間引き

★排水性・保水性ともに良い土壌を選びましょう。

草丈が10㎝の頃、生育の良い太い芽を2本残して他

★良質の種イモを購入します。

をかき取ります。種イモが動かないように、残す芽の株

★ジャガイモはナス科なので、ナス科野菜の後は4～5年

元を手で押さえ、丁寧に芽をかいてください。

あけて栽培します。

斜めに根本から抜く

■栽培管理

10㎝

●畑の準備
冬の間に深めに荒起こしをして、土壌改良材を施し、
pH5～6.5に調節しておきます。

しっかり押さえる

●本圃準備

●土寄せ・追肥

元肥を施用し、幅100㎝の畝を作り、元肥を畝の中央

間引きが終わったら土寄せを行い、追肥を施します。

部に深さ15㎝の溝をつけ施し、
5㎝土を埋め戻します。

その15日後に2回目の土寄せを行い、追肥を施します。

●施肥例（本圃10a当り）
元肥

時 期

肥料名

施肥量

定植前

やさい有機888

１５０kg

追肥１

土寄せ1回目

やさい有機888

50kg

追肥２

土寄せ2回目

やさい有機888

50kg

土壌改良材として、
有機質堆肥2t、苦土セルカ2号200㎏を施用します。

●種イモの準備

横切りにすると種

1 0 a 当り

イモによって萌芽

100㎏の種

が不揃いになるの

イモを用意し
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15日後
1回目

2回目

肥料

■収穫
茎葉が黄色くなってきた頃、晴れた日に収穫します。外皮
を乾かしてから収納すると腐りにくいですが、天日にさらしす
ぎると緑化するので注意しましょう。

で注意しましょう。

2 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

丁寧な仕事で称賛を浴びそう。
余力があれば周りの人に手を貸して。
すてきな協力の輪が広がっていきます

健康運

スポーツを楽しめます。
名医との出会いも

知って納得！ 税金講座

￥

JA全中・JAまちづくり情報センター

令和2年分の
確定申告の注意点

顧問税理士●柴原

一

基礎控除額の引き上げに伴い、配偶者控除、扶養控除の被扶
養者の所得要件が48万円以下になります。
青色申告者については「青色申告特別控除」の改正があり

2020（令和2）年分の所得税の確定申告に当たって注意す
べき点を挙げていきましょう。まず、給与所得控除額および公
的年金等控除額の見直しが行われました。給与所得控除とは、
給与所得者の必要経費として給与所得の計算上納税者の給与
収入から差し引かれるものです。給与所得控除額は今回の改正
で原則として一律10万円引き下げられるとともに控除額の上限
が195万円に引き下げられます。この上限額は給与収入金額
850万円超の納税者に適用されます。また、公的年金等控除
額も原則として10万円引き下げられます。なお、同じ年に給与
所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある場合、給
与所得控除額と公的年金等控除額を合わせて20万円の減額に
なるため調整が行われます。
一方、基礎控除額は10万円引き上げられ「所得税48万円、
住民税43万円」になります。 ただし、所得金額の合計額が
2400万円超になると当該金額に応じて基礎控除額が縮小され、

紀北分院からの

ちょっといい話

2500万円超になると所得税・住民税共にゼロになります。また、

ました。「青色申告特別控除」とは不動産所得、事業所得、山
林所得の金額からさらに一定額を控除するという規定です。改
正により令和2年分以降の控除額は「正規の簿記の原則による
記帳を行っている場合」には最高55万円、
「簡易簿記や現金主
義などの場合」には最高10万円
になります。ただし、電子申告を
行っているときは最高55万円の控
除額が最高65万円になります。
正規の簿記の原則による記帳とは
一般的に複式簿記による記帳をい
います。なお、不動産所得がある
者が55万円または65万円の控除
を受けるためには、不動産賃貸が
事業的規模である必要があります。
事業的規模と認定されるためには
貸し付け規模が5棟または10室以
上であることが必要です。

効かない薬が増えている!!
「薬剤耐性
（AMR）
」
を知っていますか?
「 薬剤耐性」
と

らすため、
とても重要なのです。お薬を飲み始めて、症状

は、感染症の原因となる細菌に抗菌薬
（抗生物質）
が効

が良くなってきても、原因となった細菌を完全に退治す

かなくなることです。抗菌薬が効かない菌
（薬剤耐性菌）

るためには、処方された期間きちんと飲むことが大切で

が増えると、
これまで抗菌薬を飲めば治っていた感染症

す。同じ理由で処方された抗菌薬をとっておいて後で飲

が治りにくくなったり、他の病気の治療に影響したりしま

んだり、他の人に処方された抗菌薬をもらって飲んだり

す。この薬剤耐性は、世界的な問題になっており、我が国

してはいけません。そもそも効果がないかもしれません

では、薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが策定さ

し、
思わぬ副作用に苦しめられることもあります。

れ、具体的な取り組みが行なわれています。その中から、

感染症にかからないためには予防が大切です。手を洗

薬剤耐性を防止するために、私たちにできることを御紹

うことで、手についた病原体があなたのからだに侵入す

介します。

るのを防ぐだけでなく、周りの人に感染を拡げることも

「風邪をひいたら抗菌薬」
というわけではありません。

防げるのです。手洗いは、
日々の生活の中でできる、
きわ

「風邪をひいたら病院に行って抗菌薬をもらおう…」
と

めて有効な感染対策です。また、感染症にはワクチンで

思われる方もいると思います。風邪の原因はウイルスで

予防できるものもありますので、接種をお勧めします。

す。抗菌薬は、細菌に有効な薬であるため、
ウイルスが原
因の病気には効きません。
「抗菌薬を飲んで楽になった」
と感じた方もあるでしょう。でも、その時風邪が治ったの
は抗菌薬のおかげではありません。あなた自身の免疫力
と休息で自然に治ったのです。
処方された抗菌薬は医師の指示どおり服用してくだ

日々手洗いを心がけ、必要なワクチンはきちんと接種
し、
予防できる感染症にかからないように努めましょう。
今回御紹介した内容は、
「薬剤耐性
（AMR）
情報サイト
（http：//amr.ncgm.go.jp/）
」
に記
載されています。もっと詳しく知りた
い方は、ぜひご覧ください。ひとりで

さい。お薬は、あなたの年齢、体格などを考慮して、調整

も多くの人に知ってもらって、できる

されているのです。処方された飲み方を守ることは、あ

ことから始めるのが大切です。

なたの病気を確実に治すため、抗菌薬による副作用を減

紀北分院

感染管理認定看護師

田中 治美

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

想定外のことが起きやすいとき。
スケジュールを詰め込み過ぎないように。
急な出費にも対応できるよう準備を

健康運

無理をしないように。
睡眠不足に注意

Triangle 2021.2
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A コープかつらぎ店よりお得なお知らせ

２月2 日

2021年
「節分の日」

恵方巻を食べて福を呼ぼう!
Aコープ
自家製 巻き寿司
各種ご予約承り中。

2021年の
恵方は

『南南東』

ご予約はお早めに
お願いいたします。
詳しくは店内スタッフにお問い合わせください。
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2 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

少しのんびりモードで進めるのが成功のコツ。
大事な予定は下旬にセッティングすると星の加護が得られます

健康運

継続は力なり。
いつもしている健康法が◎

法律相談会
2月19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
2月7日（日）・14日（日）・21日（日）
2月28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

1
2
3
4
5
6

号議案
号議案
号議案
号議案
号議案
号議案

令和2年度 ディスクロージャーの半期開示について
大口金融商品取扱対応について
令和3年度 肥料取扱要領の変更について
固定資産の取得について
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

※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11月末現在）
1,940万円
293万円
8,806万円
6,757万円
6,406万円
3,793万円
2,552万円

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

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）

2 たき火の○○○○○を念入りに行った
6 チョコレートを○○○にかけて溶かした
8 構えてシャッターを切ります
9 ジャムやピクルスなどを詰めます
10 この○○の輪、
なかなか外れないんだ
11 就職活動の際に書きます
15 シャープペンシルに入れます
16 浜辺に寄せては返すもの
18 文庫本に布製の○○○を掛けた
20 夕方になると家々の窓にともります
21 アシカに似た海獣

横

貯金… ……………………………… 2,168億
貸出金… ………………………………194億
出資金… ……………………………… 47億
購買品供給高… ……………………… 10億
販売品販売高… ………… （販売課） 46億
… ………………………… （直販課）   1億
長期共済保有契約高… …………… 4593億

縦

第233回理事会を12月14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 最低気温が0度を下回る日のこと
2 どら焼きに挟んである物
3 片仮名語でいうとリベンジ
4 節分にまきます
5 冬、
雪国の家の軒にぶら下がる物
7 ○○○の道も一歩から
10 牛肉はビーフ、
鶏肉は○○○
12 お釣りと一緒に受け取ることも
13 多くの人が眠っています
14 チョコレートの原料になる植物
17 アルコールを含む調味料
19 間違った答えに付ける印
20 バレンタインデーに伝える人もいます

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

2 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

カドマツ
応募総数は41通でした。

全体運

好調です。
テレビを見るなら情報番組がお勧め。
交流会やセミナーにも進んで参加を。
買い物にツキあり

健康運

香りの良いお茶で気分をリフレッシュ

Triangle 2021.2
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UI ターン就農相談フェア
開催についてのお知らせ
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。今回の本フェアは完全予約制とさ
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。
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。

開催
日時
場所

&

3月7日（日）10：00～15：00

（新規就農セミナーは11：00～12：00、13：00～14：00）

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
●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

申込
期間

令和3年
2月1日（月）～2月19日（金）

和歌山県農林大学校就農支援センター

お申し込み
（〒644-0024 御坊市塩屋町南塩屋724）
・
お問い合せ TEL：0738－23－3488
E メール：e0716011@pref.wakayama.lg.jp

※新規就農セミナーは2階2－ A 会議室にて開催

※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。

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
●今回コロナの中、四国八十八ヶ所霊

●ちょっとした家庭菜園もやっと一休

場巡りに参加して念願の掛け軸が出来

み。あとは野菜の成長を見守るだけと

ました。旅行センターさんのおかげで

思ったら、
「連作障害」
の記事を見て、来

す。

年度の計画を立てなければ…と。役に
（かつらぎ町・Hさん）

立つトライアングルです。
（かつらぎ町・Tさん）

●結婚して7年。大阪から和歌山に住
んで田舎暮らしの生活に馴染んできま

●食菜館の「ビーフストロガノフ」が

した。旬の野菜や果物を美味しくいた

とっても美味しそうです。久し振りに

だいて毎日楽しいです。

行ってみたくなりました。

（九度山町・Mさん）
●今年はコロナに暮れる様ですが中止
にしようかと思った年賀状を、
やはり元

完全
予約制

（橋本市・Nさん）

お便りの宛先

抽選で
5名様に

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

井上良一郎さん
（橋本市）
岡本キク代さん
（かつらぎ町）
北谷セツ子さん
（橋本市）
中西美知子さん
（かつらぎ町）
森脇 節子さん
（かつらぎ町）

編集後記 _editorial note_
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。
私は例年通り、あっという間の1年でした。もう少し
時間が欲しい…と心で嘆きながら、それでも毎日出

気で居させていただいたので安心して

勤、仕事、帰宅と充実して過ごせていたのかなと感

いただけたらと思って頑張って書いて

じます。皆さん、昨年はどんな年になりましたか? 共
通するのはやはりコロナによる影響が一番大きいこ

います。

とだと思います。様々なことを制限され皆頑張って

（橋本市・Yさん）

きましたが、それでも感染症の脅威は強まるばかり
で、
未だおさまる気配を感じられません。冬を越し春
に向かうにつれて収束していくという専門家の意見
もありますので、なんとか
“終息”
して日常が戻って

1 29

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。

きてほしいと願うばかりです。
今年は笑顔の年になりますように!

※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

問題が多い期間。
困ったときこそ冷静に情報を精査して。
下旬から運勢は回復。
力になってくれる人が現れそう

健康運

スピード感を意識した運動で爽快感アップ!

元気で

取材先で

まだまだ元気に頑張っています！

や って ま 〜 す
橋本市高野口町小田
ムネ

HAIR'S MODE

アキ

サ

ヨ

コ

森浦 宗明さん（79）・沙代子さん（73）
二人三脚で理容店の経営に奮闘してきた森浦さん夫妻。昭和42年から理容店を始め、
現在は息子夫婦も加わり時には対立することもあるそうですが、お互いを尊重し様々な意
見を取り入れながらお店の成長へ。当時から付き合いのある方から若い世代の方まで幅広
いお客様が訪れ、森浦さんの励みになっています。2人とも働き詰めの毎日を送られて来た
為、なかなかゆっくりする時間が作れなかったそうですが、息子さんのおかげもあり
「今は

と
進野菜」

「高野山麓精
金剛峯寺へ

ほっと身体を休める時間ができ、充実した毎日を送れています」
と話してくれました。
宗明さんは仕事をこなしつつ理容組合の支部長を務めていたこともあり、息抜きには野
球を楽しんでいました。沙代子さんはガーデニング、編み物、音楽などの趣味をお持ちで、
今は熱帯魚の育成が楽しみの一つ。夏にはお店の周りに綺麗なハイビスカスを並べてお客
様を出迎えてくれます。そしてお孫さんの成長を見ることが2人の一番の楽しみになってい
ます。
森浦さん夫妻は
「今はコロナ禍で大変な時ですが、
この先もお互いのペースで、家族み
んなが健康で元気で過ごしたいです」
と笑顔で話してくれました。

食菜館の
この逸品

プレミアム串柿
「百寿」
を奉納しました。

鶏むね肉のから揚げみぞれ煮

■作り方

適量まぶし170℃の油で揚げる
（揚げ

⑴ 鶏肉は一口大のそぎ切りにして、仕込

すぎると固くなるので注意）
。

【だし】
を入れ中火で煮立たせ、揚
み用のおろししょうが、酒、醤油をよく ⑶ 鍋に
揉みこみ10分程置く。大根おろしは水

げた鶏肉を加えて弱火で3分程煮る。

切りをしておく。春菊は2センチ程に

その後大根おろし、ゆずこしょう、春菊

切っておく。

を入れさっと煮る。最後に塩で味を整

⑵ 仕込んだ鶏肉をざるにあげ、片栗粉を

ん広場NE W S
やっちょ

えたら完成。
し

ら

ぬ

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』
HOROSCOPE

【だし】
水................................... 400㏄
ほんだし.......................小さじ1
みりん...........................大さじ1
酒..................................大さじ1
醤油..............................大さじ1

ひ

２月のオススメ
「不知火」
不知火は
「清見」
と
「ポンカン」
を掛け合わせて誕生
した品種。果汁たっぷり、濃厚な甘みとわずかに感じ
る酸味のバランスが抜群で柑橘の中でも人気があり
ます。搾りたてのフレッシュジュースやゼリーにアレ
ンジするのもおすすめです。管内ではかつらぎ町を
中心に栽培されています。

2 月の星占い

■材料
（2人分）
鶏むね肉.............................1枚
おろししょうが
（仕込み用）
.....................................大さじ1
酒..................大さじ1
（仕込み用）
醤油..............大さじ2
（仕込み用）
片栗粉............................... 適量
大根おろし...................... 200g
ゆずこしょう.......... 小さじ1／2
春菊.....................................3本
塩....................................... 適量

『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

2月の定休日は3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

交友関係が活発化し、
興味深い話題が飛び込んできそう。
感染予防をしながら楽しめるレジャープランでお出掛けを

健康運

食べ過ぎたなと思ったら体を動かして

Triangle 2021.2
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会員募集中!!
入会金・年会費無料
募集期間：令和 3 年１月 4 日～令和 3 年３月３１日

会員特典

会員期間：令和 5 年３月３１日まで

先着 100 名様

☆

もれなく、出産・育児に役立つアンパンマン小冊子・各種
グッズをプレゼント！

☆

各種キャンペーン・イベントのご案内など、お得な情報
をお届けします！

会員資格

申込方法

ＪＡ紀北かわかみ管内にお住まいで

所定の申込書に必要事項を記入のうえ、最寄りの窓口、また

①現在妊娠中の方

はお伺いした職員へお渡しください。

②２歳未満のお子さまをお持ちの方

※お申し込みは１世帯につき、お一人様限りとさせていただ
きます。

●お問い合わせは・・・・・ＪＡ紀北かわかみ各支店まで
高野口支店

℡：42-4000

九度山支店

℡：54-2056

高 野 支 店

℡：56-2814

橋 本 支 店

℡：32-1282

橋本西部支店

℡：32-0275

橋 本 東 支 店 ℡：32-0715

かつらぎ東支店 ℡：22-0325

かつらぎ支店

℡：22-0550

かつらぎ南支店 ℡：22-1200

【20303000168】

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2月号
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