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フードバンク活動

～「もったいない」を「ありがとう」に～

JA紀北かわかみ女性会は11月29日、各家庭で余った食品や衣類などを女性会本部
役員が持ち寄り、
フードバンク和歌山へ寄贈しました。
この日集められたのはお米や果物、衣類など食品以外のものを含め約360点。
持ち寄った物資は和歌山県内の児童養護施設や社会福祉施設に提供される予定です。
JA紀北かわかみは、今後もフードバンク活動に継続して協力していきます。

？

フードバンク和
歌山に

回収していただ
きました

とは
安全に食べられるにもかかわらず、包
装の破損などが理由で流通に出すこと
ができない食品や、規格外の農産物、
家庭で余った物資などの寄付を受け、
支援を必要とする家庭や福祉施設など
に無償で提供する活動です。
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企業・団体

フードバンク

寄付

団体・個人

支援

● 提供時、
提供食品の消費期限・賞味期限内であるもの（2か月以上）
● 未開封の状態のもの
● 果実・野菜類については日持ちのするもの

身の回
りの
「もった
いない」
を
探して
みよう！

受入れ可能な食品

※ 冷蔵・冷凍食品、
衣類、日用品、文房具、書籍なども受入れ可能

12/

21

米の寄贈式

当JA宮崎組合
長から、
松田良夫会長
に手渡されまし
た

橋本市社会福祉協議会は、新型コロナウイルスで経済的影響を受けている人を
「食」で応援し
ようと、食料を必要とする人にお米を無料提供する取り組みを行っています。JA紀北かわかみは
SDGs及び地域貢献活動の一環としてこの活動に賛同し、
お米約100㎏、全国共通おこめギフト券
594枚を寄贈しました。
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家族の夢の架け橋になる

JAローン

TEL

JA住宅ローン

とくとくプラン!

変動金利型

0.6%〜

年

店頭金利 年 2.475 %より

全期間 ▲年 1.875 %~▲年 1.5 %

JAリフォームローン

変動
金利型

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。
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

3

ご融資金額
1,000万円以内
（所要金額の範囲内）
ご融資期間
6ヵ月以上10年以内

JAマイカーローン

4

ご融資金額
1,000万円以内
（所要金額の範囲内）
ご融資期間
6ヵ月以上10年以内

JA教育ローン
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2 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

ご融資金額
1,000万円以内
（所要金額の範囲内）
ご融資期間
最長15年以内
（ただし、在学期間+9年）

2月19日〜3月20日

2.0%
耐震リフォーム
エコリフォーム

年

1.8%
団体信用生命共済付の
プランもございます。

1.3%
年1.5%
年

団体信用生命共済付の
プランもございます。

1.0%
年1.5%

変動
金利型

入学金・授業料等にもご利用いただけます。
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

年

変動
金利型

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。
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

0.975%

最大軽減税金利

〜

団体信用生命共済付

0736-33-2922

毎週日曜日相談会開催中！

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。
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JA紀北かわかみ ローンセンター

お問合せ

年

〜

1

1月4日㊋〜3月31日㊍

2022年

申込期間

全体運

スロースタートの上昇運です。
徐々に結果が見えてきますから修正、
改良しながら丁寧に進めていきましょう

健康運

人の集まる場所ではしっかり感染予防を

クリスマス料 理 教 室

yummy!

シュトーレン in 女性会料理教室
…
生 地をこねて

て
薄くスライスし
きます
だ
た
い
つ
少しず

いた 後
オーブンで焼

、

粉 砂 糖 で仕 上
溶かしバター、

げ

女性会では12/17 料理教室でシュトーレン作りに挑戦しました。
シュトーレンは、
ドイツ発祥のクリスマスを祝う伝統菓子。
クリスマ
ス（イエス・キリストの降誕）を待つ4週間の間に、毎日少しずつ食べ
る風習で、時間の経過とともにドライフルーツやバター、砂糖が生地
と馴染んで、食感や味が変化していくのを楽しみながら食べます。

キッシュ in 男の料理教室

男の料理教室では、12/15 ベーコンとほうれん草のキッシュと、鶏手羽元の
照り焼き作りに挑戦しました。
キッシュはフランスの家庭料理で、卵や生クリーム、チーズ、ベーコン、野菜な
どを混ぜ合わせた卵液（アパレイユ）を作り、それをパイ生地やタルト生地の中
に流し入れてオーブンで焼いたもの。鶏手羽元の照り焼き、キッシュと根菜のラ
タトゥイユをランチボックスに詰め、サンタやトナカイのピックを添えたらクリス
マスの雰囲気に。

2 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

太陽の恵みを受け運気はパワフル。
多少強引でもやり遂げたいことに着手する好機です。
可能な範囲で周囲に配慮を

健康運

保温靴下などで足元を温めれば安泰

Triangle 2022.2
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【生活課】女性大学・フレッシュミズ日帰り旅行

日本の魅力再発見! お楽しみバスツアー

25

11/

↑和歌山城公園で記念撮影!

女性大学13人、
フレッシュミズ9人が和歌山市内で日帰り旅行を満喫しました。和歌山城、紀三井寺を
見学し、お昼は和歌山マリーナシティホテルでコース料理を堪能。最後に黒潮市場で買い物を楽しみ
ました。参加者の方から
「とても楽しかったので、
またバス旅行に参加したいです」
と感想を頂きました。

昨年の親睦旅行は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となり、2年ぶりの催行となりました。

【営農課】桃の剪定講習会

果実品質向上を目指して
12/

25~3
11/

桃農家を対象に剪定講習会を開き、各園地で営農指導員が剪
定の手順や程度を実演しながら説明しました。令和3年度は春
先の高温が影響し、平年に比べて開花時期が約8日早く出荷時

期も早まりました。次年度重点実施対策として、せんこう細菌病対策等につ
いて説明し、特定外来生物
「クビアカツヤカミキリ」
についても注意を呼び
↑講習会で剪定作業を実演する営農指導員。

かけました。当JAでは栽培基本管理を徹底し、高品質生産、所得向上に向
け生産者とともに取り組んでいきます。

【青年部】子どもたちがミカン収穫体験

採れたてミカンをみんなで食べたよ!
11/

29

青年部橋本支部指導のもと、すみだこども園の園児47人がミ
カンの収穫を体験しました。青年部のお兄さんにサポートして
もらい、園児たちは夢中になってミカンを収穫しました。収穫し

た後はみんなでミカンを試食し、お友達と食べながら
「あまーい!」
と嬉しそ
うな表情を見せてくれました。最後に、青年部から果物の栄養素や旬につい
て説明し、バランスよく食事をとることの大切さを伝えました。青年部では
次世代を担う子どもたちに農業や食の在り方を楽しみながら学んでもらお

↑上手に収穫できました!

うと、
積極的に食農教育に取り組んでいます。

6
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2 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

良い話も面倒な話もまとめてやって来そう。
どちらも受け入れ調整しながら進めて。
あなたの手腕が光ります

健康運

頑張りが利きます。
やり過ぎには注意を

【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8号!

29

11/

令和2年12月より農業技術・経営の研修を受講していた北山剛
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、農

業技術・経営の研修制度として、新規就農を希望する方に、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可能な就農前1年間研
修を行っています。今回8人目の修了者となり、随時募集を行っています。
また、12月1日にはJA役職員とトレーニングファーム卒業生との意見交換

↑農業技術・経営の年間研修コースを修了した北山剛さん
（右）
。

会を開催し、卒業生の農業経営や就農してからの課題について意見を出し
合いました。

【販売課】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」
初選果
12/

3

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・東京方面
の市場へ出荷され百貨店などで4日から販売されました。

↑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。

【販売課】
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

20

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
「い
つもにこにこ
（2個2個）
、仲むつ
（中六つ）
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。

↑プレミアム串柿「百寿」奉納式に出席した関係者。

【営農課】青年部とJA役職員との対話集会

農業政策、今後の課題について

22

12/

本店3階役員会議室で青年部とJA役職員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、JA合併に向けた取り組みについて活発な意見交換

の機会となりました。次号の広報誌で、意見集約を掲載予定です。
また、令和3年度JA和歌山県青年大会における
「JA青年の主張」
で、青年部
の戸田真寿さんが『幸せ収穫中』
と題し発表し、和歌山県代表賞を受賞。宮

↑青年部とJA役職員との対話集会の様子。

崎組合長から表彰状が手渡されました。戸田さんは全国大会への出場権で
ある近畿代表を目指し、1月に開かれる近畿地区JA青年大会に出場します。

2 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

良好運です。
食事や趣味を楽しむ時間が増え交友関係も発展的。
おしゃべりの時間を大切に。
旅行の計画が吉

健康運

腹八分目を心掛け医者いらずで過ごして

Triangle 2022.2
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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！

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

安定生産を目指した園地づくりを行いましょう

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、
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。

2月に入りまだまだ寒い時期が続きます。 体調管理に
は十分気を付けて作業にあたってください。今月はせん

ウメの受粉対策

定作業の仕上げや土づくりが中心となります。また、忙し
くなる時期に備え、園内道や防護柵の修復の必要な箇所

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

がないかの確認や農機具の点検等も行うようにしましょう。

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
を付けましょう。

柿剪定の仕上げ

◦10a当たり2箱を目安とする。

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

◦設置場所は温度が一定で、湿度が高すぎないひだまりが

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

最適。

果・すす点病が発生しやすい園地では、注意してください。

◦入口は出来るだけ北風を受けず、日の射す方向
（南か南
東）
へ向ける。

土づくり

◦園地が傾斜地の場合は、
傾斜の下方に設置する。

良い土壌とは、固相40～50％、液相25～30％、気相25

◦一度設置したら移動させない。向きを変えるのも厳禁。

～30％の配分で保水性、排水性、通気性の優れたものをい

◦雨水が入らないように入口をやや低くする。

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ま
す。

近年、桃・スモモの越冬病害虫は増加傾向にあります。

近年、連続した降雨や乾燥が続くなど気象が不安定ですので、

薬剤は、風のない日を選び、かけムラの無いように散布

土壌改良剤を投入し、良い土づくりに努めましょう。また、水

しましょう。

はけの悪い園地では、排水溝の設置等も実施してください。

なお、柿のフジコナカイガラムシ・カキノヘタムシガ・
コスカシバ等の被害が多い園では、粗皮削りを実施して

◎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㎏

ください。
品目

てから芽が動くまでであればいつでも採取出来ますが、実際
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。

うにしましょう。

10月24日〜11月22日

ふくろみ病
2月中旬

す。昨年結実した弱い結果母枝、徒長枝、夏枝などは避けるよ

さそり座

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。

スモモ

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

HOROSCOPE

石灰硫黄合剤

収穫前
日 数

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。

接ぎ木に用いる穂木の採取は、2月中に行いましょう。落葉し

2 月の星占い

防除薬剤

越冬病害虫 石灰硫黄合剤

柿の接ぎ木用穂木の採取

Triangle 2022.2

適用病害虫
縮葉病

モモ

※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

8

防除
時期

トレノックスフロアブル
アビオンE（展着剤）

500倍 14日前迄 3回以内
1000倍 規制なし 規制なし

※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。

全体運

前半はつまずくことが多いですが、
次第に解消。
気持ちがせくときほど丁寧に進めるよう心掛けて。
下旬は逆転運

健康運

口コミの食材や健康法を試してみて

2月の天気

令和3年12月24日 気象庁発表

橋本資材センター

……TEL.0736-33-2300

西日本太平洋側では、平年に比べ晴れの日
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

粗皮削り

剪定作業

近年、柿に寄生するフジコナカイガラムシやクワシロカイガ

2月下旬以降の農作業は、主に剪定作業となります。果実

ラムシが増加傾向です。多発園では密度を下げるために、必

品質を大きく左右する重要な作業のため必ず実施してください。

ず粗皮削りを行いましょう。

柑橘の剪定は、表年が予想される樹と裏年が予想される樹で

また、コスカシバ等は、枝の分岐部の粗皮の下で幼虫が多

剪定時期や方法が異なります。樹の状態を確認してから剪定

く見られます。特に富有などの甘柿は、加害されやすいため

を行いましょう。

枝の分岐部は丁寧に粗皮削りを行いましょう。

①樹高の切り下げ

なお、高圧洗浄機械を使用した粗皮削りは、時期が遅くな

樹高の高い樹では、摘果や収穫などの作業効率化を図るた

ると芽が飛んでしまうことがあるため、剪定が終わり次第、な

めに主枝を切り下げましょう。一度に強い切り下げを行うと徒

るべく早い時期に実施してください。

長枝が多発し樹勢低下を招くため、2～3年かけて側枝の部分
で切り下げを行い、徐々に樹高を下げてください。
②整枝・剪定
表年予想樹では、初めに骨格を整える整枝から行います。

柑橘

樹の間伐・縮伐と剪定を行いましょう

樹形を乱す強い内向枝や重なり枝、主枝先端の立ち枝、亜主
枝から立ち上がる強い枝などを剪除していきましょう。全体の
剪定量は、剪定を開始する前にあった枝葉の約20～25%に

間伐・縮伐の実施

留めて、強剪定にならないよう注意してください。

間伐・縮伐は、採光や通風の確保、作業性の向上、薬剤
のかけムラ防止など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間伐・
縮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。

裏年予想樹では、着花量を確保するため、花芽が確認でき
るようになってから剪定を行ってください。昨年果実が成って
いた枝（果梗枝）を中心に間引いていき、できるだけ結果母
枝を残すよう弱剪定を心掛けましょう。
また注意点として、枯れ枝は黒点病の伝染源になりますの
で必ず剪除してください。

隣に樹があり、横枝の伸長が妨げられている

密植園

第2主枝

（間伐前）

第3主枝

第1主枝

第3亜主枝

第2亜主枝
第1亜主枝

樹が混んでいて日陰になっている

（間伐後）

主幹

※❶〜 剪除する枝

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

2 月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

❶主幹から出た主枝以外の枝
❷主枝先端の立ち枝
❸強い内向枝
❹弱い内向枝
❺第1亜主枝の上に重なる枝
❻亜主枝から立ち上がった強い枝

❼第2、第3亜主枝に重なる上部
の間のびした枝
❽亜主枝と同年生枝
❾亜主枝から立ち上がる枝
下垂したり間のびした側枝

全体運

何かと頼られることが多く大変ですが発展的です。
できないことはあなたからもお願いを。
ギブ&テークで大成功

健康運

無理をしないで。
食事は消化の良い物を

Triangle 2022.2
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野菜の
楽園
126

Vol.

■シソ

■育苗管理

シソ

●播種

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

●…播種

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て薄く覆土し、鎮圧
後、十分に潅水します。

▲…定植 ■…収穫

●間引き
本葉が出始めたら密生部を間引き、本葉2枚の頃に2㎝×3㎝

シソを楽しむ!

に移植します。
●追肥
シソには、
βカロテンをは
じめ、様々な栄養が豊富で

生育を見ながらトミー液肥（ブラック）800倍を適量施します。
●育苗日数
本葉が4～5枚になるまで40～50日育苗します。

強い殺菌作用があります。
こういった効能から、
「力が
蘇る」という花言葉がつい
たとも言われる程です。
シソには青ジソと赤ジソがあります。栽培方法は同
じですが、青ジソは葉を摘みながら株を育て、赤ジソは
収穫適期に株ごと抜き取って収穫する違いがあります。

■栽培管理
●畑の準備
元肥を全面に施肥した後に耕起し、ベッド幅80～100㎝、高
さ10㎝の畝を作ります。
●施肥例（本圃10aあたり）
時

青ジソの葉は「大葉」とも言い、刺身のツマや薬味など

元

肥

に使用されます。また、赤ジソは、漬物用やシソジュー

追

肥

スなどに使用します。使用用途が広いので、家庭に1本
あれば料理の幅が広がること間違いなしです。是非ご
家庭で作って見てくださいね!

期

肥料名

施肥量

定植前

尿素入りIB化成S1号

50㎏

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。

●定植
1畝2～4条、株間25㎝、通路を40～60㎝とります。5月上
旬～下旬に、一ヶ所2株まとめて植えつけます。植えつけ後は十
分潅水し、その後土壌が乾燥したら随時潅水します。泥よけの為

■栽培のポイント

に敷きワラをします。

★連作が可能で、土質を選ばず栽培できます

●追肥

★排水が悪いときは畝を高くします
★日当たりの良い場所を好みますが、日光が当たりすぎてし
まうと葉が硬くなってしまうので注意してください。半日陰
の環境で育てると良いでしょう。

約20日間隔で1回に20㎏施用します。
●収穫
定植1ヶ月後、本葉10枚以降に、上部の展開葉から葉柄を付
けて摘み取ります。

①葉ジソ
（大葉）

②花穂ジソ
（花穂）

つま物用
香味用、
てんぷらなど
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③穂ジソ

④芽ジソ

つま物、
てんぷら
シソ酒など

つま物用

2 月の星占い
HOROSCOPE

⑤シソの実
（こき穂）
漬け物、
つくだ煮など

おとめ座

8月23日〜9月22日

葉ジソ

花穂ジソ

下の
程度の花が
開花した時
花穂を摘み取る

下の方の葉から３〜４枚ずつ摘み取る

［名称と用途］

¹⁄₃

◆芽ジソ
本葉が2枚出る頃まで
に、間引きを兼ねて手
で抜き取るかハサミで
切って収穫。
◆花穂ジソ
3分の1ぐらい開花し
た頃、ハサミで切って
収穫。
◆穂ジソ
花が咲き終えた頃、
ハサミで切って収穫。

全体運

あなたの細やかな気配りが周囲を和やかにするはず。
自信を持ってほほ笑んで。
気になることも解消に向かいます

健康運

体調&体力回復のチャンス。
検査も有効です

S・S（スピードスプレヤー）
等
農業機械の取扱講習会開催について
かつらぎ農機センター・マルい選果場（九度山）において下記日程で
農業機械（S・S、チェンソー等）の取扱・安全に関する講習会を開催します。
お忙しいとは存じますが、ご参加いただきますようお願いいたします。

令和4年2月8日（火）
かつらぎ農機センター 10：30～
マルい選果場
13：30～

開 催 日
開催場所

※1時間程度を予定

お問い合わせは

本店資材課 ☎42-3095

までお願いします。

新型コロナウイルスの感染状況により変更・中止となる場合がございます。

紀北分院からの

ちょっといい話

認知症について
平成16年に痴呆症という言葉が差別的だというこ

いうことになります。人間は体力と認知機能の両方が

とで、
「 認知症」
という言葉が使われるようになりまし

きちんと働いていないと生活できません。当然ですが

た。でも、最近高野線に乗っていたら若い女性が
「あん

認知症は生活しにくくなる病気なのです。

た認知ちゃうん?」
と連れの女性に言っているのを聞い

私は紀北分院で認知症に関する診療を行っていま

て、せっかく言葉を変えたのになんだかなあ、
と思って

すが、多くの方々がいたずらに認知症を恐れないです

聞いておりました。それはともかく、認知症の「認知」
っ

むよう、きちんと認知症について知って頂き、もし認知

て何か考えてみられたことがあるでしょうか?般若心経

症や物忘れがあっても負けずに快適に暮らして頂きた

に
「むーげんにーびーせっしんにー」
というところがあ

いと思っています。そのためには認知機能の低下を早

りますね。あの眼耳鼻舌身意のところが「認知」
に当た

めに見つけることが大切で、本人や家族の方に認知機

ります
（お経はそれが無いと言っているので俗人には

能が低下した場合の対処法を聞いておいて頂ければ

難しいところですが）。見ること、聞くこと、嗅ぐこと、味

と思います。そして何よりも認知症に対する偏見をなく

わうこと、触ったり痛い感覚があり、それを意識し判断

して頂きたいと考えているところです。認知症や認知

することが認知だということです。例えばカレーを作る

機能の低下は早めに見つけて、生活の不自由を少なく

場面を考えてみましょう。カレーを作ろうと思いつき、

するための工夫をどんどんやることが大切です。場合

材料を思い出し、
どれぐらい買おうか計算し、買い物は

によっては介護保険などを使って介護サービスを適切

どこのスーパーに行くか、あるいはどのルーを使うか

に受けることで本人や家族の負担が非常に軽くなるこ

判断し、分量を計算し、煮る時間を測り、そしておいしい

ともあります。高齢化社会の中で、認知機能の低下が

なと感情を持って味わうこと、これはすべて認知機能

あっても、少しでもストレスの少ない日々を送っていた

の働きです。逆に認知機能が低下すると何を使ってカ

だくよう、物忘れが心配な場合はかかりつけの先生な

レーを作るかわからず、スーパーへの道順もあやふや

どに早めに相談してください。

になってしまうかもしれません。長く煮すぎてしまって
鍋を焦がすこともあるでしょう。これが認知症の症状と

紀北分院

分院長・内科教授

廣西 昌也

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

ちょっとびっくりの連絡が入りそう。
真偽が気になるときはしっかり確認を。
笑い話にできるかはあなたの対応次第

健康運

健康への関心の高まりがプラスに働きます

Triangle 2022.2
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A コープかつらぎ店よりお得なお知らせ

2022年

２月3日

節分の日

北北西

Aコープ
自家製巻き寿司
各種ご予約承り中

今年の恵方は

恵方巻を食べて福を呼ぼう!

4 4 4 4

※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。

令和 4 年度

広報誌『とらいあんぐる』

地域で活躍している方、笑顔のステキな方の応募を

お待ちしております。
要項

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。

応募方法

①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤世帯主名
を明記のうえ
「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。

送付先

［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

表 紙 を 飾ってみ ま せ ん か？

当JA管内の方に表紙モデルの募集をしています。

あ な たの 笑 顔 で

表紙モデル 大 募 集

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。
※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。

「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。
12
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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

気持ちのそわそわがミスを招きがち。
深呼吸やつぼ押しで平常心を保って。
下旬からは上昇運。
積極的に行動を

健康運

刃物の取り扱いは慎重に。
ばんそうこうを常備

法律相談会
2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〜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
2月6日（日）・13日（日）・20日（日）・27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
【2021年11月末現在】
貯金

【前年対比
（%）
】

2,214億 2,864万円

102.1％

191億 1,287万円

98.5％

出資金

49億 9,056万円

104.2％

購買品供給高

11億 2,054万円

105.0％

4,456億 8,172万円

97.0％

長期共済保有契約高

理事会だより
第244回理事会を12月23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。
職員の雇用契約満了年齢について

第 2 号議案

令和3年度 ディスクロージャーの半期開示について

第 3 号議案

大口金融商品取扱対応について

第 4 号議案

所在不明組合員の資格喪失について

第 5 号議案

出資口数の減少にかかる対応について

第 6 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。

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 力士が頭のてっぺんに結います
③ ベッドルームともいいます
⑥ 南へと吹き抜けていきます
⑧ 父はロバ、
母はウマ
⑨ 青→黄→赤と変わるものをよく見掛けます
⑪ 宍道湖の名産である二枚貝
⑬ 水瓶座と牡羊座の間
⑮ 訴えや申請などが退けられること
⑰ ◯◯かまぼこ、
◯◯団子、
◯◯笛
⑱ 鉄道のレールの下に並べます
⑳ テレビ◯◯◯◯の録画を予約した
 魚へんに師と書く出世魚

横

第 1 号議案

縦

貸出金

① 節分の日に丸かじりする地方もあります
② 歯がある履き物
③ 世界遺産には文化遺産や◯◯◯遺産があります
④ ほっそりした指の例えに使われる魚
⑤ 酸っぱいものを見ると湧きます
⑦ 特定のヤギの毛を使った高級な毛織物
⑩ 受験生が勝ち取りたいもの
⑫ 江戸幕府の旗本、
御家人の総称
⑭ ◯◯◯◯頭をたたいてみれば文明開化の音がする
⑯ 酒のお供です
⑰ 年齢を尋ねられたので◯◯を読んで答えちゃった
⑲ 愛を英語でいうと

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

フクワライ
応募総数は26通でした。

全体運

ピン! とひらめきのある月です。
企画力がありますから新しい提案を行って吉。
古い物は大切に。
リメークを

健康運

痛みが出やすいかも。
膝、
腰は集中的にケア

Triangle 2022.2
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グッド スマイル

今月の

◆趣味は何ですか?

─ 表紙紹介 ─

映画鑑賞。

◆行ってみたい場所は?
アメリカ、
マンハッタン。

橋本市吉原
あ

い

西川 亜衣さん（19）

◆休みの日は何をしていますか?
大学の友人とカフェ巡り。
◆今いちばんしたいことは?
海外旅行。
◆自分の性格をひとことで言うと?
明るく素直です。
◆将来の夢・目標は?
看護師か、
養護教諭になるために勉強しています。
◆好きなものは?
食べ物：柿、
シャインマスカット
映画：レ・ミゼラブル
アーティスト：ショーン・メンデス
スポーツ：バレーボール、
テニス、空手
撮影場所：慈尊院

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

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

●男の料理教室は私も参加したことが

●橋本市に長年住んで、夏は梅干し作

ありますが、今回も楽しそうです。機会

り、冬は吊るし柿作り。出来上がりが楽

キでご応募ください。

があれば、また参加させてもらいたい

しみな作業です。

※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。

と思います。

忘れずに、
ご意見・ご感想も書いて、左記の宛先までハガ

谷澤美重子さん
（かつらぎ町）

（橋本市・Tさん）
（かつらぎ町・Hさん）

●コロナで始まってコロナで終わった

●表紙の文字がひらがなで、やわらか
い感じが嬉しいです。

令和3年。2022年こそはコロナが完全

先月号の
当選者

丸山
南

収束して、
ノーマスクの生活に早くなり

勇さん
（橋本市）

森脇紀美代さん
（橋本市）
米阪

（かつらぎ町・Tさん）

敏文さん
（橋本市）

正樹さん
（橋本市）

編集後記 _editorial note_

ますように。
（かつらぎ町・Mさん）
無事に柿採りも終わり、一段落したと
ホッとするのも束の間、柿の葉っぱが

新年、明けましておめでとうございます。

お便りの宛先

編集後記を書いている今はクリスマス一色です
が、
この広報誌がみなさんのお手元に届くころに

落ち、
せん定の時期! また柿作りの始ま

は、あちらこちらで『春の海』が流れ、すっかりお正

りです。

月の雰囲気になっているのではないでしょうか。ク

寅年、どうぞ良い一年になりますよう

リスマスからお正月への切り替わりが一瞬で、いつ

に。

もその速さに驚きます。

（橋本市・Mさん）

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、
1月号から表紙をリニューアルいたしました。気持

1 31

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。

ちを新たに、今後もよりよい広報誌づくりに努めま
す。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

※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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2 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

頭の痛いことが多そうですが、
「雨降って地固まる」
となるとき。
慌てず交渉に当たりましょう。
買い物運は良好

健康運

頑張りが利きます。
休憩で肩の力を抜いて

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
精一杯今を生きる

九度山町九度山
まちこ

小澤 磨知子さん（90）
人と話すことが好きと笑顔で話してくれたのは御年90歳の磨知子さん。スイカや
人参、
レモン、柚などを育てていて、取材時にはお庭でレモンが色鮮やかに実ってい
ました。子どもの頃は戦争の影響で学校の授業が工場作業に変わり、
サツマイモやタ
ンポポ、
モロコシの一種である
「コーリャン」
などの代用食を食べていたことが記憶に

っこ!
どれくらい採れたかくらべ

残っているそうです。
「戦争がなく何でも手に入る今が一番幸せ。出来る範囲で楽し
んで、一日一日を大切に過ごしたい」
と話してくれました。北海道や四国など旅行のア
ルバムを旦那さんがまめに作られていたそうで、
アルバムをめくると当時の記憶が
蘇ってくるそうです。米寿・卒寿には、お子さんからお祝いを貰って嬉しかったと話し
てくれました。今は集会所でハンドベルや体操の教室に参加するのが楽しみで、合間
のおしゃべりも楽しみの一つなんだとか。これからもお身体には気をつけて、楽しい
毎日を過ごしてくださいね。
匠の技が集結したプレミアム串柿

「百寿」

シェフ 永 井 の お す す め

ミツバと
パルメザンチーズの
オムレツ

agai’s
Chef N
mended
Recom e
recip

永 井 智 一（ な が い・と も か ず ）
茨 城 県 笠 間 市 に あ る「 天 晴（ 旧 キ ッ チ ン 晴 人 ）」
オーナーシェフ

材料（4人分）

作り方

A

卵… ……………………………… 6個
ミツバ（根が付いているものは落
とし、ざく切りにしておく）…… 1把
パルメザンチーズ… …………… 15g
生クリーム… ………………… 40g
塩… ……………………………… 1g
こしょう… …………………… 適宜
オリーブ油…………………… 大さじ1

ん広場NE W S
やっちょ

（1）直径18㎝程度のテフロン加工のフライパンにオリーブ油を入れ熱する。
（2）ボウルに A の材料を全て入れ混ぜ合わせ、弱火にしたフライパンに流し入れる。ふた
をし、弱火のまま7、8分加熱する。途中でふたを取り固まり具合を見る。
（3）上まで固まってきたらふたを外し皿をかぶせ、ひっくり返して上下を入れ替えてフ
ライパンに戻す。ふたをして2、3分置く。
（4）8等分にカットして皿に取り、出来上がり。

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

ネーブル

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2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。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

〒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

人間関係に広がりが見られます。
何かと用事が増え仕事面は大変ですが助けてくれる人が。
連絡を密にして開運

健康運

睡眠をしっかり取り疲れをためないように

Triangle 2022.2
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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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