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■ 橋本市御幸辻

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

大学生です。

宝塚歌劇を見に行くことです。

Q

得意なことは何ですか?

掃除です。

Q お気に入りの場所は?
夕方の南海電車の中。

Q

今いちばんしたいことは?

Q

将来の夢・目標は?

Q

好きなものは?

女子会。

行政面から空港に関わる仕事に就きたいです。

映画：黒執事
アーティスト：宝塚歌劇団の礼真琴さん。
食べ物：おかき、
梅干し
飲み物：ラムネ

新谷 未来さん、
ありがとうございました!
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撮影場所：かつらぎ町木村農園

ＪＡ紀北 かわかみ

令和 2 年度
自己改革の取り組み
─ No.22 ─

令和２年12月

青年部

対話集会意見集約

12月23日に本店3階役員会議室で開催されたJA役職員と青年部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
青年部

今年は様々な機関でコロナウイルスの影響を受けましたが、
JA は各部署・支店でどのような対応、
対策を行ったか。また、柿の販売が始まる以前はコロナウイルスの影響が懸念されたが、実際販
売面においてどのような販売戦略で売っていたのか。コロナウイルスの影響はあったのかを教
えてほしい。

JA では大人数が集まる説明会・出張・飲食を伴う会合等の自粛を実施し、代わる方法として
Web 会議の開催等を行っています。販売については、百貨店・果物専門店での販売が厳しい状
況にある為、
コロナ禍の中で売り上げの増加している量販店で値頃感の出る販売に取り組むこ
ととしました。販売量の伸びる試食宣伝販売が出来ない中、心配したスタートとなりましたが、本
年は柿の食味が良く、
またきれいな柿が多く、市場での評判が良かった事と競合する果物が高
単価であった為、柿の単価は値頃感が出てリピーターが増え、
好調な販売となりました。

Q

JAとしては、農家の組織でありながら利用してもらえない要因を調査し改善に取り組んでいます。
購買事業では、使用頻度の高いものに関しては、数年前から特別推奨品として特別価格での供
給を行っています。引き続きコスト削減やジェネリック農薬の推進を通じて低価格での肥料農薬
の供給を行っていきます。販売事業では、JA 側は販売金額をより高くし、生産者側には選果場
出荷ややっちょん広場出荷への誘導を強化していきます。

青年部

営農
販売部

近年、営農指導事業などのサービス事業を利用する組合員が、肥料農薬を系統利用せず、選果
場へ出荷されない組合員が増えているが、
JAとしてはどのように考えているのか。

青年部

Q

A

A
経済部
営農
販売部

コロナ禍の中で、人を集めることが難しくなっているが、今後オンライン会議やオンライン講習会
等を開催できるよう、JA 独自のネットワーク構築を行ってはどうか。また、各公共施設でも設置し
ているフリーWi-FiをJA 施設（支店等）
に設置してはどうか。

県下で行う研修や会議は県下のシステムを使ってオンライン会議で行うようにしています。コロ
ナの情勢によっては支店会議等もオンラインで開催する予定であります。また、今年度は農事説
明会と講習会が中止となった地区が多かった為、ホームページに防除暦の変更点説明や剪定
技術等の説明を動画で掲載します（12/28営農・新着情報掲載済み）
。
また、支店でのフリーWi-Fi 導入に関しては現状考えてません。農協のネットワークシステムは
信用機関などの情報を取り扱っており、外へのアクセスが出来ない仕組みになっている為、現在
利用しているシステムを使ってWi-Fiネットワークを構築することができません。その為、
フリー
Wi-Fiを設置するためには別途のネットワーク環境を整える必要があることから導入が難しいと
考えます。

A
総務部
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JAグループ和歌山

合同就職セミナー開催!

3/14（日）12：00～17：00

[ 開催日時 ]

令和3年

[ 開催場所 ]

和歌山県 JAビル（JR 和歌山駅前）2階 和ホール

入場無料
※事前予約制

2022年3月卒業予定の学生及び既卒者を対象として、JAグループ和歌山をよ
り理解してもらうための「JAグループ和歌山合同就職セミナー」を開催いたします。
本セミナーでは、各 JA の概要、仕事内容、採用スケジュールはもちろんのこと、
先輩職員との交流では、仕事のやりがいや Uターン就職に関して気になることや
不安に思うことなど、直接なんでも質問していただけます。また、今年は当日会場
に来られない方向けに WEB 配信（録画版）も行いますので、ぜひともチェックして
ください。
[ 参加予定団体 ] 当 JAを含む県内 JA ほか
[ その他 ] 事前予約制（人数制限あり）
※新型コロナウイルス感染症の状況により、 延期または中止となる場合があります。

問い合わせ先

イベントの詳細情報についてはこちらのホームページをご覧ください !

☎0736-42-3000

https://www22.u-road.jp/

紀北川上農業協同組合 本店 総務部 人事教育課

和歌山ユーロード

和歌山県からのお知らせ
「和歌山県部落差別解消推進条 「和歌山県新型コロナ誹謗中傷
例」
を一部改正しました！
対策条例」
を施行しました！
和歌山県では、令和2年3月24日から条例を施行し、行政、

和歌山県においても、新型コロナウイルスに対する不安

県民、事業者等が一体となって、部落差別のない社会の実

やおそれから、新型コロナウイルス感染症の感染者やその

現を目指して取り組んでいます。しかしながら、インターネッ

家族、医療従事者などへの誹謗中傷や風評被害、SNS 等に

ト上に同和関係者等を忌避する書き込みなどがあり、県が

よる感染者などの特定といった被害が発生しています。

把握した差別書き込みについてはプロバイダ等に対して削

このような状況を踏まえ、県では、誹謗中傷等が行われ

除依頼を行っていますが、削除されていないものもあります。

ない社会の実現を目指し、令和2年12月24日から「和歌山

このような状況を踏まえ、より一層、インターネットを

県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関す

利用した部落差別の解消を推進するため、令和2年12月24

る条例」を施行しています。

日に、条例の一部改正を行いました。

県では、誹謗中傷等をなくすための教育・啓発や、県民

県では、引き続き、部落差別の解消のための教育・啓発や、

の皆さんからの相談への対応などに取り組んでいます。

県民の皆さんからの相談への対応などに取り組んでいます。

県民の皆さんには、不確かな情報や根拠のない噂に惑わ

県民の皆さんには、部落差別は許されないものであると

されることなく、行政などの正しい情報に基づき、誹謗中

いう認識のもと、引き続き、部落差別の解消のための取組

傷等を行わないよう、人権に配慮した行動をお願いします。

をお願いします。

【同和問題（部落差別）の相談窓口】
（公財）和歌山県人権啓発センター

TEL 073-421-7830 FAX 073-435-5421
［お問い合わせ先］ 和歌山県人権政策課
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3 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

【コロナ差別相談ダイヤル（県人権政策課）
】

TEL 073-441-2563 FAX 073-433-4540

TEL 073-441-2561 FAX 073-433-4540
全体運

誠意を見せて。
あなたの本気に周りの人が触発され力になってくれます。
困難なことほどやりがいを感じられるとき

健康運

準備運動が大切。
急な温度変化に気を付けて

［ 私たちが日々の暮らしでできること ］

知っておきたい感染症対策
医学博士・健康科学アドバイザー／福田千晶

感染症

対策
豆 知識

イラスト／出口由加子

マスクの使い方
［ マスクの正しい着用方法 ］

マスクはせきエチケットの一つ。感染症拡
大を効果的に予防するには、風邪や感染症
の疑いがある人たちが着用することが重要
です。ウイルス感染者からの飛沫（くしゃみ
などの飛び散り）を防ぐ効果は期待できない
ので、過信しないようにしてください。
症状がある場合、マスクの着用は飛沫に

1

鼻と口の両方を
確実に覆う

2

ゴムひもを
耳に掛ける

3

隙間がないよう
鼻まで覆う

よって他人に感染させないために有効です。
他人からの飛沫を防ぐ予防効果は、人が相
当混み合っていない限り、あまり認められて

［ ここがポイント ］
●マスクの表側にはウイルスが付着している可能性があるため、直接手で触れないようにし
ます。また、触ってしまった場合にはせっけんでよく手を洗いましょう。
●不織布マスクは一度外したら捨てるのが基本です。食事の際などにマスクを外す場合は

いません。
一般に市販されているマスクの素材は、
大きく分けて不織布とガーゼがあります。不
織布マスクは使い捨てを前提に作られてい

その前後に携帯用アルコールなどで手を消毒するようにしましょう。
●捨てる際は、掛けひもを持ち、マスク本体の表裏には触らないようにして外し、ビニール
袋などに入れて口を縛ってからごみ袋に捨てましょう。捨てた後はせっけんで手をよく洗
いましょう。

るので衛生状態を保ちやすいのが特徴です
が、手に入らない場合は代用品を使いましょ
う。一般のマスク以外にも手作り布マスク、

●マスクを手作りする場合、次のことに気を付けましょう。

タオルなど口をふさげる物には飛沫を防ぐ

（1）鼻と口をしっかり覆えるように

効果があります。

（2）できるだけ顔に密着させられるように
（3）使用したら毎日（中性洗剤などで）手洗いして清潔に

取材協力＆監修：東京都感染症情報センター

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/

手指・身の回りの消毒
［ 手指用消毒薬の選び方 ］

［ 身の回りの消毒 ］

市販の消毒用エタノールは濃度70% 以上95% 以下、可能なら80％前後がお勧めです。

熱水
80度以上の熱水に10分間さらすと消毒で

脱脂作用があるので使い過ぎると皮膚が荒れることがあります。気になる方はグリセリン
などの湿潤剤が添加されたアルコール系消毒薬を選ぶか、使用後にハンドクリームでスキ
ンケアするなどの方法があります。

1

手指消毒

2

引用：吉田製薬株式会社資料一部改変

3

4

きます。

塩素系漂白剤
次亜塩素酸ナトリウムを濃度0.05% に薄め
て拭くと消毒できます。次亜塩素酸ナトリウ
ムを主成分とする製品
（塩素系漂白剤）
を使っ
て自宅で作る場合、商品によって濃度が異
なるので、商品パッケージやホームページの

消毒薬約3ml（小さじ1弱）
を手のひらに取ります。市
販 の 手指用消毒薬 の 場
合、ポンプを下までしっか
り押し切ることで十分な量
（ 約3ml）を使用 できるよ
うになっています（１回使
用量の目安は、擦り込みに
15秒以上かかる量です）

両手の指先、爪との間にも
消毒薬を擦り込みます

手のひらを合わせてよく擦
り込みます

5

手の甲にそれぞれ擦り込
んでください

6

左右の指を挟みながら擦
り込みます

7

親指をねじり合わせ て 擦
り込みます

ウイルスが付着した手で目・口・鼻を触ることによる感染（接触

手首まで擦り込みます。最
後に全体 が乾燥したこと
を確認してください

説明を確認してから作りましょう。

家庭用洗剤
有効な界面活性剤が含まれる家庭用洗剤
を使って消毒できます
（NITEウェブサイト※
で製品リストを公開しています）
。
［ 使用上の注意 ］
◦換気を行う
◦家事用手袋を着用
◦他の薬品と混ぜない
◦商品パッケージやホームページの説明を
確認する

どに適しています。
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）は、食器・手すり・ドアノ

感染）を防ぐために、手指または手指がよく触れる場所を消毒し

ブなどの消毒に向いています。次亜塩素酸ナトリウム以外に熱

ましょう。

ウイルス対策用の消毒について東京都が推奨しているのは、 水や一部の洗剤も有効です。次亜塩素酸ナトリウムはアルカリ性
消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムの2種類です。
消毒用エタノールは人体に対する毒性が少なく、手指の消毒な
取材協力＆監修：東京都感染症情報センター

3 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

なので手荒れを起こす可能性があり、取り扱いには気を付けましょ
う。

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/

※独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE） https://www.nite.go.jp/

全体運

調子に乗ってOK。
やらないよりやった方がラッキーに出合えます。
金運は回復。
欲しかった物に手が届きそう

健康運

ハードなトレーニングで大躍進。
鍛えて◎
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【やっちょん広場】
プレミアムコーナー開設

旬の厳選された商品が陳列されます!

↑店内に開設した
「プレミアムコーナー」。

やっちょん広場は昨年12月より、
出荷商品の中でも特に優れた商品が並ぶ
「プレミアムコーナー」
を
店内に開設しました。当コーナーでは出荷される商品の中でも、
「見た目」
「形」
「色」
「鮮度」
などの厳
しい基準をクリアした高品質な商品が並び、季節ごとに旬の味に入れ代わります。2月は主にキウイ
フルーツが出荷されており、今後、不知火、
イチゴの出荷を検討しています。当コーナーに出荷する
出荷者は、
「丹精込めて栽培する商品が厳しい基準をクリアすることで、
より良い商品作りに励もう
という意識に繋がる」
と話しています。

【やっちょん広場】

お正月と言えば…福袋!

5.6
1/

やっちょん広場では、1月5日・6日の2日間に限り、2000円相当
の商品が入った福袋の販売を行いました。福袋には主にジュー
スや缶詰等の加工商品が詰められており、数量限定ではありま

したが、2日間であっという間に完売いたしました。
また、12月には先着200名様に
「かきたんエコバッグ」が当たる抽選会
を、2月には
「石焼き芋無料券」
がプレゼントされる企画を、無料通話アプリ

↑お正月の福袋売り場。

「LINE」
を使って実施しました。

【やっちょん広場】
たまごつかみ取り

片手って案外難しい…。
1/

11

やっちょん広場では、2000円以上のお買い上げで1回挑戦でき
る
「たまごつかみ取り」
イベントを開催しました。たまごの代わり
にゴルフボールを片手でつかみ、つかんだ分だけたまごがプレ

ゼントされます。お買い物を終えられたお客様が順に並び、みなさん楽しん
でつかみ取りに参加してくださいました。
今回コロナウイルス感染拡大防止の為、
スタッフ・お客
様共にマスク着用とアルコール消毒の徹底を促し開催

↑たまごつかみ取りに参加するお客様。

いたしました。

6

Triangle 2021.3

3 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

人の輪の中に入っていきましょう。
「三人寄れば文殊の知恵」、
1人では解決できないことにも光が見えてきます

健康運

話題のエクササイズにトライ。
早起きは吉

【女性会】
「緑のカーテン」
運動実施

女性会会長の藤形氏が最優秀賞に輝きました!

15

1/

県内JA女性会統一運動として、CO2削減・夏の節電対策として
の効果が期待されSDGsの取り組みにも繋がるゴーヤやアサガ
オなどの植物を育てて作る
「緑のカーテン」
運動が今年度も展

開されました。また、
その育成結果を競うフォトコンテストも行われました。
当JA女性会においても、会員の方にゴーヤやアサガオの種を配って令和2
年4月から8月にかけて
「緑のカーテン」
運動に取り組み、
フォトコンテストへ
の応募を行いました。県下応募フォトの審査の結果、当JA女性会会長の藤

↑「緑のカーテン」運動で最優秀賞を受賞した藤形会長
（右）
。

形美代子氏が自宅で栽培したゴーヤの育成写真が見事に最優秀賞を獲得
しました。令和3年1月15日に、和歌山県JA女性組織連絡会会長嶋本節子
氏が当JAに来店され表彰式が行われました。
和歌山県JA女性組織連絡会及び当JA女性会では、以前よりSDGsへの取
り組みを行っています。

↑最優秀賞を受賞した藤形会長が栽培した「緑のカーテ
ン」。

【経済部】農業用廃棄ビニールの回収

適正な処理で、生活環境を清潔に

22.23
1/

経済部では農業者個人による廃棄処理が困難である肥料農薬
の空容器や農業用廃ビニールをはじめ、肥料袋・コンテナ・畔
シート等を回収しました。これらは法律で産業廃棄物に指定さ

れているため、不法投棄、野焼き、埋め立てが禁止されており、
リサイクル
や専門施設での適正処理が義務付けられています。今回は約32tの廃棄ビ
ニールの回収を行いました。その後、廃棄物は産業廃棄物処理業者に委託

↑管内から集まった廃棄物。

し適正に処理され、種類ごとに再生原料に加工されます。

【生活課】男の料理教室

辛くて旨い! キムチ作りにチャレンジ

27
1/

男の料理教室第8期4回目を本店別館2階で開講しました。新型
コロナウイルス感染予防対策として、会食を避け、作った料理は
お持ち帰りいただき、2部制で行いました。今回は女性会の藤形

会長が講師を務め、
『 韓国料理』
をテーマに旬の地元白菜を使ってキムチ作
りに挑戦しました。
千切りにしたニラ、大根、人参とフードプロセッサーにかけたりんご、ニンニ
ク、生姜、玉葱に唐辛子等の調味料や上新粉を混ぜ合わせてヤンニョムを

↑キムチ作りに励む男の料理教室会員。

作り、
3日間塩漬けした白菜1枚1枚にまんべんなくぬっていきました。
前回の男の料理教室は中止となり皆さん残念そうにしていましたので、今
回の教室の再開をとても喜んでくれていました。
次回の男の料理教室は、令和2年度の教室最終回で3月を予定しており、皆
さんのアンケートを参考にメニューを考えていきたいと思います。

3 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

怠け心に流されないで。
面倒なことから取り掛かると運気が好転。
反対意見を持つ人の話にも耳を傾けましょう

健康運

無理をしないのが一番。
自分自身をいたわって

Triangle 2021.3
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3 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！

対策としては、次のような方法があります

晩霜に注意しましょう

◎送風法…防霜ファンを設置して、風を送ることで空気を循環さ
せ、霜が降りるのを防ぐ方法です。

◎散水法…スプリンクラーを利用して連続散水を行い、表面に水

気温の上昇に伴い、柿の芽も発芽

の膜を作って晩霜の被害を防ぐ方法です。気温が上

期を迎えます。この時期は、夜間の急

がるまでに水が切れると、かえって被害が大きくなり

激な冷え込みによる晩霜被害が心配

ますので、必ず気温が上昇するまで散水を実施してく

されます。

ださい。

気象情報に注意し、園内の除草や防

その他、雑草が繁茂していると、地温の放熱を妨げるので、晩霜被

霜施設の点検など実施してください。

害が心配される3月上旬までに除草を完了してください。

晩霜対策について

モモの摘蕾

晩霜の発生が高くなる条件は…

モモは果実の成熟期間が短いため、初期生育の良し悪しが最終的

気象条件…①底冷えする日。

な果実の大きさに影響します。摘蕾は貯蔵養分の浪費を防ぎ、新梢

②日中に北・北西の冷たい風が吹き、夕方になるとピ

の初期生育や果実肥大を良好にする効果があり、結実後の摘果労力

タリと止まり晴れ上がったとき。

の軽減にも繋がります。

③午後6時に10℃以下になったとき。

摘蕾は花粉を有する品種について行います。摘蕾程度は品種に

立地条件…盆地・谷間など、冷たい空気が停滞しやすいところ。

よって異なりますので、右表を参考に調整してください。また、樹勢

※普段日当たりの良い東南の園地で晩霜が降りた場合、気温が上

の弱い樹は強めに、若木や樹勢の強い樹は弱めに行うなど樹勢も考

昇すると急速に解凍するため、かえって被害が大きくなってしま

慮しながら実施してください。適期は蕾が丸く膨らみかけ先端にピン

います。特に注意するようにしましょう。

病害虫防除

ク色の花弁が見え始めた頃が目安です。

昨年、富有柿で炭そ病やカイガラムシの被害が見られた園地では、萌芽期直前から薬剤防除を徹底してく
ださい。
モモのせん孔細菌病は、病原菌が枝に潜伏した状態で越冬し、気温の上昇に伴い細菌の活動が活発になり
ます。春先の強風雨で枝・葉に傷がつき、その傷口から病原菌が侵入しやすくなるので、丁寧な散布を行いま
しょう。また、枯れ枝、春型枝病斑であるスプリングキャンカーは見つけ次第切除し園外に持ち出し処分するよ
うにしましょう。
尚、スモモの黒斑病、ウメ落弁期の灰色かび病にも注意してください。

品目

防除時期

適用病害虫

防除薬剤
100倍

休眠期

１回

３月下旬
うどんこ病 ※炭そ病多発園では、ホーマイコート50倍とする。
（萌芽直前）
カイガラムシ類発生園では、石灰硫黄合剤7倍で
もよい。
50倍 休眠期
ホーマイコート
1回
アプロード水和剤 1000倍 開花期迄 2回以内
アビオン‐E（展着剤） 1000倍 規制なし 規制なし
越冬病害虫に、石灰硫黄合剤7倍でもよい。

（溶けやすいものから溶けにくいもの）
で混用するようにしてください。

Triangle 2021.3

3 月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

スモモ

［農薬混用順番］ 展着剤▶乳剤▶水溶剤▶水和剤

ウメ

富有

炭そ病・
3月下旬 うどんこ病
（萌芽直前） カイガラム
シ類幼虫

8

品目

モモ

カキ

刀根・平核無

ホーマイコート

収穫前日数 使用回数

防除時期
3月上旬

適用病害虫

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

縮葉病・
トレノックスフロアブル 500倍
黒星病

7日前迄

5回以内

ICボルドー66D
50倍
3月下旬
せんこう アビオン‐E（展着剤）1000倍 規制なし 規制なし
（開花直前） 細菌病
※よくもみほぐし、小容器でかきまぜてタンクに投入
ロブラール水和剤

1500倍 45日前迄

2回以内

3月下旬
灰色かび病 ※落弁期に曇天、雨天が続く場合は発病に注意する。
（落弁期）
アブラムシ類多発園では、ウララDF4,000倍（7日
前迄/2回以内）
を散布する。
3月上中旬
（開花前）

黒斑病

30倍
ICボルドー412
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。

全体運

楽しみにしていたことが実現しそう。
途中で諦めず継続するのは大賛成。
話し合えば味方になってくれる人も

健康運

おいしい物を食べて、
睡眠もしっかり取って

3月の天気

令和３年１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、
天気は数日の周期で変わ
り、
平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

類

品

……TEL.0736-22-7822

心掛けましょう。

モモの摘蕾程度
分

かつらぎ資材センター

種

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

摘蕾程度

花粉が多く
結実もよい品種

八幡白鳳
白鳳など

通常の摘蕾
（70％）
枝の上芽、先端2～3芽、基部の芽
を摘み取り、1芽1蕾にする。

花粉はあるが
結実が悪い品種

はなよめ
日川白鳳
清水白桃
山根白桃
なつっこ

軽めの摘蕾
（50％）
枝の上芽だけを摘み取る。

花粉がない品種

川中島白桃

剪除してください。

3月上旬

❷主枝先端の立ち枝
❸強い内向枝
❹弱い内向枝

第2亜主枝

❺第1亜主枝の上に重なる枝

第1亜主枝

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

摘蕾しない

❽亜主枝と同年生枝
主幹

品 種

千代田化成549

富有
（昨年10月無施肥の園）

柿粒状配合

❾亜主枝から立ち上がる枝
下垂したり間のびした側枝

※❶〜 剪除する枝

10aあたり施用量

刀根早生・平核無

柑橘

第1主枝

第3亜主枝

柿の春肥
施用時期

❶主幹から出た主枝以外の枝

第3主枝

第2主枝

春肥の施用

30㎏
200㎏

春肥は、根が動き出す3月上旬頃に施用しましょう。地温上昇とと

もに根からの養分吸収が増加していき、春枝の充実や花の発育、幼

剪定作業と春肥を行いましょう

果の肥大などの効果があります。

また注意点として、
この時期は肥料成分を吸収する春草が発生す

るため、その場合は早期に除草作業を行いましょう。

剪定作業
3月の農作業は、主に剪定作業となります。果実品質を大きく左右

する重要な作業のため必ず実施してください。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剪定時期や方法が異なりま

施肥例
（10aあたり）
河

北

味一粒状配合
または、燐加安44号

180㎏
60㎏

河

南

味一粒状配合
または、燐加安44号

160㎏
50㎏

河

北

味一粒状配合
または、燐加安44号

220㎏
80㎏

河

南

味一粒状配合
または、燐加安44号

180㎏
60㎏

通常タイプ

果樹粒状配合

120㎏

省力タイプ

有機ユートップ

早生温州

す。本年は全体的に裏年が予想されますが、樹によってバラつきがあ

るため、状態を確認してから剪定を行いましょう。
①間伐・縮伐

先月号でも記載しましたが、剪定を始める前には園地全体を観察

普通温州

し、密植園では間伐・縮伐を行いましょう。収量低下を心配して縮間

伐を行っていないと、病害虫の増加や作業性悪化などが原因で収量

八朔

減少に繋がるため、思い切った縮間伐をしましょう。
②樹高の切り下げ

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長枝が多発し

120㎏

ネーブル

果樹粒状配合

150㎏

不知火・はるみ

果樹粒状配合

100㎏

ハダニ類、
カイガラムシ類の防除

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。

668

収穫後に機械油乳剤を散布していない園では、3月中下旬にクミ

③整枝・剪定

表年予想樹では、まず初めに骨格を整える整枝から行います。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%に留めて、強剪定にならな

アイアタックオイル
（夏マシン）
80倍
（12～3月／規制なし）
を散布し
てください。
はるみ・ネーブルでは、かいよう病防除のため、3月下旬～4月上旬
（発芽前）
にICボルドー66D

60倍（規制なし）
と、アビオンーE（ 展

いよう注意してください。剪除する枝は下図を参考にしてください。

着剤）1,000倍（規制なし）
を散布してください。また近年では、はる

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

られます。風当たりが強いなど被害が心配される園地では防除を徹

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

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

3 月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

み・ネーブル以外の柑橘類にもかいよう病が発生する場合が見受け
底しましょう。

全体運

努力が認められスポットライ
トが当たりそう。
いつも通りのことを丁寧に進めておくのが幸運の秘訣（ひけつ）

健康運

スポーツなど上達しやすいとき。
レッスンにツキ

Triangle 2021.3
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野菜の
楽園
104

Vol.

■黒枝豆

早生黒枝豆（初夏採り）
主要品種：美味黒早生
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

めに、移植をする方法もあります。
●除草・追肥・土寄せ
倒伏防止、根張りを良くすることを兼ねて、開花時期

※促成栽培
（不織布の被覆が必要）

露地

●…播種

トや寒冷紗により防鳥対策を行います。 鳥害を防ぐた

に除草・追肥・土寄せを行います。追肥後は、必ず潅
水しましょう。

■…収穫

●潅水

黒枝豆を楽しむ！

土が乾燥すると生育が遅れます。特に開花前に乾燥

枝豆は未熟なダイズの
実で、タンパク質、ビタミ
ン、カルシウム、
リン、鉄な
どを多く含み、栄養価に富
んでいます。
枝付きのまま茹でて食べ
たことから枝豆という名が
ついたほどなので、塩ゆで
するか、ゆでてから塩を振
るかして食べるのが最適で
しょう。実をつぶしてペースト状にしたものは「ずん
だ」
と呼ばれ、
餅などにかけて使います。

すると花が落ち、実が充実しないので、雨がない場合
は必ず潅水します。
●収穫
収穫する場合は、開花後30～40日後が目安となり
ます。収穫が遅れると、子葉が硬くなり風味が悪くなる
ので注意しましょう。
初夏採りの早生黒枝豆は比較的小粒なので、黒豆と
して食べるには不向きです。
●施肥例（本圃10a あたり）
時期

■栽培のポイント
★マメ科植物の連作は避けましょう。
★肥料は多すぎない程度に施用しましょう。
★播種後の鳥害対策を行いましょう。
★適時の水分管理をきちんと行いましょう。

■栽培管理

元 肥

播種前

追 肥

開花時

肥料名

施肥量

有機化成A23号

50㎏

硫酸加里

20㎏

有機化成A23号

20㎏

土壌改良材として、
アヅミン80㎏、セルカ100㎏、BMヨウリン40㎏を施用します。
※土壌改良材・元肥は、播種2～3週間前に施用しましょう。
※肥料分の残っている園では肥料を控えてください。

●畑の準備
畝間135㎝、2条植で条間60㎝、株間30㎝程度で
用意します。
※水はけが悪い園は高畝にしましょう。
●播種
10a 当りの播種量は4～6ℓ程度です。1ヶ所に2～
3粒播種し、間引きを行って2本仕立てとします。
※直播き栽培では、鳥害を受けやすいので、防鳥ネッ

10

Triangle 2021.3

3 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

気になっていた問題が急浮上しそう。
用事は早めに片付け憂いを残さないように。
物やお金の貸し借りは回避を

健康運

疲れが出がち。
休憩、
休養でリフレッシュ

国補助事業

果 樹 経 営支 援 対 策 事 業
説明会
果樹未収益期間支援事業

令和３年３月４日㈭ 午後1時より かつらぎ支店 2階会議室

令和３年３月５日㈮ 午後1時より 本店別館 2階会議室
※ 事業申請希望者は、必ず説明会にご参加ください。
Ⅰ「果樹経営支援対策事業」

優良品目・品種への転換、園地整備、労働力の確保など前向きな取り組みを担い手や産地を支援す
る事業です。
①優良品目・品種への改植
②優良品目品種の新植
③小規模園地整備
（園内道の整備、傾斜地の緩和、土壌土層改良）
④用水・かん水施設の設置
※①、
②は指定された優良晩かん類・産地振興品目への転換・新植に限ります。

1. 事業内容

2. 補助額・補助率

優良品目・品種への改植
（慣行樹形）

みかん等

優良品目・品種への改植
（省力樹形）

根域制限栽培（みかん）
111万円／10a

根域制限栽培
（ぶどう、
もも） ジョイント栽培（かき）
100万円／10a
33万円／10a

優良品目・品種の新植
（慣行樹形）

みかん等

落葉果樹

優良品目・品種の新植
（省力樹形）

根域制限栽培（みかん）
108万円／10a

23万円／10a

21万円／10a

落葉果樹

17万／10a

15万円／10a

根域制限栽培
（ぶどう、
もも） ジョイント栽培（かき）
99万円／10a
32万円／10a

小規模園地整備・用水・かん水施設・単軌道整備・防霜ファンの設置

補助率事業費の1/2

●農業振興地域内に園地があること。
（市街化区域、調整区域等の園地は対象外）
●改植、
土壌土層改良の面積は、5a 以上であること。
3. 支援を受ける
ための主な要件 ●園内道整備（コンクリート舗装道幅2m 以上、厚さ5㎝以上）、傾斜の緩和、用水・かん水施設設置、単
軌道整備・防霜ファンの面積は、概ね10a 以上であること。

Ⅱ「果樹未収益期間支援事業」

果樹経営支援対策事業を活用して優良品目・品種への改植を行った担い手に対して、改植後の未収
益期間を支援する事業です。
1. 事業内容

改植・新植後の未収益期間
（5年間）のうち、改植初年度を除いた4年間の果樹の育成経費の一部を定額
で支援

2. 補助金単価

5.5万円／10a×4年分＝22万円（改植完了後、4年分を一括で交付）

●同一年度内に完了する改植面積が、5a 以上であること。
3. 支援を受ける
ための主な要件 ●改植先の品目・品種は、
産地計画に位置付けられた振興品目・品種であること

■注意

事前着工園地については補助事業対象となりません !
【例 現時点で伐採している園地、荒廃園地】
会計検査の対象となります。

詳しくは、本店営農課（0736-43-2555）までお問い合わせください。

3 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

高齢者との交流から幸運が舞い込みます。
新企画は経験談や前例を参考に。
転ばぬ先のつえが大きな力を発揮します

健康運

人気の健康法にツキがあります。
お試しを

Triangle 2021.3
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A コープかつらぎ

ド
が
ー
カ
ズ
ー
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ン
メ

電子マネー機能付
き
イント

カー
ド

ポ

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。

・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。

入会金
・
年会費無料

500ポイントでＡコープ500円商品券1枚進呈。

※旧カードのポイント移行期間は令和3年3月31日までとなっております。
切り替えがまだの方は、お早めに切り替えをお願いいたします。

手軽に健康

手指体操
健康生活研究所所長 ● 堤

肩呼吸で指先までリラックス

喜久雄

少しずつ暖かさが増してきます。寒さで凝り固まった体を温めていく運動をご紹介しましょう。
手の親指には、呼吸器系と密接な関係がある経絡（東洋医学でいう気の通り道）が通っています。この経絡
は気持ちを落ち着かせる効果があるとされています。親指を意識して握り方を変えながら深く呼吸をするこ
とで、
全身へエネルギーが流れ、首や肩、腕の疲れを和らげていきます。
５〜６秒かけて鼻から息を吸い、同じく５〜６秒かけて口から吐きます。30秒ほどこの運動を繰り返します。
親指の位置を変えて刺激を入れる
1

2

手を握り
（親指は手の中で握
る）
、息を鼻から吸いながら両
肩を上げていき、疲れている
首や背中にも力を込めます。

12

Triangle 2021.3

3

息を口からゆっくり吐きながら
両手、首、肩の力を抜いてい
きます。このとき、姿勢を真っ
すぐに保ちます。

3 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

次に、親指は手の外で握り、
（1）
と同じように息を鼻から
吸いながら両肩を上げていき、
疲れている首や背中にも力を
込めます。

4

（2）
と同じ動きをします。
（1）
から
（4）
を数回繰り返します。

全体運

頑張ったかいありの結果が待っていて思わずにっこり。
困り事はネットで検索すると解決のヒントが。
相談も吉

健康運

心安らぐ音楽でメンタルが回復。
ダンスも◎

法律相談会
3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
3月7日（日）・14日（日）・21日（日）
3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

JAの概況（2020年12月末現在）
【2020年12月末現在】
貯金

2,181億

【前年対比
（%）
】
101.7％

貸出金

195億 6,802万円

103.4％

出資金

48億 1,554万円

104.2％

購買品供給高

12億

販売品販売高

51億 5,345万円（販売課）

109.2％

2億 9,126万円（直販課）

99.3％

長期共済保有契約高

967万円

89.9％

4,585億 5,635万円

97.7％

理事会だより
第234回理事会を1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
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。

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 速度違反の交通取り締まりをこう言うことも
⑤ 仏様の頭の渦巻き
⑦ 名を捨てて○○を取る
⑧ お清めにも使う調味料
⑨ 円を描くときに使います
⑪ 人数確認のために○○○を取った
⑫ ボビンに巻いてミシンにセットします
⑭ クロワッサンやコロネ、
マフィンなど
⑮ コウゾやミツマタの繊維をすいて作ります
⑯ 花より団子、
色気より○○○なのです
⑰ 三蔵法師の旅物語。堺正章主演のテレビ
ドラマもありました

横

第
第
第
第
第
第

縦

35万円

① 桃の節句に付きもののすし
② 体温計であるかどうか確かめます
③ 理科で学ぶ動物プランクトンの代表格
④ 難関を○○○して大学に合格した
⑥ 恥ずかしいときに赤らめます
⑨ 萩本欽一と坂上二郎のお笑いコンビ、
○○○55号
⑩ 乳液や化粧水、
パックなどを使って行います
⑪「元気で留守がいい」
と言う人も
⑬ 友人と○○○もない話で盛り上がった
⑭ 円周率を表すギリシャ文字
⑯ アスパラガスやウドは主にこの部分を食べます

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

3 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

ユキマツリ
応募総数は41通でした。

全体運

気持ちが引き締まりポジティブシンキングに。
開拓したいことがあればチャレンジのとき。
ただ暴走には注意が必要

健康運

体を鍛える好機。
ハードなトレーニングも◎

Triangle 2021.3
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谷上さんが農業に携わるように
なったのは、20年程前にご両親が経
営していた農業を
“手伝ってあげた
い”
と思ったことがきっかけでした。
柿を中心に栽培し、梅、仏花、製菓
等をやっちょん広場へ出荷していま
す。そして良い商品を作りたいと
“必
死に働いた分成果に現れる
“という快感を覚え、今は
「楽しく農業に向き
合っています」
と話してくれました。

出荷者通信

谷上さんがおすすめする商品は、旬の特産物を使ったフルーツ大福や
ゼリー、
くるみ餅等の製菓です。特に大福は友人のために作っていたもの

Consignor Communication

が商品化し、
かれこれ30年程続く自慢の一品。当時勤めていた職場でも、
これは売れるよ! と好評だったそうです。毎日夜中のうちから仕込み始め、
出来たて商品が店頭に並びます。おやつにピッタリ! とても美味しかった
です。新商品も考案中だそうですよ。

九度山町河根

谷上
物
出荷

美保さん

●梅

●製菓

また、息抜きの時間には若い頃から始めていた趣味のマラソン。日本に
限らず世界中のマラソン大会への出場経験があるということで驚きです。

●仏花

現在はマラソンから登山に切り替え、
こちらも仲間たちと汗を流しながら
楽しんでいます。
農業に製菓作り、そして自分の時間を大切にお過ごしください。

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
●農作業をしたことのない私ですが、

●食菜館のこの逸品の料理がおいしそ

野菜の楽園は大変役に立っています。

うで、
よく作っています。表紙の綺麗な

毎回ファイルにして少しずつ家庭菜園

モデルさんの記事を読ませていただく

を楽しんでいます。

のも楽しみです。

（かつらぎ町・Kさん）

（かつらぎ町・Mさん）

●孫とやっちょん広場へ行って、
この野

●毎日きのこ公園と庚申山を自転車と

菜は何、
この果物は何と話しながら楽し

徒歩で30～40分、
夫婦で散歩していま

く買い物をしています。季節のものが

した。

わかるので楽しく過ごせます。

●できるだけ外出を控え、いろいろな
クイズに取り組み
「頭のトレーニング」
、

先月号の
当選者

岡
中瀬
父川
坪井
福井

逸子さん
（橋本市）
和義さん
（かつらぎ町）
光世さん
（橋本市）
清子さん
（かつらぎ町）
育子さん
（橋本市）

編集後記 _editorial note_
寒くなったり暖かくなったり、安定しない日が続いてい

お便りの宛先

世で体調が…と言うのはあまり良い響きではないのか
もしれませんが、先日喉を痛めてしまいました。市販の
薬で順調に回復して何よりですが、予防をしっかりして
いるつもりでも知らない内にウイルスが体内に入って

ング」
の毎日!今年は、昨年以上に図書

いるようです。予防だけならず、充分な睡眠に三食欠か
さず食べ、
しっかり運動をして免疫力を高める生活習慣

館に通い、たくさんの本を読破するつ

が大事なのですね。

もりです。

話は変わりまして、先月はいちごハウスで表紙撮影を行
い、赤くかわいらしく実るいちごと花粉を運ぶミツバチ

（橋本市・Yさん）

を見て、もう春だな～と微笑ましくなりました。また、ハ
ウスでは
「白いちご」
も栽培されており、実際にお目にか

2 26

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。

Triangle 2021.3

※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。

ますが、みなさん体調は崩していませんか? このご時

毎朝のウォーキングで
「体力のトレーニ

14

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。

（橋本市・Mさん）

（九度山町・Mさん）

抽選で
5名様に

3 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

かるのは初めて。果肉が白く、種が赤やピンク色。希少
ないちごだそうですが、お手頃価格で販売されないか
な? 甘くてジューシーとても美味しいみたいです。

全体運

友人に連絡を取ってみましょう。
グッドニュースをキャッチできる可能性が大。
買い物は慎重に。
比較検討が大事

健康運

つい食べ過ぎてしまいそう。
動いて消費を

取材先で

関係人口とは、移住でも観光でもなく、
日常生活圏
や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関
わりを持つ人々を指します。具体的には、地域を定期
的に訪れ、地域おこしにつながる活動の企画・運営や
、援農、交流イベントの参加、飲食や趣味活動などが

状ありがとう!
今年もたくさんの年賀

挙げられます。
また、ふるさと納税や地場産品の購入
などで地域と継続して関わる方法もあります。
人口減少や高齢化などが進む農村地域で、関係人
口は地域活性化につながる役割を果たすと期待され
ています。関係人口の創出・拡大に向けて政府が設
立した全国協議会「かかわりラボ」には、JA全中も、
300超の自治体や民間団体とともに参画しています。
JAグループは、
ファーマーズマーケットを拠点とする交
流活動、農家民泊、観光農園などを通じて関係人口
の拡大を目指しています。

『かきたん』いちご狩りに来たよ～♪

食菜館の
この逸品

け
カブの海老詰め和風あんか

■作り方
⑴ 麩は水につけて戻し、水気を絞っておく。
⑵ カブは茎を2～3㎝残して葉を切り落とす。茎の
間の汚れを竹串などで取って洗う。底を少し切り
落として平らにし、皮をむく。上から1/4のところ
で切り分け、下側のカブは内側5㎜程をスプーン
でくりぬく。
くりぬいた身は粗みじんに刻む。
⑶ 海老は背ワタを取って包丁で粗くたたき、麩・塩
小さじ1/3・酒大さじ1を加えて、さらに細かくた

ん広場NE W S
やっちょ

たく。そこへ⑵の刻んだカブを加えてよく混ぜ
る。それを4等分にして丸くまるめ、
カブに入れて
ドーム状に形を作る。
⑷ ⒶとⒷを鍋に入れた後、海老を詰めたカブを並
べ入れる。その隙間にカブの上側部分を入れ、強
火にかける。煮立ったら、中火で15分程煮る。
⑸ 最後に小松菜を加えてさらに煮る。片栗粉大さじ
1を水大さじ1で溶いてとろみをつけたら完成。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』
HOROSCOPE

【あん】
だし汁...............2カップ
砂糖..................大さじ1
Ⓐ 酒......................大さじ2
塩......................小さじ1
醤油....................... 適量
【あんの具材】
人参細切り.........1/2本
Ⓑ
しいたけ細切り...... 2個

3月のオススメ
「いちご」
やっちょん広場では、甘味が強く食味の良い和歌
山県のブランド品種
「まりひめ」
や、甘味と酸味のバラ
ンスが良い
「紅ほっぺ」
などが多く出荷されます。いち
ごには果物の中でもトップクラスと言われるほどビタ
ミンCが豊富で、免疫力を高めるなど多くの作用が
あるため、旬の時期にぜひ摂取したい栄養素ですね。

3 月の星占い

■材料
（2人分）
カブ................................小4個
むきえび........................100g
麩...................................... 10g
小松菜（食べやすい大きさに切る）
......................................1/2束
塩............................ 小さじ1/3
酒.................................大さじ1
片栗粉.........................大さじ1

『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

3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

春に心躍りそう。
これからの計画を立てると良いアイデアが浮かぶはず。
下旬から運勢は上昇を開始!

健康運

ゲーム感覚でできる運動にツキがあります

Triangle 2021.3
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かつらぎ町下天野

奥田

ふうり

楓莉ちゃん（10ヶ月）

お母さん…智子さん

人ん。顔を合わせた途端、満面の笑みで歩み寄って来てくれ

懐っこくてかわいらしい笑顔がチャームポイントの楓莉ちゃ

て、ギュッと指を握り続けてくれていました。はじめましてのごあい
さつかな♪
普段はおもちゃで遊んだり、テレビ番組の「いないいないば

あっ!」
を見ながら、お兄さんとお姉さんの真似をしたりして楽しく
遊んでいます。また子ども用の押し車を使って歩く練習をしてい
る真っ最中。一人前にあるくにはもう一息ですが、最初の一歩を

踏み出せるようになってきました。楓莉ちゃんは初めてのことでも
怖がらず意欲的にチャレンジすることが多いそうで、
これからたく
さんのことに興味を持って成長していく姿が楽しみですね。
そしてお母さんは、動画を撮りながら見守っていた寝返りをし
た瞬間が一番の嬉しい思い出と話し、
「笑顔を大切に、みんなから
愛されるように育ってほしい」
と想いを綴ってくれました。楓莉ちゃ
ん、愛情をたっぷりもらって幸せいっぱい笑顔の絶えない毎日を
送ってね!

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

ひっそりと
人気上昇中!

く

お

う

たこ焼「久王」

京奈和自動車道かつらぎ西ICに接続する県道125号
線沿いに店舗を構え、
昨年3月にオープンしたばかりのた
こ焼
「久王」
。
大阪府と和歌山県とを結ぶアクセス通りでも
あるため、
多くの人が立ち寄って口コミで評判が広がり、
最近ではテレビで取り上げられるなど大人気です! 早く
行かないと売り切れていることもしばしば…。
味付けは、
ソース、
ポンズ、
塩、
塩マヨの4種類があり、
2

2月

種類の味を食べ比べできるハーフ味がおすすめ。新作も
考案中だそうです♪
小腹が空いたおやつ代わりに、
たこ焼はいかがですか?
お店では気さくな店主さんがお出迎えしてくれますよ。
─所在地─
場所 かつらぎ町笠田中484-1
営業時間 平 日：11時～18時
土日祝：10時～18時
※無くなり次第終了
定休日 火・水曜日
アクセス
（お車で…）
・笠田小南交差点
（国道24号）
を北方面へ、
県道125号を北方面へ約500m先左側。
・京奈和自動車道かつらぎ西IC下車後、
剣道125号を南側へ約1km先右側。

10 個…500円
6 個…300円
3/6土・7日
オープン
1周年記念
割引券、粗品
プレゼント!

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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