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田中 冬美 さん（19）
■ 橋本市学文路

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。

映画やドラマを観ることです。

Q

得意なことは何ですか?

Q

行ってみたい場所は?

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?

お箏。

新潟県の粟島。

読み切れていない本を消化したいです。

アクティブなおばあちゃん。

小説：伊坂幸太郎さんの小説
アーティスト：嵐、
aiko
スポーツ：卓球

田中 冬美さん、
ありがとうございました!
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P講座

大人の女子力U
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女性 大学

「新しい趣味や仲間を見つけたい!」
一緒に楽しく学びながら、
自分の好きなことを発見してみませんか?
第

8期

受講生大募集

■申込締切／2021年4月26日
（月）

■対 象 者／橋本市・伊都郡在住の女性（20歳〜59歳までの方）

■募集人数／20名

（全11回分）
※女性会加入年会費含む
■受 講 料／10,500円

※主な開催場所は、JA紀北かわかみ本店別館2階です。

■便利な託児コーナーをご利用ください

小さなお子様同伴ではなかなか参加できなかった講座に安心して
ご参加いただけるよう、受講中は臨時託児コーナーでお子様をお
預かりします。

1教室

お申し込み
お問い合わせ

500円

JA紀北かわかみ 生活課

☎0736‑42‑2325
橋本市高野口町名古曽925-1

新型コロナウイルス感染症対策を徹底しています！

Happiness

第8回 JA 紀北かわかみ 女性大学開講♪ 2021年度カリキュラム
年月日・時間

講義

2021年
①

②

開講式＆講演会
演題「はじめの一歩
5月25日（火） 10:00～12:00
〜ココロはまんまるお月さま〜」
講師 淺田 慈照さん
ウォーキング教室
6月29日（火） 10:00～11:30
講師 元宝塚歌劇団 花組 廣田亜樹子さん

③

7月28日（水） 13:00～16:00 女性フェスタ

④

8月24日（火） 10:00～12:00

オリジナルアロマスプレー作り
講師 セラピスト 福田 由佳さん

⑤

9月28日（火） 10:00～12:00

秋の和菓子体験
講師 金澤寿翁軒 金澤 孝則さん

⑥ 10月26日（火） 10:00～12:00

多肉植物教室
アレンジメントフラワー講師

⑦ 11月25日（木） 日帰りの旅

日本の魅力再発見 ! お楽しみツアー

⑧ 12月 7日（火） 10:00～12:00

クリスマスハーブクラフト教室
講師 は〜ぶ工房もくもく 川内 和子さん

硲 僚子さん

2022年
⑨

⑩

⑪

柿の葉寿司作り
講師 女性会
文化講演会
演題「笑顔の魔法力」
2月予定
13:00～16:00
〜コミュニケーションで若返り〜
講師 河野 景子さん
出会いに感謝して
3月 8日（火） 10:00～13:00
卒業式
1月25日（火） 10:00～12:00

日時・内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

水 稲 農 家 の 皆 様 へ

水稲でのドローンによる
農薬散布受付説明会の開催について
本年も、JA 紀北かわかみでは水稲でのドローンによる農薬
の空中散布作業を、業者委託により実施させていただきます。
下記の日時・場所で受付説明会を開催させていただきますの
で、
参加いただきますようご案内させて頂きます。
─ 開催日時・場所 ─

令和3年3月29日
（月） 午後1時30分～

JA 紀北かわかみ 旧信太グリーン店

─ 説明内容 ─
①ドローンによる空中散布について
（動画による説明）
②利用料金・申し込み方法について
③その他
Triangle 2021.4
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組 合 員・ご利 用 者の皆 様へ

経済事業改革のご報告
令和３年３月
ＪＡ紀北かわかみ
平素はＪＡ事業にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
経済部門では、『組合員に良い品を１円でも安く提供する』を最重点課題とし、自己改革の実践に取り組ん
でおります。この課題を達成するため、令和２年度より経済実践プロジェクトチームを立ち上げ検討を重ね、
11 月に開催しました各支店別運営委員会で中間報告をし、各支店のご意見を賜りその
ご意見も踏まえ十分検討を重ねてまいりました。
その結果、経済部門の課題を克服する手段の一つとして、令和３年３月より各支店の
購買事業を橋本資材センター及びかつらぎ資材センターに集約することに致しました。
今後の購買事業は、集中・集約による効率性及び専門性を高めるとともに、固定費の
削減も実施することで経済部門の最重点課題を達成出来るよう努力いたしますので、組
合員の皆様にはご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

令和2年度 JA 独自事業結果報告
目

的

地域農業の振興と農家所得の向上を目的として、年間1,000万円の予算枠で実施する。
事業内容は、生産専門委員会及び営農課を中心に樹立し、理事会で決定する。
対象者は、JA 紀北かわかみ管内に住所を有する組合員に限る。

単位：円

年

度

野生獣対策

柿優良品種対策
個性化商品対策

令和2年

事業内容
ワイヤーメッシュ
鉄筋
電気柵
シカよけ網
ポール
十字キャップ
紀州てまり苗木

予算額

500万

150万

甘熟富有柿白袋

固形アルコール
作業効率向上対策 空調服
なばな種子
市場向け野菜対策 かぼちゃ種子
美味黒早生枝豆種子
直販向け野菜対策 やっちょん広場野菜被覆資材・種子・苗
ロビンフッド
モスピラン顆粒水溶剤250ｇ
クビアカツヤ
カミキリ対策
モスピラン顆粒水溶剤500ｇ
スプラサイド M
計

150万
80万
30万
40万
50万
（100万）
緊急対策

取扱数
10,800枚
10,870本
10台
32枚
90本
90個
1,608本
308個
(100枚入り）
大缶327・小缶67
55着
20袋
23袋
94袋
11件
78本
32袋
147袋
41本

1,000万

助成金額
3,780,480
308,893
35,460
689,832
72,602
1,390,848
276,800
10,890
23,283
131,515
225,892
66,768
147,909
7,161,172

※令和３年度も、JA 独自事業では地域農業振興と農家所得向上を目的として年間1,000万円の予算枠で実
施します。

詳しい事業内容は、
トライアングル３月号折込チラシをご覧いただき、各支店、資材センターでお申込み下さい。
JA 独自事業は、JA 共済「地域・農業活性化」対策の協力を得て行っています。
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4 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

ちぐはぐだった状況が解消していきます。
積極的なコミュニケーションで心の距離も接近。
買い物は後半が吉

健康運

食事のバランスに気を使って。
早寝にツキ

令和3年度

県単独補助事業

日本一の果樹産地づくり事業
産地と高級百貨店等マーケットが連携し、戦略品種の早期産地化を目指した改植・高接の促進や、輸出専
用産地の育成、高品質化につながる施設の導入等の取組を総合的に支援します。
1 事業概要
①戦略品種への改植・高接
②新技術・新機器導入
（ソーラー揚水システム、アシストスーツ、鮮度保持資材、風
呂敷摘果資材等）
③小規模園地整備（園内道・平坦化・排水性向上など）
④高品質化につながる機械施設整備
（防蛾灯（黄色灯除く）
、マルチ・節水型かん水施設、完熟栽
培用資機材、ハウスの高度化など）

戦略品種の
早期産地化

輸出の促進

生 産 対 策
の

強

3 採択基準

化

事業実施1園地の最小単位は、地続きで2a以上で
あること等
見積もりの際に著しく高額な事業費となる場合
は、申請書提出前にご相談ください。

県単独補助事業説明会
（2会場にて実施）

①輸出専用産地づくりにむけた改植・高接
②防風ネット（輸出用園地への導入に限る）
③輸出検疫対応施設、冷蔵・冷凍施設などの流通施設

令和3年

①新技術・新機器導入
（ソーラー揚水システム、アシストスーツ、鮮度保持資材、風
呂敷摘果資材等）
②小規模園地整備（園内道・平坦化・排水性向上など）
③高品質化につながる機械施設整備
（防蛾灯（黄色灯除く）
、マルチ・節水型かん水施設、完熟栽
培用資機材、ハウスの高度化など）
④集出荷貯蔵施設などの流通施設

令和3年

JAかつらぎ支店 2階会議室

1/3 以内

（戦略品種・輸出産地づくり向けた改植・高接は1／2以内）

4月8日（木）午後1時～

JA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。申請が多い場合は、新規
申請者を優先とさせて頂きま
す。
（前年度申請者は、受付後
に本年度の辞退をお願いする
場合があります）

※新型コロナウイルス感染症の影響等により説
明会が開催できない場合は、つたえるネットに
てお知らせします。

2 補助率
事業の実施に要する費用の

4月6日（火）午後1時～

お問合せ

本店営農課

労働力不足で

お困りの組合員さまへ

４３－２５５５）

（☎0736-

＜無料職業紹介所イメージ図＞

「わかやまの農業で働こう！」
JAグループ和歌山農業求人サイト

当 JAでは、組合員の労働力不足への対策として、JA 紀
北かわかみ無料職業紹介所を昨年3月に開設し運営して
おります。昨年度については、
コロナ禍の中多数の成立条
件となり、今年度も引き続き運営しておりますので、求人を
希望される方はご相談ください。

農家への求職も募集しております
お問合せ

・
索
検
ト 込
ゴ 申
シ
お 求職

JA の無料職業紹介所
紹介・斡旋（マッチング）

求

人
申
込

雇用契約

JA 紀北かわかみ営農課

0736-43-2555

4 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

地域にお住まいの方
（求職者）

全体運

運勢は良好。
友人との交流が多くのものをもたらしてくれそう。
少し先の計画のための下調べも吉と出ます

健康運

激しい運動や難しいメニューにも挑戦を

農家
（求人者）

Triangle 2021.4
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【営農課】配信動画撮影

動画で農業技術を配信

↑配信動画の撮影風景。

営農課では、
コロナ禍で実施できなかった剪定講習会での剪定作業風景の動画を撮影し、動画配信
サービスYouTubeを利用して限定公開を行っています。この動画は当JAホームページの新着情報
（営農）
から視聴できるよう掲載しており、あわせて果樹の令和3年防除暦・施肥例の変更点の説明動
画も公開しております。ご興味のある方は、ぜひご視聴ください。
（※動画再生には通信料が発生いたします）

【営農課】青色申告事前相談会、税理士相談会実施

1年の総決算、確定申告

当JA管内の納税協会員を対象に、青色申告の事前相談会、個人別税理士
相談会が管内で行われました。確定申告は農業者にとって1年の総決算で
す。事前相談会では記帳方法などについて営農指導員に尋ね、税理士相談
会では確定申告書類の確認をはじめ、経営移譲した場合の譲渡所得につい
て、
またその他疑問点などを相談しました。当JAでは、納税協会の加入を随
時受け付けております。

↑青色申告事前相談会に参加した納税協会員と説明する
営農指導員。

【営農販売部】令和3年度米国向け柿の輸出説明会開催

柿輸出でPR! 販路拡大へ
2/

3

営農販売部は、米国に向けた柿の輸出に関する生産者説明会を
本店4階大会議室で行いました。当日は管内の柿生産者14人
が参加。説明会では、JAの担当者が令和2年度産の販売実績の

報告と米国向け柿の栽培管理
（使用可能な農薬など）
・出荷方法について説
明し、県の担当者からは、生産取り組みに対する補助事業利用について説
明されました。
当JAは2017年10月に米国で柿の生果の輸出が解禁されたことを受け、

↑令和3年度米国向け柿の輸出説明会の様子。

その翌年1月から同国での柿の販売に取り組み、本年も販路拡大に向け米
国に対する輸出を行う方針です。今後は、園地の事前登録、病害虫防除や使
用農薬など米国側の厳しい検疫条件に対応できる柿栽培の確立に生産者
と共に取り組んでいきます。
営農販売部の担当者は、
「生産者にとっては、残留農薬基準が国内向けとは
異なり、栽培管理が大変だが、1円でも多くの手取りをとっていただき、農家
所得の向上に本年度も進めていきたい」
と話しました。
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4 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

かみ合っていなかった状態が解消へ。
話し合いは焦らずゆっくりと進めて吉。
身近な人が味方になってくれます

健康運

体を柔軟にする運動を多めに取り入れて

【営農課】営農指導員グループ発表会実施

1年間の研究成果を発表
2/

3

営農課は、営農指導員グループ研究発表会を本店4階大会議室
で実施しました。地域農業の発展のため、各地域で問題視され
ている事柄について研究し、営農指導員としての資質向上を目

的として毎年開催しています。今回は、4人1組の4グループが各々の課題
について1年間研究に取り組み、代表者が研究成果を発表しました。当日は
JA役職員、
生産専門委員長、
副委員長が審査員となりました。
発表では、
「クビアカツヤカミキリ対策について」
の研究に取り組んだ果樹C

↑↓営農指導員グループ発表会の様子。

グループが最優秀賞に選ばれ、3月に開催予定の和歌山県技術員協議会で
他JAと研究成果を競い合います。
営農課の担当者は、
「今回の発表内容を全指導員が共有して、農家の問題
解決・所得向上に生かしていきたい」
と話しました。

【女性会】女性大学

春にぴったり! いちご大福と柚子の種化粧水作り

10

2/

女性大学第5回教室で、いちご大福と柚子の種化粧水作りに
挑戦しました。いちご大福には、女性会会長の藤形さんのいち
ごファームで栽培された和歌山県オリジナル品種
「まりひめ」
と、

北川製餡所
（高野口町）
の
「白あん」
を使用し、甘くて美味しいいちご大福に
仕上がりました。また、柚子の種化粧水作りはワンカップ
（日本酒）
に柚子の
種を入れて2週間待てば完成と大変作りやすく、
しっとりとしたテクスチャー

↑いちご大福作りの様子。

で柚子の様々な効能がお肌を潤してくれます。参加者のみなさんは、いち
ご大福作り、化粧水作りとも、
とても楽しんでいただきました。

↑手作り柚子の種化粧水。

お詫びと訂正
2021年3月号トライアングルで下記のとおり誤りがありました。お詫び申し上げます。

【P13

理事会だより】

・2021年2月号と同様の内容を掲載していた為、当号P13に2ヶ月分の理事会だよりを掲載しております。

【P16 かきたんのおでかけ日記】
アクセス
（お車で…）
（誤）
剣道125号を南側へ約1km先右側。
（正）
県道125号を南側へ約1km先右側。

4 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

あれこれ課題が出てくるときですが、
正面から取り組めばクリアできます。
考えを整理整頓して。
部屋の片付けも◎

健康運

注意力が散漫に。
切り傷に気を付けて

Triangle 2021.4
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4 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！

接ぎ木と摘蕾を実施しましょう
㎝程度

10 15

柿は展葉期、新梢伸長期を迎え、摘蕾作業など本格的な作業が始まり

ます。桃、
スモモなど夏果実類も開花期を迎え、
受粉作業や防除など忙し

形成層

くなってきます。また、気温の上昇に伴って下草の生育が旺盛になります
ので、作業に集中して臨めるように園地の除草を行ってください。

切断面
刃を入れる方向

柿の接ぎ木
接ぎ木は新しい品種を導入する場合や、品種構成を変える場合に行います。

台木となる樹が発芽し始める3月下旬～4月中旬が適期となります。この方法

は、苗木を植えるよりも成熟に至るまでの期間が早く、短い生育年数で出荷
が可能となります。
■接ぎ木の手順

【切り接ぎ】
（テープ巻前） 【割り接ぎ】
（テープ巻前） 【腹接ぎ】
（テープ巻前）

①パラフィン処理
（ろう付け）

接ぎ木作業の前に穂木の乾燥を防ぐため、パラフィン処理
（ろう付け）
を

行います。パラフィンを90度程度に湯煎で熱し、溶かしたパラフィンに穂木

③接ぎ木後の管理作業

接ぎ木後は台木の芽が多発するため、樹幹が日焼けしない程度に芽か

をさっとつけます。パラフィン処理の他に、穂木をメデールテープで巻く方

きを行いましょう。また、接ぎ木部はコスカシバなどの害虫に加害されやす

法もあります。

②方

いので、下記の薬剤防除を行ってください。

法

病害虫

穂木は形成層が見えるよう、
くさび形に削ぎます。台木は接ぐ位置で切

断し、ナイフで切り込みを入れます。台木と穂木の形成層同士をしっかりと
合わせて、雨水が入らないように接ぎ木テープで結束します。接ぎ木の方

法には、切り接ぎ・割り接ぎ・腹接ぎ等があり、柿の場合は主に割り接ぎを

ヒメコスカシバ

防除薬剤
トラサイドA乳剤

200倍

収穫前日数

使用回数

産卵期～幼虫食入初期迄
（但し収穫30日前迄）

2回以内

※樹幹部のみ散布する
（葉や果実にかからないようにする）

行います。

病害虫防除

気温の上昇に伴い、病害虫の発生が増加し本格的な防除が始まります。各品目適期防除に努めてください。昨年、発生の

多かったケムシ類や夏果実類のアブラムシの発生に十分注意してください。近年問題となっているモモのせん孔細菌病やス

モモの黒斑病防除は、降雨前の散布を心掛けてください。
防除時期

適用病害虫

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

富有

フェニックスフロアブル 4000倍 7日前迄 2回以内
ケムシ類・ヒメコス
4月中下旬
カシバ・フタモンマ ※カイガラムシ類多発園では、越冬幼虫が新梢に移
（展葉期）
動する頃にコルト顆粒水和剤2,000倍（前日迄/3
ダラメイガ
回以内）
を散布する。
4月下旬～ 落葉病・炭そ病・ア ジマンダイセン水和剤
5月上旬
ザミウマ類・カイガ またはペンコゼブ水和剤 600倍 45日前迄 2回以内
（新梢伸長期） ラムシ類・ケムシ類 オリオン水和剤40
1000倍 21日前迄
1回
マイコシールド
1500倍 21日前迄 5回以内
1000倍 前日迄
3回以内
せ んこう細 菌 病・灰 トリフミン水和剤
1000倍 14日前迄 2回以内
4月上中旬 星病・黒星病・アブラ オリオン水和剤40
（開花終了期） ムシ類・シンクイムシ ※アブラムシ類多発園では、オリオン水和剤40にか
類・モモハモグリガ えてアドマイヤー水和剤1500倍（3日前迄／2回以
内）
を散布する。
マイコシールド
1500倍 21日前迄 5回以内
3回以内
せ んこう細 菌 病・黒 アミスター10フロアブル 1000倍 前日迄
2000倍 前日迄
3回以内
4月下旬
星病・灰星病・アブラ モスピラン顆粒水溶剤
（新梢伸長期） ムシ類・シンクイムシ ※果実赤点病多発園では、アミスター10フロアブル
類・モモハモグリガ
にかえてダコレート水和剤1,000倍（3日前迄/3回
以内）
を散布する。

品目
スモモ

カキ

刀根・平核無

品目

Triangle 2021.4

4 月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

適用病害虫

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

アグレプト水和剤
1000倍 30日前迄 2回以内
ベルクート水和剤
2000倍 3 日前迄 3回以内
1000倍 7日前迄 3回以内
4月上中旬 黒斑病・灰星病・アブ オリオン水和剤40
（展葉期） ラムシ類・ケムシ類 ※アブラムシ多発園では、オリオン水和剤40にかえ
てアドマイヤー水和剤2000倍（21日前迄／2回
以内）
を散布する。
マイコシールド
1500倍 21日前迄 4回以内
3000倍 前日迄
3回以内
か い よう病・黒 星 スコア顆粒水和剤
4月上旬
1000倍 7日前迄 3回以内
病・アブラムシ類・ オリオン水和剤40
（果実小豆粒大）
ケムシ類
※コスカシバについては、スカシバコンL（ 50本／
10a）
を広面積で実施しても良い。
（予約分のみ）
マイコシールド
1500倍 21日前迄
ペンコゼブフロアブル 1000倍 21日前迄
スプラサイド水和剤
1500倍 14日前迄

ウメ

モモ

8

防除時期

4月下旬

4回以内
3回以内
2回以内

か い よう病・黒 星 ※アブラムシ類多発園ではスプラサイド水和剤にか
病・カイガラムシ類 えてアドマイヤー水和剤2000倍（21日前迄／2回
以内）
を散布する。
収穫前日数を厳守する。
（21日前迄）
例）小梅5月20日収穫の場合、4月29日迄

全体運

慎重さが必要です。
楽観視していると足元をすくわれる恐れが。
いつもの作業も丁寧に。
確認もしっかりと

健康運

持病の悪化に気を付けて。
日頃からケアを

4月の天気

令和3年2月24日 大阪管区気象台発表

橋本資材センター

……TEL.0736-33-2300

西日本では、天気は数日の周期で変わりますが、
平年に比べ晴れの日が多いでしょう。降水量は、西
日本で平年並または少ない確率ともに40％です。

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

着率が低下するため注意してください。接ぎ方は、台木を切って接ぐ
「切り接

柿の摘蕾
柿の摘蕾は、大玉果生産や生理落果・隔年結果・ヘタスキ軽減のための重

要となってくる作業です。刀根早生・平核無は蕾の形が確認できる頃から、富

有柿は遅れ花
（2番花）
が除去できる頃から始めましょう。作業の遅れは貯蔵
養分の浪費につながりますので、開花までに終わらせるようにしましょう。
■摘蕾の方法

1結果枝に1蕾とし、葉が5枚以下の弱い枝はすべて摘蕾してください。ま

た、残す蕾は結果枝中央の下向きもしくは横向きで、ヘタの大きな緑色の濃
いものにしましょう。

上向きの蕾や奇形果は品質が劣りますので、摘蕾で必ず取り除きましょう。

また、新梢の先端部は遅れ花
（2番花）
が発生しやすいので、出てきたらすべ
て摘蕾しましょう。

ぎ」
と、枝の側面を切り込んで接ぐ
「腹接ぎ」
があります。一挙更新する場合は、
枝がない場所には腹接ぎ、枝がある場合は切り接ぎというように両方を組み
合わせて行うと効果的です。

①台木は、
ゴマダラカミキリムシなどの被害がない健全樹を使用しましょ
う。穂木は、品種・系統が明確で、
ウイルス感染していない樹から1年生
の春枝・夏枝などを採取してください。

②穂木は乾燥しないようにメデールテープを巻いておきます。

③穂木の切り方は、芽を2芽ほど残し、外側の面
（写真1）
は角度が30度程

度になるよう削り
（写真2）
、台木に接する面
（写真3）
は形成層がきれいに

出るように薄く真っ直ぐに削り

形成層（薄緑色の膜）

ます。

④台木を切り込み、調整した穂木

と台木の形成層がぴったり合わ
さるように差し込みます。穂木

が動かないように接ぎ木テープ

でしっかりと固定し、切り口は乾
燥しないよう覆います。

⑤隙間がある場合は癒合剤（トッ
刀根早生・平核無柿の摘蕾基準

富有柿の摘蕾基準

※樹勢の強い頂芽には着蕾させないようにしましょう。

プジンMペースト）
を塗布してく
止のためにホワイトンパウダー

◎極早生柿の芽かき

極早生柿は、結果母枝先端部の節間が短く、摘蕾作業がしにくく手間がか

の3倍液を枝・幹に塗布してください。

かります。このため、摘蕾作業と同時に結果母枝の上芽と下芽から出た新梢

を中心に芽かきを行ってください。芽かきを行うことで、摘蕾作業の効率化が

図れます。ただし新梢の間引き過ぎは、果実肥大に影響するおそれがあるた

め、新梢発生数の2～3割程度にとどめてください。

かいよう病は、病原菌が気孔や傷口、
ミカンハモグリガの食害痕などから

また、先月号にも記載しましたが、かいよう病が発生しやすいネーブル・は

★受粉 モモは自家親和性があるため、
花粉を持っている品種であればそのま

ま結実することができます。
しかし、
花粉を持たない品種
（川中島白桃）
は受粉が

必要となります。受粉の方法には、
ミツバチを利用した受粉方法もありますが、
天候によって活動が抑制される場合がありますので、
人工受粉を行うようにしま

しょう。

モモ・ウメの施肥例
4月下旬

◦かいよう病

色のコルク化した病斑が形成されます。

花粉の多い品種では摘蕾を必ず実施しましょう。
（先月号参照）
。

品

病害対策
感染し、降雨によって増殖した菌が飛散します。症状は、葉や新梢、果実に褐

モモの摘蕾・受粉

施用時期

写真1
写真2
写真3
外側の面 （角度は約30度） 接する面

ださい。また、台木の日焼け防

種

るみ・レモン以外の柑橘類にも発病する場合が見受けられます。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底しましょう。

かいよう病多発園では、薬剤防除とともに、感染した夏秋梢の除去や防風

林・防風ネットの設置なども考慮に入れて対策を行ってください。
防除時期
3月下旬～4月上旬
（発芽前）

10aあたり施用量

モモ

硫加

10㎏

ウメ

燐加安366号

30㎏

病害虫

防除薬剤

収穫前日数 使用回数

60倍
かいよう ＩＣボルドー66Ｄ
病
アビオン-E（展着剤） 1000倍

規制なし

規制なし

※3月にマシン油乳剤を散布した園ではコサイド3000 2000倍、
加用カルワン 1000倍（カルシウム肥料）
を散布する。

◦そうか病

そうか病の主な伝染源は旧葉の越冬病斑で、発芽期から気温が低く、降雨

柑橘

が多くなるほど感染が拡大していきます。症状としては、いぼ型病斑や、
かさ

高接ぎによる品種更新

防除時期

高接ぎを行うと、未収穫期間を短縮して品種更新を行うことができます。高

接ぎ適期は4月上旬～5月ですが、時期が遅れると切り口から樹液が流れ、活

HOROSCOPE

発生が増加しているため、発病枝の剪除と発芽～展葉期
（最も伸びた春芽が
1㎝程度の時期）
の防除を徹底しましょう。

高接ぎの方法

4 月の星占い

ぶた状の病斑が、葉・枝・果実に発生します。近年では、温州みかんやレモンの

てんびん座

9月23日〜10月23日

4月中旬～5月上旬
（発芽〜展葉期）

病害虫

防除薬剤

そうか病 ナリアＷＤＧ

全体運

忙しくなりそう。
行動的なほどツキに恵まれるので、
頼まれ事はできるだけ引き受けて。
プレゼント運あり

健康運

楽しみながらできる運動が◎。
いろいろ試して

収穫前日数 使用回数
2000倍

14日前迄

3回以内

Triangle 2021.4
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野菜の
楽園
117

Vol.

■サトイモ

サトイモ
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
▲…定植 ■…収穫

サトイモを楽しむ!
熱帯アジア原産のサトイモは、
日差しと高温は好みますが、乾燥
を嫌うので、乾燥に強い土づくり・
栽培をすることが大切です。病害虫に強いので栽培しやす
く、4～5株植えておけば一家に十分な収穫量です。

■植えつけ
植え付けは桜の開花期前後が適期です。種イモは深さ10㎝程度
の溝の中へ芽を上にして置き、覆土は5～6㎝の厚さにします。早生
種は株間30～40㎝、中生種は株間50～70㎝、晩生種は株間75㎝
で1条植えとします。
■栽培管理
●マルチ被覆
植え付け後、
黒マルチをすると発芽が早くなり、
雑草も防ぐことが
できます。乾きやすいところでは畝にたっぷりかん水してからマル
チで覆います。植えつけ後1ヶ月で芽が出てくるので、その部分の
マルチを切って芽を外に出します。マルチ栽培のときは5㎝ほど深
植えにしておき、1回目の土寄せを省略します。マルチは生育が盛
んになってきた頃
（6月下旬頃）
地温上昇を見て除去します。
マルチ

■栽培のポイント
★乾燥しやすい土地は避けましょう。
★生育適温は25～30℃と高く暑さには強いですが、寒さや霜に
は弱いため早植えはしないように注意しましょう。
（4月頃が植え
付け適期）
★種イモはふっくらと丸みを帯び、中身が充実しているものを選び
ましょう。

●除草・追肥・芽かき・土寄せ
本葉5枚の頃、追肥と除草を兼ねて化成肥料を畝の両肩にばら
まき、土を寄せます。このとき太い芽を1本だけ残して他はかき取
ると大きなイモが育ちます。芽かきをしない場合には小さなイモ
がたくさんできます。芽かきの有無はどちらでもかまいません。

■主な品種
土垂…晩生種で貯蔵性が高く、肉質もねばりがあり煮くずれしにくい
石川早生…早生種で子芋は他の品種に比べ小ぶりで、蒸し芋や煮物
にされることが多い

その1カ月後（早生種は2週間後）、同様に2回目の土寄せをし
ます。このときは子イモから出た小さな芽を土で押さえるように
土寄せします（※土寄せすることで、保湿
が高まります）。
最後の土寄せと2回目の追肥は梅雨明
け直前に行います。8月以降の土寄せは 第一回
土寄せ
化成肥料
断根の恐れがあるので行いません。
※梅雨明け以降の追肥は、窒素過多になり
イモにえぐみが出る原因になるので避け
ます。

■畑の準備
乾燥が続くと生育が悪くなるので、かん水のできる圃場を選定しま
す。根が1m程度伸びるので、深めに耕しておき、幅110～120㎝の
畝を用意します。
■施肥例（本圃10aあたり）
時 期

肥料名

施肥量

元 肥

定植前

やさい有機（8-8-8）

150㎏

追肥1回目

6月下旬（本葉5枚頃）

やさい有機（8-8-8）

50㎏

7月中下旬（梅雨明け直前） やさい有機（8-8-8）

50㎏

追肥2回目

●かん水・乾燥対策
7月頃から子イモが大きくなり始めるので、
乾燥するときは畝間かん水をします。水が足
りないと株が弱り、
イモの生育が止まります。
下葉が枯れだした時は早急に大量のかん水
をしてください。
2回目の追肥が終わったら、
補助的な乾燥
対策としてワラなどを畝全体に敷きましょう。

土壌改良材として、有機質堆肥3t、苦土セルカ2号100㎏を施用します。
※腐葉土などの腐植質の堆肥を入れると、土そのものにスポンジ効果が生まれ、
保水力を高めます。

■種イモの準備
種イモは60～70gで、ふっくらと丸みを帯び、中身が充実している
ものを選びます。
良

不良

Triangle 2021.4

4 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

子イモの芽が伸び
ていたら倒して土
で埋める

第二回土寄せ

●収穫
霜が降りる前に、子イモや孫イモがはずれないよう株ごと丁寧に
スコップで掘り上げます。

種イモは芽が傷んでいない
ものを選びます。
（10a当たり180～240㎏）

10

芽が伸び出してきたら、
先端が焼けないうち
にフィルムを破いて芽を外へのぞかせます

全体運

イライラする要素が減り、
行動範囲が広がっていきます。
「楽しみ」な予定を入れて、
生活にめりはりをつけて

健康運

夜更かしは控えて。
早起きしての散策は◎

組合員・利用者の皆さまへ

ATM稼働時間の変更
いつも JA 紀北かわかみ金融事業をご利用いただき誠に有難うございます。この度、松源橋
本林間店 ATM（現金自動支払機）の稼働時間を令和3年4月1日より下記のとおり変更する
こととなりました。ご利用の皆さまには、大変ご不便をおかけし
ますが、
ご理解のほど宜しくお願いします。

令和3年3月31日
（水）
まで

8：00～21：00

令和3年4月1日
（木）
以降

9：00～21：00

紀北分院からの

ちょっといい話

放射線部での検査
（MRIとCTの違い）
について
MRIとCT、
どちらの検査装置も当院にはありま

検査であることに変わりありません。

す。簡単に言うと、MRIは磁気を使って体内を検査す

付け加えますが、CTなどの、放射線を用いる検

る装置で、頭文字のMは磁気を意味するMagnetic

査では、その分野の専門家である診療放射線技師

です。CTは、エックス線という放射線を使った検査

が、体への影響を最小限に抑えつつ、医師が診断す

機器です。前者は、体内の至る所にある水と脂肪を

るうえで有効な画像を提供することを日々考えなが

利用して、画像として描出します。脳や骨盤内、背骨

ら検査していますので、安心して受けていただけま

の中の神経など骨に囲まれた臓器の描出には威力

す。心臓ペースメーカーを埋め込んでおられる方、

を発揮します。ただ、検査時間が長く、大きな音がし

妊娠または、その恐れのある方は、検査の前に必ず

て、狭い筒状の検査装置に入らなければいけないと

医師、診療放射線技師に申し出てください。エックス

いう短所があります。後者は、体に悪影響が現れな

線は、検査に用いることで人々を救う奇跡の光線で

い範囲での放射線量で、全ての体内の、主に輪切り

あり、発見してくれたレントゲン博士に感謝します。

の画像を短時間で作ってくれます。短所は、
エックス
線が体を通過する時の吸収差で画像にしている関
係から、凸凹のある骨に囲まれた臓器の描出には少
しの画像の歪みを伴います。診察をする医師は、
ど
ちらを選んだ方がより良い画像診断ができるかを、
多くの知識と経験から判断した上で検査を選んでい
ます。どちらも何の痛みも感じることなく、体の中を
透かして見る事ができる検査という点では、優れた

紀北分院

放射線部

技師長

山田 英之

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

4 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

注目を浴びる月。
見られているのを意識して積極的にアピールを。
好結果が得られます。
買い過ぎには気を付けて

健康運

筋トレなど本格メニューで体力アップを

Triangle 2021.4
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A コープかつらぎ

ド
が
ー
カ
ズ
ー
バ
メン

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!!

入会金
・
年会費無料

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。

※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。

NOSAI わかやまからのおしらせ

安心した農業経営を保障する収入保険に加入しましょう！

収入保険
農作物を出荷
できず収入が

大幅に下がった

すべての農作物を対象に、自然災害やコロナ

禍等あらゆる収入減少のリスクに対応できる

セーフティネットは収入保険だけです！

洪水で畑や
新型コロナウイ
倉庫が浸水して ルスの影響で

しまった

収入が下がった

想定外のリスクに
備えるべきだと思う

お問合せ▶ NOSAI わかやま 北部支所 〒649-6531 紀の川市粉河681-2
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4 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

安心して農業で
き る バックアッ
プが欲しい

TEL：0736-73-6724

全体運

気分の優れないときに無理は禁物。
ぎりぎりまで待った方がうまくいくことも。
後半、
耳寄りな話が入ってきそう

健康運

メンタルケアが大切。
ハーブティーが味方に

法律相談会
4月16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
4月4日（日）・11日（日）・18日（日）・25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1月末現在】
貯金

【前年対比
（%）
】
101.8％

貸出金

196億 1,256万円

103.2％

出資金

48億 6,482万円

104.5％

購買品供給高

13億 1,606万円

販売品販売高

54億 2,893万円（販売課）
4億

長期共済保有契約高

90.4％

394万円（直販課）

4,580億 3,122万円

108.3％
107.3％
97.7％

理事会だより
第235回理事会を2月25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3年度 内部監査計画について
令和3年度 余裕金年次運用方針について
大口金融商品取扱対応の変更について
出資口数の減少について
大口貸付について①
大口貸付について②

※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。

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。
第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案
第 5 号議案
第 6 号議案
第 7 号議案
第 8 号議案
第 9 号議案
第10号議案
第11号議案
第12号議案
第13号議案

令和2年度第3四半期仮決算について
機構改革
（
「部署」
の新設）
について
令和3年度中途採用・令和4年度新規採用方針について
給与規程の一部改正について
母性健康管理の措置に関する規程の制定について
就業規則の一部改正について
特殊勤務者就業規則の一部改正について
令和2年度上半期末農業協同組合自己監査指摘事項に対する回答について
コンプライアンスにかかる連続職場離脱実施要領の一部改正について
紀見グリーン店倉庫の解体工事について
固定資産取得について
（かつらぎ中央総合選果場コンテナ購入）
令和3年度JA独自事業について
出資口数の減少について

② お稲荷さんのお使いです
⑤ 小さな子どもに読み聞かせることも
⑦ 一を聞いて○○○を知る
⑨ ひいて木を切ります
⑪ 赤、
白、
八丁といえば
⑫ 授業が始まる前に鳴ります
⑭ 4月1日のエイプリルフールにはついてもい
いとか
⑯ 金太郎は長じて坂田○○○○となりました
⑱ にっこりするとへこみます
⑳ 精製してガソリンを作ります
 日光市の景勝地の一つ、
○○○の滝

横

第
第
第
第
第
第

縦

2,171億 5,713万円

① 東京の桜の名所。西郷隆盛像があります
② ランチュウやコメットはこの一種
③ ドライバーで締めたり外したり
④ 威力があって速い球のこと
⑥ ムジュンのムが表す物
⑧ 矢をつがえます
⑩ スマホの検索○○○を削除した
⑬ うずら豆は、
○○○○豆の品種の一つです
⑮ 靴を数えるときに使う言葉
⑰ 1000㎏は1○○です
⑲ 漢字で書くと木瓜。美しい花が咲く植物です

※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。

4 月の星占い
HOROSCOPE

ふたご座

5月21日〜6月21日

全体運

活躍が期待できます。
やりたいことや興味のあることを周りに伝えて。
協力してくれる人が現れるはず

健康運

オーバーワークに注意。
休息を取って

先月号の答え

シュンミン
応募総数は31通でした。

Triangle 2021.4
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前谷さんは就農して約5年
目。20代の頃から様々な職場
での仕事を経験し、
自分に合っ
ていると感じた農業という道
を選択されました。現在は先
輩農家さんとのコミュニケー
ションの場を通じてアドバイスをいただいたり情報を共有し合っ
たり、晴れた日は
「これから頑張るぞ!」
と毎日黙々と作業に打ち
込むことができたりと、
とても充実し自分らしく居られる今が一
番良いと話してくれました。息抜きにはご友人と連絡を取り、
また
趣味のネット配信などを楽しんでいるそうです。
橋本市賢堂

前谷

品目 ●柿

栽培

前谷さんは、将来的に国内での消費量を増やしたいという目

全孝さん

標を掲げ日々汗を流しています。そしてこのコロナ禍だからこそ

●八朔

地元に戻って農業に携わり、産地を知ってPRしていくのも良いの
ではないかと農業に対する熱い思いも語ってくれました。

おたより広場
皆さんから届いたおたよりをご紹介しま〜す
●庭にふきのとうが出て、福寿草の黄

●SDGsの取り組みにもつながる
「緑

色い花が開き、みる間に緑の葉と茎が

のカーテン」
を見せていただきました。

出てきました。春を感じる毎日が嬉しい

素晴らしいですね♪なかなかあんな風

です。

には育てられないですが、今年チャレン
（橋本市・Kさん）

●小さな畑で今まで野菜などの栽培を

ジしてみたいと思いました。土づくりか
らしっかりされているんでしょうね!
（橋本市・Nさん）

楽しみにしていましたが寒いこと。そし
て歳のせいで体調がすぐれないことも

●果物、野菜、お花などを買いにやっ

あって、
このところ畑のこともほったら

ちょん広場へ行きます。新鮮で安心で

かしです。もう少し暖かくなれば、少し

す。

ずつでも今までのように気合を入れて
家庭菜園を楽しみたいと思います。
（かつらぎ町・Mさん）

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!

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。

井上 隼司さん
（橋本市）
上霜多加代さん
（橋本市）
太田 常子さん
（かつらぎ町）
辻本 直美さん
（高野町）
米田のり子さん
（橋本市）

先月号の
当選者

編集後記 _editorial note_

（九度山町・Sさん）
2月中下旬にコロナワクチンが第一便、第二便

お便りの宛先

と輸入され、医療従事者から順に接種が始まり
ました。また感染者数もピーク時に比べるとか

●男の料理教室“辛くて旨い!キムチ作

なり減ってきており、月日が経つにつれて少し

りにチャレンジ”
を読んで、私も一から

ずつですが変化して来ているのかなと感じて

手作りのキムチ作りにチャレンジした

います。日常を取り戻すにはまだまだ時間が必

いと思いました。

要となりそうですが、ここで気を緩めずしっか

（かつらぎ町・Mさん）

り対策を継続していこうと思います。あわせて
花粉症対策もお忘れなく。今年は昨年より飛

3 30

締切は 月
日
（火）
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。

散量が多いそうですよ。

※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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4 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

上昇運です。
ゆっくりとですが、
一つ一つ前進していきます。
連絡を小まめに入れると良い気を呼び込めます

健康運

胃腸を大切に。
消化吸収の良いメニューにツキ

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
一日一日を大切に

九度山町慈尊院
よしのぶ

丹下 義信さん（84）・ヨシコさん（79）
柿とみかん栽培を中心に夫婦二人三脚で約50年。お互い一目惚れで、2人仲良く支え
合いながら毎日を過ごして来ました。歳を重ねるに連れて足腰が弱くなり、農業において
出来ることも限られるため現在は地域の人たちの力を貸してもらっていると話す丹下さ
ん夫妻ですが、希望あってこそ張りがあると若い頃から常に前向きに様々なことにチャ
レンジし、諦めない気持ちを大事にされています。
柿栽培においては専門書を熟読して知識を身につけ、その当初地区で初めて摘蕾作
業を実践し、一つひとつの柿が大きく実ることを体験から学んだそうです。また、枝折れ
での義信さんのケガと奥さんのひらめきから低樹高栽培に取り組むなど、当時近隣では
見られない技術にたくさんの農家さんたちが集まり、みんなに技法を教えたことも…と
いう話を伺うことも出来ました。義信さんは、
ここまで来れたのはJA営農指導員の協力、
そして一番に奥さんのヨシコさんの後押しがあったからこそだと、少し照れくさそうに話
してくれました。
今は、
もうすぐ産まれて来るひ孫に会えることが何よりの楽しみ。これからもまだまだ
お元気で、夫婦仲良く毎日を過ごしてくださいね!

？
小鳥さんもお散歩かな

やっちょん広場で野菜詰め放題！

■材料
（2人分）

食菜館の
この逸品

鶏モモ肉..................1/2枚
ほうれん草................... 1袋
玉ねぎ......................1/2個
人参..........................1/3本
オリーブオイル........... 適量

鶏肉とほうれん草のグラタン

有塩バター................. 30g
薄力粉......................... 20g

■作り方
⑴ ほうれん草は半分を湯がいて冷水に浸し、その
後、水気をとり適当な大きさに切っておきます。
残りの半分はざく切りにしておきます。
⑵ 玉ねぎは1㎝幅に切り、人参は細切りにしておき
ます。鶏モモ肉は一口サイズに切ります。
⑶ フライパンにオリーブオイルをひき、玉ねぎ、人参
を加え中火で炒めます。火が通ってきたらざく切
りしたほうれん草を入れ、塩こしょうで炒めます。

ん広場NE W S
やっちょ

⑷ 弱火にしてから有塩バターを加え、
とけたら薄力
粉をふるいにかけながら加え混ぜ合わせます。
⑸ 牛乳を少しずつ入れながらゆっくり混ぜ、
コンソメ
を入れて味付けをします。
⑹ グラタン皿に材料を入れ、
とろけるチーズをのせ
て200℃のオーブンで6～8分軽く焼き目がつく
ぐらいに焼きます。
⑺ 最後に、湯がいておいたほうれん草をグラタンの
上にちらし、さらに2～3分焼いて完成です。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』
HOROSCOPE

塩こしょう.................... 適量
コンソメ................ 小さじ1
とろけるチーズ........... 30g

4月のオススメ
「山菜」
4月に入るとやっちょん広場では、タケノコ・たらの
芽・ワラビなど春の香りを運んできてくれる山菜がた
くさん出荷されます。山菜の一番の特徴は独特の風
味とアクの強さですが、季節の変化を楽しむことがで
きるのも山菜の魅力の一つです。天ぷらなどに調理
しても美味しいですね。

4 月の星占い

牛乳......................... 200㎖

『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

4月の定休日は7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

追い風が吹き、
予定をスムーズに進められます。
考え過ぎず動きやすい方を選択するのが正解。
金運も良好

健康運

血行を促進する軽いメニューがお薦め

Triangle 2021.4
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橋本市紀見ケ丘

辻井

とうま

斗真く

お父さん…鉄平さん

ん
（3歳）

お母さん…祐衣さん

活

発で元気いっぱいな辻井さん宅の斗真くん。4月から始まる幼稚
園生活をとても楽しみにしていて、
「 早く幼稚園に行きたい!」
と

毎日ワクワクな気持ちが止まらない様子です。
斗真くんのお気に入りはゲームキャラクターのマリオ。マリオのぬい

ぐるみはいつも一緒、大の仲良しです。お家では、おもちゃのブロック
で遊んだりごっこ遊びをしたり、大好きなトランポリンでいつも楽しく
遊んでいます。また、休日は近くの公園でパパと一緒にサッカーをする
のも毎週の楽しみです。
最近は自分の名前や年齢を言えるようになり、数字を数えることも
できるようになりました。そして、ママのお腹の中には2人目の赤ちゃん

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

がいます。斗真くんももうすぐお兄ちゃんに、
しっかり面倒を見てあげ
てね! ご両親からは、
「素直な子に育ってほしい。いろんなところへ遊び
に連れて行ってあげたい」
と斗真くんへの想いを綴ってくれました。

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、

4月から右記のように時間変更となります。
ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

令和3年 4 月 1 日〜
営業時間

９時〜１７時

通年

定休日：第一水曜日・年末年始

※ GW・桃・柿などの繁忙期には、
定休日でも臨時営業させていただく場合があります。
満足を超えた感動をすべての人に

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
〒649-7203
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