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西峯 佳寿 さん（20）
■ かつらぎ町西渋田

Q

現在は何をしていますか?

大学生です。

Q お気に入りの場所は?
水族館。

Q

行ってみたい場所は?

Q

今いちばんしたいことは?

韓国。
対面授業がやっと再開されるので、
大学生活を楽しみたいです!

Q 自分の性格を一言でいうと?
明朗闊達。

Q

将来の夢は?

Q

好きなものは?

人のためになる仕事に就きたいです。

映画：ジブリ作品
アーティスト：TOMORROW X TOGETHER
スポーツ：球技
食べ物：いちご大福

西峯 佳寿さん、
ありがとうございました!
2

Triangle 2021.8

撮影場所：九度山町・勝利寺・紙遊苑

通常総代会開催
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〜満足を超えた感動を全ての人に〜

JA 紀北かわかみは令和3年6月23日
（水）
、かつらぎ総合文化会館において第20回通常
総代会を開催しました。本年も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出席人数等を調
整し規模を縮小しての開催となり、各地区の総代525人
（うち書面議決510人）が議案審議
に出席しました。
総代会では、高野口支店管内の福井康雄氏と橋本西部支店管内の笠原伸也氏を議長団に
選出し、執行部より提出された6議案を議場に諮り、全議案とも原案通り可決承認されました。
昨今は、マイナス金利の定着や消費税率改定による個人消費の落ち込み、
さらに新型コロナウイルス感染拡大
で国内消費が抑制され、
これまでに経験したことのない局面を迎えています。
しかし当JAでは組合員皆様方のご
協力もあり、昨年度も当初計画を上回る事業利益を確保することができましたこと、御礼申し上げます。
当JAは、今年で合併20周年を迎えました。この間、JA運営に貢献いただいた皆様に感謝状と記念品を贈呈い
たします。また施設の改修については、令和4年の春に妙寺選果場設備の更新を計画しております。一方、県1JA
を前提とした組織再編のあり方研究については、昨年の7月に「県1JA合併研究委員会」に体制を刷新し、令和6
年度中の合併を目指して研究、協議を進めております。
さて、農業に携わられる皆様にお願いがあります。最近農作業の事故が多発しておりますので、農作業事故防

止に努めてください。特にSS（スピードスプレーヤ）操作に注意して、重大事故に巻き込まれないようにしていただ

代表理事組合長
宮崎 卓郎

第 回 通常総代会提出議案

20

きたいと思います。
役員一同、経営理念である「満足を超えた感動を全ての人に」の実現に向け取り組んで参りますので、今後とも
JA事業活動に深いご支援とご協力をお願い申し上げます。

報告事項

令和2年度
（第20期）
貸借対照表、損益計算書及び
注記表の内容並びに会計監査人の監査報告及び
監事の監査報告について

第 1 号議案

令和2年度（第20期）事業報告、剰余金処分案の
承認について

第 2 号議案

共済規程の変更について

第 3 号議案

令和3年度事業計画の設定について

第 4 号議案

令和3年度における理事報酬の決定について

第 5 号議案

令和3年度における監事報酬の決定について

第 6 号議案

附帯決議

報告事項

JAバンク基本方針の変更について

報告事項

県1JA合併を前提とした組織体制のあり方の研究
状況について
Triangle 2021.8
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農作業を安全に！

安全！大切なお知らせ

スピードスプレーヤ
（SS）
による

死亡事故発生 !

～乗用機械の転倒・転落事故は重大事故に繋がります～

園内道の事前点検と安全運転を !
本年5～6月に伊都郡九度山町内で、柿園を薬剤散布作業中の乗用型スピードスプレーヤ
（SS）
が転倒・転落し、
2件の痛ましい死亡事故が発生しました。

梅雨期は、地盤が軟弱となり、雨の止み間に作業を済ませたいとの『焦り』やちょっとした『油断』が事故につながります。
今一度、次のことに注意して、農作業事故ゼロをめざしましょう。

事故多発期間

□作業計画はゆとりをもって

•疲れていたら、必ず休憩する
•休憩を考慮した無理のない作業計画

□事前に準備と確認を

•安全装置の点検・整備
•園内道の危険箇所を補修、障害物を取り除く
•路肩が確認できるよう除草
•ガードレール等の設置
•走行路に張り出した枝の除去

労災対象事故（平成29～令和元年の3カ年合計）

□作業は慎重に

＊安全装置等の点検・整備は販売店に
ご相談ください。
＊園内道整備について、県単補助事業
を活用できる場合がありますので、
各振興局農業水産振興課、果樹園芸
課にご相談ください。

•飲酒運転厳禁 !
•特に段差や斜面では、
ゆっくり移動
•わだちにハンドルを取られないよう注意
•急ハンドルや速度の出し過ぎに注意し、安全運転
•後進時は周囲の状況を目視で確認
和歌山県・経営支援課

労働力不足で

お困りの組合員さまへ
当 JA では、組合員の労働力不足への対策として、JA

＜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

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。今年度もコロナ禍の中、柿の摘蕾をはじめ、

・
索
検
ト 込
ゴ 申
シ
お 求職

桃の袋かけ、キュウリ・トマトの収穫作業等で成立条件と
なりました。秋の収穫時期を迎える中、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。

4

Triangle 2021.8

JA 紀北かわかみ営農課

0736-43-2555
8 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

求

人
申
込

紹介・斡旋（マッチング）
雇用契約

農家への求職も募集しております
お問合せ

JA の無料職業紹介所

地域にお住まいの方
（求職者）

農家
（求人者）

全体運

飛び込みでいろいろ頼られそう。
効率のいいやり方を提案すると喜ばれます。
グループ内ではサポートに徹して

健康運

むくみや肌荒れには注意を。
トイレは小まめに

令和3年

ライスセンターからのお知らせ

令和3年度産米の作業委託を下記の通りお受けいたします。本年も、皆様のご利用をお待ちしております。

1 委託作業の種類

①刈取り＆乾燥調製作業、②乾燥調製作業のみ、③色彩選別作業のみ
乾燥調製作業には色彩選別作業を含んでいますが、色彩選別作業が不要な場合は申込書の
『利用しない』
に○を付けてください。

2利用料金

下記料金表をご確認ください。
（割り増し料金についても十分確認ください。
）

作

業

受

託

内 容

1 刈り取り
2条刈りコンバインで、
オペレーターによる刈り取り作業を行います。なお、申し込まれてから園地確認を行いますが、以下に
該当する場合は作業をお断りする場合がありますのでご了承ください。
作業不適当水田

①稲が45度以下に倒伏した場合

②穂イモチの被害甚多の場合

③ウンカの被害甚多の場合

④分けつ数が極度に少ない場合

⑤草・ヒエの繁盛している場合

⑥道路事情の悪い場合

⑦気象災害等によって被害甚多な場合 ⑧1筆5a未満で作業に不適当な水田
◎籾および玄米の受け渡しはライスセンターで行います。 ◎モチ米の取り扱いは致しません。
◎色彩選別機（玄米持込み）
のみの利用可能です。

2 乾燥・調整作業
3 受託作業料金
イ刈り取り作業料金

ニライスセンター施設利用料

税込26,400円／10a当たり

乾燥調整作業（1㎏当たり）

ロ追加・割増料金
⑴1筆5a未満の水田
⑵悪条件による割増
⑶手刈不足の場合

⑴荷受時の水分量23%以上

税込51円

受託作業料金に50％以内で割増

⑵荷受時の水分量18%以上23%未満

税込47円

受託作業料金に50％以内で割増

⑶荷受時の水分量15%以上18%未満

税込29円

⑷荷受時の水分量15%未満

税込20円

刈り取り作業料金に50%以内で割増

施設利用料は、色彩選別機の利用の有無にかかわら

⑷作業の補助がない場合

ず水分量に応じた金額となります。

別途 税込5,500円／10a当り
ハ籾・玄米

ホ色彩選別機利用料金（玄米持込利用者対象）

集荷・配達運賃

⑴基本運賃
（集荷・配達）
…税込9円／㎏当たり

税込18円／1㎏当たり

⑵2t車が入る道路沿いに集荷・配達場所がない場合は

※乾燥調整作業を優先しなければいけませんので、恐
れ入りますが、色彩選別作業のみの方は10月からの

50%以内で割増

受付とさせていただきます。

至国道
号線

申 込 み 締 切 日

24

紀和病院

ゆの里

8月3日㈫（各支店、グリーン店に申込書をご用意しております。）
お問い合わせは、本店 営農課（☎0736-４３－２５５５）へお願いします。

まえだ住設

農機センター
ライスセンター

岸上橋

橋本資材
センター

ＪＡ紀北かわかみライスセンター

紀ノ川

至九度山

場所：橋本市神野々1111-11 ☎0736-32-6100（9月上旬～１０月下旬稼働時のみ）

8 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

大きな動きのあるとき。
慌てそうになったら深呼吸を。
落ち着いて対処すればピンチがチャンスに変わります

健康運

古傷が痛むかも。
体のメンテナンスを

Triangle 2021.8
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【営農販売部】梅
「南高」
最盛期

梅のトップブランド
「南高」
登場

↑梅「南高」の選果の様子。

かつらぎ中央総合選果場で6月3日、梅の主力品種
「南高」
の初選果が行われ、7月上旬まで出荷が続く予
定です。期間中の出荷量は大阪の卸売市場を中心に130tを見込み、6月中旬からは梅酒の製造メーカー
「チョーヤ梅酒」
への出荷を行っています。今シーズンは、開花期間中の寒暖差や降雨の影響による着果
のバラツキが見られましたが、
品質は上々。出荷規格は前年より大玉傾向で3Lや2Lが中心となっています。

【営農販売部】李・桃の目揃え会開催

甘くて美味しい桃の季節がやってきました!
6月に入り各集荷場・選果場で早生・中生品種の李、極早生・早生・中生品
種の桃の目揃え会が行われました。収穫適期や収穫方法、果実の熟度判
別、病害虫防除など荷受規格について生産者と確認しました。李は豊作傾
向で小玉果が心配されましたが、摘果の徹底と順調な降雨で果実肥大も順
調。日川白鳳は例年より5日ほど早い荷受けとなり、果実肥大は良好で着色、
糖度ともに上々の出来。白鳳は6月下旬より荷受けが始まり、7月10日頃に

↑荷受規格の桃を確認するJA職員と生産者。

ピークを迎えると予想されます。また、
クビアカツヤカミキリによる被害樹
の拡大が著しく、6月中旬に被害調査を行いました。被害樹を確認した場合
はJAへお問い合わせください。

【総務部・金融共済部・高野口支店・橋本支店】
本店周辺・
「市民憩いの広場」
清掃

一斉清掃でキレイなまちづくり

11.24
6/

高野口町向島区で一斉清掃が行われ、総務部、金融共済
部、
高野口支店の職員が6月11日に本店周辺の溝掃除や
草刈りを行いました。毎年、地域貢献活動として取り組ん

でいます。
また橋本支店では同月24日、橋本市の
「市民憩いの広場」
の剪定や

↑→清掃を行うJA職員。

草刈りを行いました。橋本支店は
「市民憩いの広場」
維持管理協力団
体として年に2回、担当エリアの清掃を行っています。当JAはこれか
らも地域美化活動を続けていきます。

【橋本東支店】
アイガモ農法のヒナを放鳥

アイガモさん、大きくなってね!

15

6/

橋本市恋野でアイガモ農法に取り組む辻本賢三氏の水田で、地
元の小学生・園児らが生後2週目のヒナ約60羽の放鳥体験をし
ました。先生の掛け声に合わせて次々と放ち、
「かわいい」
「バイ

バイ」
と歓声を上げて見送りました。辻本氏は
「アイガモという生き物を通じ
て、
命の大切さを学んでほしい」
と話しました。
↑水田にヒナを放すこどもたち。

6
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8 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

あまりやきもきせずに様子を見ていましょう。
自然と良い流れが生まれてきます。
計画の準備は入念に。
買い物が吉

健康運

体力アップに良いとき。
じっくり取り組んで

【福祉課】
デイサービスセンターえびす高野口

夏の運動会開催!

デイサービスセンターえびす高野口で夏の運動会が開催され

6/

17

ました。選手代表が元気よく選手宣誓を行い、白組・紅組に分か
れて玉入れ、つつ送り、借り物競争などをスタッフ・利用者みん

なで楽しみました。どちらの組も真剣勝負! 利用者のみなさんは笑いと活
気に溢れた楽しい時間を過ごされました。
当JAデイサービスセンターえびすでは、実際の施設での様子を体験してい
ただく利用者無料体験を実施しております。ぜひ、
お気軽にご利用ください。

↑グループで玉入れを楽しむデイサービス利用者。

【金融共済部】桃の食農教育資料寄贈式

小学生に食農教育の機会を

25
6/

橋本市教育委員会で食農教育資料の寄贈式が行われ、
「桃につ
いて」
の資料が宮崎組合長から橋本市教育委員会の今田教育
長へ手渡されました。JA共済の地域貢献活動の一環として、管

内の小学生に桃について学習する機会を提供し、
「食」
と
「農業」
の大切さを
理解してもらうことが目的です。管内の児童3,4年生1,252人を対象に配布
↑寄贈した資料を手に持つ今田教育長
（左）
と宮崎組合長
（右）
。

し、
総合授業で活用してもらう予定となっています。

INFORMATION
橋本資材センター・橋本農機センター・ライスセンター 臨時休業のお知らせ
電気設備点検実施により全設備が停電となる為、

8月15日日を終日臨時休業とさせていただきます。

令和3年

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解の程よろしくお願い
いたします。

2021年
（令和3年）
の祝日変更について
オリンピック・パラリンピック開催に合わせて、
下記のとおり祝日が変更しております。
祝日変更に伴い、
当 JA の営業日も変更となりますので、
ご注意ください。
祝日名

変更後

変更前

海の日

7 月 22 日（木）

7 月 19 日（月）

スポーツの日

7 月 23 日（金）

10 月 11 日（月）

山の日

8 月 8 日（日）

8 月 11 日（水）

※8月9日
（月）
は振替休日

8 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

良い結果が出る一方で、
問題も持ち上がりそう。
忙しく動き回っていればなんとかなります。
前向きに捉えて

健康運

小さな不調でも早めにケアを。
無理は駄目

Triangle 2021.8
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8 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！

事前に準備する

適正着果量による秀品大玉果づくりに努めましょう

輪ゴムで止める

脱渋作業開始

保冷庫へ保管

輪ゴムを
ヘタ下に掛ける

＋
8月は、先月に引き続きカキの仕上げ摘果時期となります。暑い

ビニール袋

日が続きますが、気温の高い時間帯は避けて、なるべく涼しい朝夕

固形アルコール
（3g）

に作業を行ってください。また、熱中症を防ぐためにもこまめに水
分補給を行い、健康管理に気をつけましょう。
48時間おく

カキの仕上げ摘果

袋の底を切る

収穫までもう少しの時期となりました。傷果・小玉果・上向きで日焼けしてい

袋は目印に
収穫までつけておく

る果実がないか再度確認してください。本年は、灰色カビ病が多く見受けら
れますので、規格外果実の摘果を徹底しましょう。

側枝ハク皮の枝折れ対策

刀根早生早期採果対策

果実肥大にともない、台風・雨風による枝折れが発生しやすくなります。添
竹の補強や枝つり、支柱立て等の枝折れ対策を早急に実施してください。

◎マルチの敷設（園内の60％以上を目標!）
白マルチは7月中旬頃から、
シルバーマルチは8月下旬頃から敷設します。

ミカンキイロアザミウマ対策

マルチを敷くことで樹冠内部に光が差し込み、果実の着色が促進されます。
また、マルチには地温上昇を抑制する効果や土壌水分の蒸発を防止する効
果もあります。ただし、新しいマルチを使用する場合や地上部付近の果実で
は、
日焼けを生じる場合がありますので注意してください。

極早生柿や刀根早生に被害が多く発生し、主に着色初期に果実を加害しま
す。特に雑草管理の悪い園地で発生が多く、加害された果実は茶褐色及び黒
褐色の不定形の傷が果実に発生します。着色初期の薬剤防除を徹底してくだ

◎摘葉（全園地を目標!）

さい。

摘葉はヘタ部の着色促進に効果があります。表を参考に、果実の果色（緑
色）
が抜け始めた頃を目安に、果実周辺の葉を3～5枚除去しましょう。ただし

また、
シルバーマルチを敷設することで、光反射による飛来抑制効果があ
ります。

日射しが強い場合は、
日焼け果が発生しますので注意してください。
表1

各品種摘葉開始時期
品種

開始時期

極早生・刀根早生

９月上旬～

普通平核無

９月下旬～

富有

１０月中旬～

ウメ・スモモ収穫後の害虫対策
収穫の終えたウメ・スモモの園地では、
ケムシによる葉の食害やハダニによ
る吸汁害が目立ちます。収穫後の葉には、翌年の発芽・開花に必要な貯蔵養
分を蓄える重要な役割があります。早期落葉すると貯蔵養分が不足し、樹勢
低下の要因にもなりますので収穫後の薬剤散布による防除を徹底してくだ
さい。

樹上脱渋「紀の川柿」生産対策

モモ・スモモ礼肥施用について

処理適期は、
「刀根早生」では8月下旬～9月上旬、
「平核無」では9月上旬
～9月中旬です。あらかじめポリエチレン袋NO.11（厚さ0.03㎜以下、
ポリ

礼肥は収穫後の樹勢回復、新梢の充実や貯蔵養分を多く蓄積させる効果

袋とする）に固形アルコール（商品名：シブトール）を1個入れ、輪ゴム（耐熱

があります。なお、樹勢が強く新梢がまだ伸びているような樹では施肥量を

性）
を二重に通しておきます。事前準備は、作業をする前日までに行い、保冷

少なくしてください。

庫に保管してください。
作業当日は、ヘタ部分の下と果実との間を輪ゴムでとめ、丁寧に袋を掛け

施肥
（10aあたり）

るようにしてください。
ポリ袋を掛けてから2日
（48時間）後にポリ袋の底をハサミなどで切り、固

品 種

形アルコールを取り除きます。果実はそのまま樹上で成熟させ、刀根早生は
10月上中旬、平核無は11月上中旬に収穫します。
注意点として、脱渋中に雨が降ると、袋の中に雨水が溜まってしまい渋果・

モモ
８月上中旬（収穫後）

味一粒状配合
又は
千代田化成549

スモモ
７月～8月（収穫後）

果樹有機化成 又は
アヅマップ化成280

黒変果の発生が多くなるので、処理後2日間は降雨がないと思われる日を選
んで作業してください。また、処理時に果実と袋の間に隙間が空いていると、
渋果が発生しますので、ヘタと果実の間に隙間が開かないように注意して袋

肥料名

施肥量
早 生 60㎏
中晩生 80㎏
早 生 20㎏
中晩生 30㎏
80㎏
60㎏

掛けを行ってください。
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8 月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

困難な状況がありますが、
それを越えるきっかけも得られるとき。
問題に向き合って。
運勢は下旬から回復へ

健康運

運動の回数や記録の更新など目標を立てると◎

8月の天気

令和3年6月25日 大阪管区気象台発表

橋本資材センター

……TEL.0736-33-2300

東・西日本と沖縄・奄美では、
平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

病害虫防除

台風対策・かいよう病対策

8月になると、台風など強風雨の影響で炭そ病やカメムシの被害が
増加する恐れがあります。
また、たねなし柿でミカンキイロアザミウマの被害が毎年多い園地
では特に注意して防除を行いましょう。

平核無

品目 防除時期

適用病害虫

うと、かいよう病が発生しやすくなります。風が当たりやすい園地や、かいよう病
に弱いネーブル・はるみ・レモン等では、風雨直前・直後の防除を徹底しましょう。

病害虫防除
防除薬剤

収穫前日数 使用回数

富有

8月下旬～ うどんこ病・炭そ病・アザミウマ トップジンM水和剤 1000倍 前日迄
9月上旬 類・カメムシ類・カキノヘタムシガ アーデントフロアブル 2000倍 前日迄

6回以内
３回以内

8月下旬～ うどんこ病・炭そ病・カメムシ類・ トップジンM水和剤 1000倍 前日迄
9月上旬 カキノヘタムシガ
アグロスリン水和剤 1500倍 前日迄

６回以内
３回以内

柑橘

8月は台風の襲来が多い時期です。幼木や高接ぎ樹は強風による倒伏や枝折
れの危険があるため、支柱を立てるなどの対策を行いましょう。また、強風雨に遭

防除時期

対象病害虫

ジマンダイセン水和剤
または
ペンコゼブ水和剤

黒点病
アザミウマ類
カメムシ類
8月中旬
ダントツ水溶剤
ミカンハダニ
ミカンサビダニ
チャノホコリダニ
メビウスフロアブル

日焼け果の発生が多くなるため、被害に遭った果実は全摘果してください。仕上
げ摘果の時期と葉果比は下記の表を参照してください。
品種

仕上げ摘果時期

葉果比

極早生温州
（YN26、ゆら、上野）

8月上中旬

20葉に1果

早生温州
（宮川、田口）

8月下旬～9月上旬

25葉に1果

普通温州
（石地、きゅうき）

9月上中旬

20～25葉に1果

はるみ

7月下旬～

100～120葉に1果

不知火

8月上中旬～

100～120葉に1果

八朔・ネーブル

8月下旬～

80～100葉に1果

防除時期

対象病害虫

発生時

カメムシ類

風雨直前
かいよう病
又は直後

水稲
防除時期

適用病害虫

6月～9月

8 月の星占い
HOROSCOPE

2回以内

防除薬剤
スタークル顆粒水溶剤

収穫前日数 使用回数
2000倍

バリダシン液剤5

前日迄

500倍 14日前迄

3回以内
4回以内

出穂期の防除は確実に!

防除法

収穫前日数 使用回数

いもち病・ウンカ
ブラシンジョーカーフロアブル
類・ツマグロヨコバ
1000倍 14日前迄 ２回以内
（10a当たり150ℓ）
イ・カメムシ類
紋枯病多発田では、バリダシン液剤5 1,000倍（14日前迄/5回以内）を散布する。

勢を保つためにも、下記の表を参考にして定期的にかん水を行いましょう。

中晩柑

カンキツ
14日前迄

3回以内

基幹防除

出穂始
８月上旬

かん水作業

8月下旬～
9月中旬

2000倍

前日迄
みかん
7日前迄

4回以内

夏秋梢の処理、台風による感染被害防止対策として、コサ
かいよう病
イド3000 2,000倍、炭酸カルシウムを加用（カルワン
（ネーブル・はるみ）
1,000倍）を散布する

8月以降

8月は乾燥時期となるため、干ばつ状態が続くと樹勢低下の原因となります。樹

温州みかん

2000倍

カンキツ
90日前迄

特殊防除

8月は柑橘類の仕上げ摘果の時期になります。粗摘果終了後、見落とした小玉

7月中旬～
8月中旬

600倍

みかん
30日前迄

※ジマンダイセン水和剤、ペンコゼブ水和剤の収穫前日数（みかん30日前迄、カンキツ
90日前迄）に注意してください。

果や傷果、奇形果、病害虫被害果などを中心に摘果を行いましょう。また、8月は

時 期

収穫前日数 使用回数

仕上げ摘果とかん水作業に努めましょう

柑橘類の仕上げ摘果

品 種

防除薬剤

カメムシ類

スタークル顆粒水溶剤
（10a当たり150ℓ）

2000倍 7日前迄

3回以内

状 態

かん水量（1回につき）

夕方に葉が巻いている状態

5ml
（ 5t／10a）

明け方に葉が巻いている状態

10ml
（10t／10a）

傾穂期
（花終了後） カメムシ類多発田では、出穂10日前迄に除草を行う。またカメムシ類・ウン
８月中旬〜 カ類多発田では、傾穂期防除終了約1週間後にスタークル粒剤 10a当た
り3㎏以内（7日前迄/3回以内）又はスタークル豆つぶ10aあたり250g～
下旬
500g（7日前まで/3回以内）を散布する。なお、使用に関しては灌水状態で散
布し4～5日間は灌水状態を保ち、7日間は落水やかけ流しをしない。

明け方に葉が巻いている状態

20ml
（20t／10a）

◎補完防除

1週間以上降雨がない状態

20～30ml
（20～30t／10a）

てんびん座

9月23日〜10月23日

※出穂始：圃場内で初めて出穂した時 ※傾穂期：全茎数の80～90％が出穂した日
防除時期
7月中旬～
８月中旬

適用病害虫

防除法

コブノメイガ パダンSG水溶剤
イネツトムシ （10a当たり150ℓ）

全体運

心配のし過ぎは禁物です。
運勢は良好。
始めてみれば意外になんとかなることが多いはず。
協力者を募りましょう

健康運

ラジオ体操など音楽に合わせての運動にツキ

収穫前日数 使用回数
1500倍 21日前迄 ６回以内

Triangle 2021.8
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クビアカツヤカミキリの

早期発見！
！

防除
啓発
和歌山県

もも、すもも、うめ、さくらを守ろう！

令和3年5月現在、かつらぎ町、橋本市、紀の川市、岩出市のすもも、もも、
うめでクビアカツヤカミキリによる被害を確認しています。
4〜10月は幼虫の活動期のためフラスを見つけやすくなります。園地をよく
見回り、フラス（虫糞と木くずが混ざった物）を発見したら最寄りの振興局ま
たはＪＡに連絡するとともに、防除対策を行うようお願いします。また、さく
らでフラスを見つけた場合も連絡してください。

初期のフラス
（栃木県提供）

成虫は体長2.5〜
4.0cmで6〜8月に発生
します。光沢のある黒
色で、前胸（クビ）は
赤色です。繁殖力が強
く、1頭あたり300〜
成虫

←オス

400個産卵し、1,000
個以上の産卵事例もあ

↑メス

ります。

幼虫は樹体内を食害し、加害さ
れた樹は、
枯死に至ります。
他県では、1樹あたり280頭確
認された事例があります。

株元に溜まったミンチ状フラス

11月頃まで活動！
（フラス排出部分を探しましょう）

防除対策

（大阪府
「クビアカツヤカミキリの生態と防除対策」
を参考に作成）

成虫の防除（6月〜8月）

12月

⃝樹全体に登録のある農薬を散布

1月

11月

⃝見つけ次第、
捕殺

幼虫の防除（4月〜10月）

10月

⃝太めの針金等で、食入孔の中のフラ
スをかき出し、ロビンフッド（成分：フェンプロパトリン、収穫前
日数：収穫前日まで）を注入

被害樹の伐採・抜根（10月〜翌年4月）

2月
活動休止期
（幼虫が樹内で越冬）

9月

3月

4月
幼虫活動期

成虫活動期
（羽化・産卵） 8月

5月 （フラス排出）
7月

6月

⃝伐採樹は破砕するなど適切に処分

⃝成虫の分散を防ぐため、成虫活動期（5月〜9月）は応急処理とし
て樹にネット被覆を行う（フラス排出部の約50 cm 上部から地
面まで4mm 目合いのネットを2重に巻き付け）
伊都振興局農業水産振興課
お問い合わせ先

農業環境・鳥獣害対策室
JA 紀北かわかみ

本虫は特定外来生物に指定されている

ため、保管や移動に規制がかかります。

☎0736−33−4930

☎073−441−2905

☎0736−43−2555

農作物病害虫防除所紀の川駐在☎0736−73−2274
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8 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

クビアカ情報

全体運

どんなときにも誠意を忘れずに。
あなたの真心は相手に届きます。
けんか腰の態度は争いを招くだけなので自重して

健康運

頑張り過ぎが心配。
水分補給は小まめに

紀北分院からの

ちょっといい話

腰痛について
日本における有訴率（自覚症状を訴える人の割
合）
の中で腰痛がもっとも多く、90％の人が生涯一

出現し、最終的には麻痺となり寝たきりとなってしま
う可能性があり注意が必要です。

度は腰痛に悩むと言われており、
日本人は腰痛で本

続いて、3ヶ月以上続くような慢性腰痛も非常に

当に悩んでいることが伺い知れます。腰痛の原因は

多様な原因があります。代表的な病気では加齢によ

いろいろあり、10代から高齢者まであらゆる年代に

る変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、脊椎すべり症

見られる病気です。

がありますが、
まれに脊椎および脊髄の腫瘍、細菌

まず腰痛には、突然動けなくなるほどの激痛に襲

が脊椎に入り込む感染症、内臓由来や血管由来
（大

われる急性的なタイプと、鈍痛が長期間続く慢性的

動脈瘤など）
そして心因性の腰痛も最近は取り上げ

なタイプがあります。急性腰痛はいわゆるぎっくり

られています。以上の中でも腫瘍、感染症、内臓や

腰であり、重いものを持ち上げたり急に体を捻った

血管由来の腰痛は放っておくと命の危険になるよう

りした際に起こるものが最も多いです。他にも若年

な病気でもありますので、長引く腰痛は整形外科を

者には椎間板ヘルニアが多く、高齢者には骨粗鬆症

受診されることをお勧めします。腰痛の治療は、
病気

による脊椎圧迫骨折などがあります。この違いは、

や症状に合わせて薬物療法か

ぎっくり腰であれば短期間の安静や湿布などで症状

ら装具療法、
リハビリなどの理

は改善しますが、椎間板ヘルニアでは腰痛だけでは

学療法、ブロック注射、そして

なく神経の圧迫による臀部や足へのしびれや痛み

手術療法まで多様にあります。

が伴うことが特徴です。また、骨粗鬆症による脊椎

まずはしっかりと整形外科医の

圧迫骨折はちょっとした転倒やせき・くしゃみなどの

診断を受けることが大事です。

衝撃をきっかけに背中や腰に痛みが出現します。こ
の脊椎圧迫骨折は放っておくと足のしびれや痛みが

紀北分院 脊椎ケアセンター 講師

寺口 真年

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

8 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

注目されることが多く大活躍の月。
それだけに忙しく大変ですが全力投球で頑張れば周囲からの応援も。
充実のとき

健康運

腹も身の内。
暴飲暴食に気を付けて

Triangle 2021.8
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Aコープかつらぎ店からのお知らせ

7/28（水）は「土用の丑の日」です。
今年も
魂
込
めて
きます！

焼

各種ご予約承っております。
詳しくは係員にお申し付けください。

7/28（水）店頭にてうなぎを焼きます!

7月より、毎週日曜日に行っておりました
「たまご」の特売日が、毎週火曜日に変更となりました。あしからずご了承くださいませ。

和歌山県警察本部よりお知らせ
県内では、特殊詐欺、特に自治体職員等を騙って、
「還付金の払い戻しがある」等と言って相手を騙
し ATM 機を操作させ、お金を振り込ませる還付金詐欺被害が急増しており、県下における特
殊詐欺被害については、
5月末時点では27件、
被害総額が約2,840万円となっております。

県下で増加する還付金詐欺の特徴として、偽の自治

県警 で は、特殊詐欺、特 に 還

体職員が「介護保険料金の払い戻しがある」、
「手続き

付金詐欺被害を防ぐため、各種

は今日の◯時まで」、
「 携帯電話を持って」、
「 近くの

メディアや防犯メール等、あら
ゆる機会を通じて、被害に遭わ

ATM」と言って相手を急がせ、携帯電話で指示しな

ないための広報を行っている

がら相手に ATM を操作させ、お金を振り込ませるも

ところではありますが、未だ県

ので、
被害者は全て60代の女性になります。

内では被害が発生している状
況であり、被害を防止するには

♪

ATM
×
携帯電話

本人だけでなく、周囲の支援が必要となります。携帯
電話で通話しながら ATM 機の操作をしている方を見
かけ、少しでも「おかしいな ?」と思ったら、
「詐欺にあっ
ていませんか ?」との声かけをし、詐欺が疑われる場合
は、ATM 機の操作を中断させ、警察への通報をしてい
ただきますようお願いいたします。
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8 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

計画、
予定にあまりこだわらず臨機応変に。
楽しいことは身近にあります。
買い物はリストを作って出掛けて

健康運

人との交流が心の健康に貢献。
連絡を

法律相談会
8月20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
8月1日（日）・8日（日）・22日（日）・29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5月末現在】

貯金

【前年対比
（%）
】

2,173億 2,499万円

101.6％

190億 3,402万円

100.9％

出資金

48億 7,674万円

104.1％

3億 2,143万円

114.1％

4,554億 2,099万円

97.8％

購買品供給高
長期共済保有契約高

縦

貸出金

理事会だより

※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 —

横

第238回理事会を5月27日に本店4階大ホールで開催し、
すべての議案につ
いて承認されました。
第 1 号議案 目的積立金の取崩しについて
第 2 号議案 目的積立金の取崩額の変更について
第 3 号議案 令和2年度 決算結果について
第 4 号議案 令和2年度 剰余金処分案について
第 5 号議案 令和3年度 総合財務計画及び総合収支計画の一部変更について
第 6 号議案 総代会資料
（2020協同のあゆみ）
について
第 7 号議案 令和3年度会計監査人に関する監査報酬の決定について
第 8 号議案 理事との契約にかかる理事会承認について
第 9 号議案 次期販売システム開発負担金の拠出について
第10号議案 固定資産の取得について
第11号議案 令和3年度 生産販売委員会委員の承認について
第12号議案 出資口数の減少について

② 鉱石を高温でドロドロにする装置。高炉と
も呼ばれます
⑤ 川や池の土手のこと
⑦ 信号機で
「止まれ」
を示す色
⑧ 家屋を壊して新しく造り直すこと
⑩ 墨も料理に利用する魚介
⑫ 大きな魚はこの形でパック詰めされている
ことが多い
⑭ 令和3年の○○の日は8月8日。国民の祝
日です
⑯ ねぶた祭で知られる県
⑱「五七五七七」
などの形式で作られます
⑳ 飛行機で人や荷物を運ぶこと
 井戸端会議中に楽しむもの

①
②
③
④
⑥
⑨
⑪
⑬
⑮
⑰
⑲

最低気温が25度以上の夜のこと
寺子屋では字の◯○○○やそろばんを教えました
地球の中心部にあります
長良川で有名な伝統漁法
親戚の○○を頼って仕事に就いた
高速道路のサービス○○○で一休みした
親潮は千島○○○○○とも呼ばれます
帰る客を玄関まで○○○○に行った
力士が腰に締めます
割、
分、
厘の次
虫が入ってこないように布団の周りにつるします

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

8 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

サンダル
応募総数は32通でした。

全体運

表面的にはうまくいっていても針のむしろといったことがあるかも。
人の話は最後まで聞いてきちんと対応を

健康運

衛生管理が重要。
手洗いはいつもより丁寧に

Triangle 2021.8
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家族の健康

■

夏に増える痛風発作
健康科学アドバイザー●福田千晶

「農作業の後の冷たいビールが最高」
という人も多いでしょ

く含むビールをはじめとするアルコール、
レバーなど動物の内

う。さらに
「仕事の後の酒が楽しみだから夕方は水分摂取はしな

臓、魚の干物、
カツオやイワシなどは食べ過ぎず、肥満者は減量

い」
という人もいそうです。
しかし、特に夏は痛風発作を起こしや

をしましょう。もちろん状況や高尿酸血症の程度によっては、内

すいので要注意です。

服薬での治療も必要になります。

痛風は、足の親指などの関節が痛み
「風が当たっても痛い」
ほ

また、夏の農作業やスポーツなどで汗をかいて脱水状態にな

どの激痛が病名の由来です。

ると、高尿酸血症が起こりがちです。健診時の尿酸値は正常範

痛風の原因になりやすいのは血液中の尿酸が多過ぎる高尿

囲内であっても、脱水で一時的に高尿酸血症になると痛風発作

酸血症です。高尿酸血症は、尿酸が多く作られる場合と、腎臓か

を起こすことがあります。

らの尿酸の排せつが不十分なときに起こります。

日頃から尿酸値を上昇させるような食生活は改め、飲酒は控

尿酸値は、人間ドックや健康診断などの血液検査で調べて

えめに、汗をかくときは小まめに

いる場合が多いので、尿酸値が高いかどうかも確認しておきま

十分な水分摂取を行い、痛風発

しょう。高尿酸血症の原因は、一般的に生活習慣の乱れが関わ

作を予防したいものです。ただ

りがちです。多量の飲酒、特にビールの飲み過ぎは高尿酸血症

し腎臓疾患や心臓疾患などで、

の原因になります。ビールなら大瓶1本まで、日本酒でも1合ま

水分摂取を制限されている人は

ででやめておくことをお勧めします。

主治医に相談してください。

また、肉類や魚など動物性食品を好み過食であり、肥満であ
ることも高尿酸血症を起こしやすくなります。特にプリン体を多

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
●今年になって
「ハビ」
をもう5匹とりま

●今の情況で、どうしても家の中にこ

した。つい先日も家の玄関先で見つけ

もりがちで、
このクロスワードクイズで

てとりました。ハビにかまれた経験もあ

さっと解けると気分もすっきり、元気を

ります。みなさん気を付けてください。

もらえて頭の体操に丁度良くて毎月楽

（かつらぎ町・Iさん）

しみにしています。
（橋本市・Oさん）

●今年アマリリスの株分けをしたら、い
つもよりたくさん花が咲き、ついつい

●今年も桃の季節がやってきました。

写真に撮りました。毎朝花のまわり鉢の

美味しい桃の選び方、教えていただい

まわりを見てナメクジ退治…。大変で

た通り見分けたいです。

すがきれいに咲いた花をみると嬉しく

（橋本市・Yさん）

なります。
（橋本市・Hさん）

お便りの宛先

●今年も蚊の季節。どこで発生するの

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

浦 津良子さん
（かつらぎ町）
葛原 圭子さん
（橋本市）
中井 真治さん
（橋本市）
中谷 康子さん
（橋本市）
林
道雄さん
（高野町）

編集後記 _editorial note_
梅雨らしく、雨の日が続く日も多くなりました。
じめじめとした
だるさに加え、地域によっては災害が起きたりと…。知らぬ間に
台風の発生も。夏の台風は
「動きが遅く、不規則で複雑な進路
をとる」
という特徴があるそうですので、油断をせず、
しっかり地
域情報に耳を傾けて適切な行動をしましょう。また、もうすぐオ
リンピックが始まりますね。コロナ禍で様々な不安が残ります
が、選手の皆さんが気持ちよく競技ができるよう精一杯エール

か?まず中庭の石臼に十円玉数枚入れ

を送りたいと思います。

ると、ボウフラがわきません。そして外

夏至も過ぎて、今年もあっという間に半年が経ちました。夏

へ出ないこと。

野菜の美味しい季節がやってきましたね。
トマトやキュウリ、ナ

（かつらぎ町・Nさん）

ス、オクラなど…夏野菜が好きで、野菜カレーにして食べること
が多いです。栄養満点、夏バテ対策にもなっておすすめです。
いよいよオリンピックの開催まで一か月を切りました。オリン

7 28

締切は 月
日
（水）
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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8 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

ピックの関係で祝日が移動するようで、7月は四連休がありま
すね。遠出は難しいですが、近場でゆっくり過ごしながら、オリン
ピックの開会式をテレビ越しに観覧したいと思います。

全体運

ピンチに助けてくれる人が現れて、
事なきを得ます。
「まずい」
と思ったときは早めに相談をしましょう

健康運

鍛える気持ちでスポーツにトライ!

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
いつまでも仲良く

かつらぎ町花園
ひさつぐ

のぶこ

小迫 久嗣さん（83）・伸子さん（82）
小迫夫妻は40年程前から日本ミツバチの養蜂に携わり、
ミツバチの様子を確認する
ことが久嗣さんの日課。ミツバチたちが作る蜂蜜は天然の和蜜で、親戚やご近所さんに
配り健康に良いと評判です。また、キュウリ・ナス・ピーマン・ジャガイモ・タマネギなどの
野菜もお二人で栽培しています。伸子さんは日本舞踊が趣味で、少し前までは近くの会

よさそう〜
すいすい泳いで気持ち

館に集まってお稽古されていました。今でも曲を聞けば自然と体が動いてしまうそうで
す。コロナ禍の前は家族でよく旅行に出掛けていたそうで、日本だけでなく海外へ旅行
することも多く、旅行先での思い出がたくさん。今は、4人のお孫さんと3人の曾孫さん
と会うことが楽しみで、電話で声を聞くだけでも嬉しいと笑顔で話してくれました。
今まで大きな喧嘩は一度も無かったそうで、お二人の会話からお互いを思いやる気
持ちが感じられました。これからは、体を大切に、健康に気をつけてゆっくり過ごせたら
と話す小迫夫妻。これからも末永く仲睦まじいお二人でいてください。
あじさいの中からかきたんひょっこり♪

矢倉脇でホタルが多数飛翔!
橋本市矢倉脇区では、約20年前からホタルの環境づくりに取
り組んでいます。橋本観光ガイドの会の森脇稔さんもそのおひと
りです。ホタルの生育について学ぶため、
ホタルの名所であるか
つらぎ町天野地区や、神奈川県まで足を運んだこともあるそうで
す。ホタルのエサであるカワニナを育てるために、水質の管理や
草刈りなどの環境整備も行います。ホタルの飛翔時は毎日欠かさ
ず天候や気温、
ホタルの飛翔数を記録している森脇さん。上手く

ん広場NE W S
やっちょ

いかなかった年もあるそうですが、今年は笹尾川で100匹以上の
ホタルが飛び交いました。小学生を対象にホタルの勉強会を毎年
行い、
「若い人に引き継いでもらって、世代を越えて続けてもらい
たい」
と、
この取り組みについて熱い思いを語ってくれました。来
年もホタルの飛び交う様子が見られますように。
国道371号沿いの笹尾橋周辺（南海高野線紀見峠駅から750m）
午後8時〜午後10時ごろ
5月下旬〜7月上旬（ピークは6月中旬まで）
※周辺の根古川や冷谷川でもホタルが飛翔します。

8月のオススメ
「梨」
8月上旬～8月中旬が旬の
「幸水」
は瑞々しくて甘
味が強く、8月中旬～9月中旬に旬を迎える
「豊水」
は
甘味の中にほどよい酸味があるのが特徴です。梨は
約90％を水分が占めているため、梨を食べることで
失われた水分を補充し、
またリンゴ酸やクエン酸など
により疲労回復にも役立ちます。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

8 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

8月は休まず営業いたします。

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

丁寧に積み重ねてきたことが花開きます。
運勢は好調。
いつもより積極的に行動するのが幸運を招く鍵

健康運

適度な運動とバランスの良い食事が大切

Triangle 2021.8
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JAバンク優遇プログラムで !!
2021年6月25日からネットバンク（個人向け）
によるJA系統への振込手数料が
最大月3回まで無料になります。

JA紀北かわかみネットバンク振込手数料

他JA系統宛
（県内・県外）
3万円未満

110円

3万円以上

6月25日から

6月25日から

（最大月3回）

（最大月3回）

無料 330円

無料

※ネットバンク振込手数料は2021年5月1日現在のものです。

お取引内容に応じてJA系統宛
（県内・県外）

月3回まで無料に!!

振込手数料が最大

ＪＡバンク優遇プログラムとは、
ＪＡとのお取引内容をポイントに換算し、
１００ポイント以上で月１回、
２００ポイント以上で
月３回まで、
ネットバンク
（個人向け）によるＪＡ系統宛（信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫
を含みます）の振込手数料が無料となる大変おトクなサービスです。
〔本サービスの提供については、毎月月末のお客様の取引状況により、
自動的に決定し、翌月25日から翌々月24日まで適用します。〕

例えば毎月1回、県内JA宛に3万円以上の振込を利用したら…、330円×12ヶ月＝年間

3,960円もおトク!!

ポイントの対象となるお取引の種類と条件
対象項目

お取引の種類

ポイント条件

ポイント

給与振込

給与および賞与のお振込

1ヶ月の間に5万円以上のご入金が
1回以上ある場合

100

年金振込

公的年金・農業者年金・その他年金のお振込

年金の支払日にご入金がある場合

100

公共料金※1

電気・電話・ガス・水道・NHK料金の口座振替
またはJAカード決済による口座振替

口座振替日に1種類以上
（最大5種類）
の
引落しがある場合

1種類に付5
（最大25）

JAカード

JAカード決済による口座振替

3ヶ月の間にカード決済が1回以上ある場合

30

組合員資格※2

正組合員・准組合員の方、
および正組合員のご家族

月末時点で資格をお持ちの場合

100

貯金

当座貯金・普通貯金
（総合口座・組合員勘定）
・貯蓄貯金
定期性貯金（譲渡性貯金を除きます）へのお預け入れ（決済用貯金
は含みません）

月末時点で残高が10万円以上ある場合

10万円毎に2
（最大100）

1年以上の定期貯金や定期積金のご契約

月末時点で契約がある場合

10

※1.一部対象外となる事業者がございます。 ※2.JAに出資していただきますと組合員資格が得られます。

スマホやパソコンからお得な定期貯金にお預け入れ!

ネット
定期貯金

お取り扱い期間／令和4年

3月 31日（木）まで
バンクは
JAネット
ら
か
こちら

期間中、JAネットバンクで新規定期貯金をお預け入れ

いただくと、 店頭金利プラス 年0.005%の
特別金利を適用いたします。
振込
※JAネットバンクからのご契約に限ります。

定期貯金

●貯金種類 : スーパー定期貯金（期間1年）

振替

残高
明細照会

くわしくはJA窓口、または渉外担当者にお問い合わせください。

JA紀北かわかみ
PR隊の隊員

かきたん

満足を超えた感動をすべての人に
〒649-7203
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