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新田 和架 さん（21）
■ 橋本市城山台

Q

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

アルバイ
トをしています。

音楽鑑賞です。

Q お気に入りの場所は?
自宅。

Q

行ってみたい場所は?

Q

休みの日は何をしていますか?

北海道。

アニメを見ています。

Q 自分の性格をひとことで言うと?
マイペース。

Q

好きなものは?

アーティスト：YOASOBI
食べ物：ハンバーグ

新田 和架さん、
ありがとうございました!
2
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撮影場所：橋本市城山台
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女性大学開講式

&

女性フェスタ開催

令和3年7月28日
（水）、
当ＪＡ本店4階大会議室で第8期女性大学開講式と令和3年度女性フェスタを同時開催しました。
女性大学には受講生15人が入学し、令和4年3月までの全9回の講座を通じて、
これから同期のみんなと一緒に楽しく学
んでいきます。女性フェスタでは講演会やクイズ大会などで盛り上がり、楽しい時間を過ごしました。
女性会 藤形美
本山布教師
高野山真言宗

よる講演会
淺田慈照氏に

代子会長の挨

拶より開幕！

会場は笑いに包まれ、

みなさん講演会を楽しみました！

女性会役員の
みなさんです

DGsの
クイズ大会でS

問題にも挑戦！

チェック…
真剣に回答を

ハズレ無しの

豪華賞品をゲ
ットしました！！

抽選会で
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未利用口座を対象とした
「未利用口座管理手数料」
および
「口座解約」
の導入について
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申しあげます。
このたび、当組合においては、長期間ご利用の無い口座の不正利用防止およびサービス維持向上の観点
から、
「未利用口座管理手数料」および対象となる口座の残高が本手数料に満たない場合の口座解約に
関する定めを導入いたします。

なお、令和3年9月30日までに開設された口座につきましては、本手数料の
ご負担はありません。
対象口座
対象条件

お取扱い

手数料金額
備考

4
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令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座
（総合口座を含む）および貯蓄貯金口座
上記対象口座のうち、お預入れやお引出し（当該口座のお利息入
金や本手数料の引落しを除きます）、記帳等のご利用が2年以上
ない口座が対象となります。
ただし、
以下のいずれかに該当する口座は対象となりません。
●当該口座の貯金残高が10,000円以上のお客さま
●当組合でお借入れがあるお客さま
（1）対象口座のお客さまには、当組合に登録されているご住所に、事前に文書等に
よりご案内いたします。
（2）このご案内により、
口座をご確認いただき、
再度ご利用をご検討いただくか、
ご
利用の予定がない場合はご解約をご検討ください。このご案内を差し上げて、
一定期間（約3ヶ月）を経過しても、ご利用またはご解約がない場合は、未利用
口座管理手数料を引落しさせていただきます。
（3）残高不足により、
本手数料の引落しができなかった場合は、
残高全額を引落し、
当該口座を自動的に解約させていただきます。

年間 1,260円（税込）
（1）送付したご案内が延着または到着しなかった際も、
通常到達すべき時に到着し
たものとみなします。
（2）本手数料のご返却および解約された口座の再利用には応じ致しかねますので
予めご承知おきください。
（3）口座残高以上のご負担および口座解約した後のお手続きはございません。
（4）当座貸越残高がある場合や、
振替指定口座となる定期貯金に残高がある場合等、
お取引の状況によって解約しないことがあります。詳細については JA の支店
窓口にお尋ねください。

10月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

前に読んだ本や雑誌などを見返して。
役立つ発見がありそう。
困ったときは経験者に話を聞くのがお勧めです

健康運

ぬるめのお湯にゆっくりつかってリラックス

10月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

好調です。
かなりの無理も今月なら通るはず。
用意周到に漏れなく進めましょう。
うれしい結果が待っています

健康運

ハードなスポーツやレジャーも楽しめます

Triangle 2021.10
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

↑巨峰の品質確認をする選果場担当員。

【営農販売部】橋本市産
「巨峰」
出番

濃厚な甘味とさわやかな酸味が美味しい!
8/

1

ヤマハシ総合選果場でブドウの主力品種
「巨峰」
の出荷が始まり、800gの化粧箱と300g・
350gのパックが関西市場へ出荷されました。その他ふるさと納税返礼品として
「さとふ
る」
・
「LUXA」
・
「ふるぽ」
などにも出荷されています。今年は5月の開花時期の長雨の影響

で例年より出荷量が少なかったですが、害虫や病気の被害は少なく着色は概ね例年通り。食味も良好
に仕上がりました。
当JAでは13年前から
「巨峰」
の無核栽培を推進しており、今では総量の8割ほどが無核となっていま
す。無核は消費者ニーズが高いだけでなく、気候に左右されることが少なく、生産量が安定し効率的
に作業できます。

【営農販売部】献上温室柿の荷造り式

高品質の温室柿
「刀根早生」
を皇室へ献上
8/

3

当JAは、温室柿を皇室へ献上するための荷造り式を妙寺総合
選果場で開催。コロナ禍のため出席人数を制限しての実施とな
りました。箱詰めされた
「刀根早生」
2Lサイズ60個が、8月5日に

宮内庁と秋篠宮家へ届けられました。皇室への献上は今年で34回目を迎
え、荷造り式では関係者が厳選した柿にフルーツキャップを被せて箱詰め
↑荷造り式で箱詰め作業を行うJA役職員。

を行いました。
宮崎組合長は
「今後の台風などの影響が心配されますが、良質な柿に仕上
がり順調に販売できています。柿を召し上がって、
コロナや熱中症に負けな
いで過ごしていただきたいです」
と語りました。

【生活課】男の料理教室番外編

手作りで簡単! 焼き肉のタレ作り
8/

6

男の料理教室の番外編として、短時間調理で持ち帰りができる
「焼き肉のタレ作り」
を企画し、
これまでの受講者を対象に募集
を行い、7人が参加しました。生活課の職員が講師を務め、2班

に分かれて力を合わせて調理。
りんごとにんにくをミキサーにかけた後、鍋
に移して醤油・砂糖・キムチ漬の素と一緒に火にかけ煮詰め、冷ましたら完
成です。タレを冷ます時間を利用してクイズ大会を行い、大いに盛り上がり
ました。完成したタレは持ち帰って味わっていただきました。

↑焼き肉のタレ作りの様子。

次回は、第9期男の料理教室として10月13日
（水）
に『簡単おいしいハン
バーグ』
に挑戦する予定です。

6
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10月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

努力が空回りしがち。
うまくいかないときは根本からやり方を見直してみる必要がありそう。
下旬以降は好転の兆し

健康運

オーバーワークに気を付けて。
休息も大切

【営農課】味一みかん摘果・マルチ敷設講習会

高糖度味一みかんの生産を目指して
かつらぎ町柏木のみかん園地にて、高糖度味一みかん生産者を

8/

11

対象とした摘果講習会を開催しました。営農指導員から、温州み
かんの概況や摘果方法について説明し、実際に摘果の実演を行

いました。高糖度果実生産のため後期重点摘果や日当たりの悪い内成果の
摘果徹底を呼び掛けました。
↑摘果作業について説明する営農指導員と生産者。

【営農課】樹上脱渋
「紀の川柿」
袋掛け講習会

「ハク皮紀の川柿」
生産にも取り組む

12.16
8/

各選果場・集荷場で高品質な
「紀の川柿」
の生産を目指し講習会
を開きました。講習会では営農指導員が生育状況や処理方法、
処理時期について説明し、実際に枝を使って袋掛けの方法につ

いて生産者と確認しました。また今年度から、新たに側枝環状ハク皮をした
果実へ処理する
「ハク皮紀の川柿」
についても説明を行いました。側枝環状
ハク皮は、早期採果対策として実施しており、紀の川柿処理により生理障害

↑紀の川柿の樹上脱渋について説明する営農指導員と講
習会参加生産者。

である十字型汚損果を軽減できることも確認されています。

【女性会】出前教室

小学生がハーブクラフト体験
紀見小学校の1年生から6年生までの児童9人が、
ハーブクラフ

20
8/

トの作品作りを体験しました。緑のカーテンについて勉強した
後、
いよいよ挑戦! 身の回りにある花や野菜を資材として使用し、

色とりどりの資材に児童たちは興味津々で、
ドライフラワーや乾燥させた
ゴーヤ、
オクラ等を松ぼっくりにボンドで思い思いに付けていきました。児
童たちは家族に完成した作品を見せるのを楽しみにしている様子でした。

↑松ぼっくりに飾り付けをする児童たち。

【青年部・営農課】地元農家と連携して食農教育活動

地域の果物について勉強しよう!

27
8/

青年部は、大谷小学校の児童57人を対象に、梨について
「食」
の
研修を行いました。例年、管内の農園で梨狩り体験も行ってい
ましたが、今年はコロナ禍の影響により中止となり、大谷小学校

の体育館で研修を行いました。営農指導員から地元で収穫される果実の種
類や栄養・効能について説明、
児童にはかつらぎ町にある坂田農園さんの梨
↑大谷小学校での「食」の研修の様子。

「豊水」
がプレゼントされました。営農課では、管内の小学校を対象に食農
教育活動に取り組んでいます。

信太地区
「たすけ愛信太」

移動スーパーまごの手の視察巡回を行いました

27
8/

高野口町信太地区では少子高齢化が深刻な問題となっており、
「たすけ愛信太」
を設立し住民主体の助け合い体制をつくり活
動しています。今回、
日用品・生鮮食品などを販売する移動スー

パーまごの手が高野口地区と九度山地区を巡回することとなり、地域の見
守り隊を兼ねた取り組みとして、当JA宮本専務と
「たすけ愛信太」
が視察に
同行しました。地域の方々はコミュニケーションの場として会話も弾み、
ま
ごの手の販売を心待ちにしてくれていました。

10月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

↑移動スーパーまごの手に集まる地域の方々。

全体運

交友関係が活発化。
楽しい時間を持てます。
頼まれ事は引き受けて。
あなたからのお願いも聞いてもらえるはず

健康運

最近話題の健康グッズなどを試してみて

Triangle 2021.10
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10月の農作業
落葉果樹

礼肥は早めに施用しましょう

10月に入ると刀根早生の収穫はピークを迎え、中旬か
らは平核無・早生富有の収穫も始まります。出荷基準を厳
守し、計画的な収穫を心掛け、適期採果を行いましょう。

「つたえるねっと」
で農作業情報を随時配信中！

＜処理方法＞
○埋没処理 処理しても掘り起こして被害を受ける場合もあり
ますが、埋没により腐敗を早める・臭いを出しにくくする効果があ
ります。
○隔離処理 イノシシ等鳥獣の侵入できない場所を決めて処理
することにより餌場を作らない。

また、今月は元肥の施用時期となってきます。収穫期と

病害虫防除

重なり忙しい時期が続きますが、適期に施用しましょう。

本年はカメムシの発生がやや少ないまま推移しています

柿収穫時の注意点

が、台風の襲来時や園地の条件によってカメムシが飛来し、

●果梗が長いと、収穫かごの中で他の果実にキズをつけてしまう
ので、
できるだけ短く切りましょう。

果実に被害を及ぼす場合があります。
（写真2参照）
カメムシの飛来を確認した場合は速やかに薬剤散布によ
る防除を行うよう心掛けましょう。収穫期ですので、防除を

ここで切る。もしくは軸を長めに
切って収穫し、収穫かごに入れ
る前にもう一度ヘタ際で切る。

行う際は薬剤の収穫前日数や使用回数を確認してください。
桃のせんこう細菌病については、越冬菌量を少なくする
ためにも落葉直前の防除を徹底しましょう。防風ネットが傷

●果実同士やコンテナへの打ち痛みが無いように、新聞紙もしく
はウレタンを敷き、
丁寧に取り扱いましょう。
●雨天時や露がある場合は、へた部や果面についた水滴を果紛
が取れないよう注意しタオル等で軽く押しあてとります。果皮
に傷が入る恐れがあるため、決してこすらないようにしましょ
う。コンテナに入れた後は、
乾燥機や扇風機などで乾かします。

んでいる場合は修繕を行ってください。
（写真3.4参照）

果実黒変果対策

写真2
カメムシ被害

例年この時期から、
秋雨の影響で黒変果の発生が増加します。
風通しが悪く、
湿度が高い園地や日照時間が短い園地では、
黒
変果の発生が多くなりますので、
マルチの敷設や不要な徒長枝の
せん除、
雑草管理等の対策を実施し、
黒変果軽減に努めましょう。

富有柿の着色向上対策

写真3
せんこう細菌病
被害

富有柿の着色向上を目的に、10月上中旬に摘葉やマルチの
敷設を実施してください。

鳥獣害対策

品目

HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

10 せんこう細菌病

（落葉直前）
月上中旬

10月の星占い

月中旬
９月中旬〜

Triangle 2021.10

適用病害虫

収穫前
日 数

防除薬剤
ＩＣボルドー412

30倍

アビオン‐E（展着剤） 1000倍

使用
回数

規制なし 規制なし

多発園では約2週間後に再度散布する。
よくもみほぐし、小容器でかきまぜてタンクに投入してください。

すもも

8

もも

ヤワ果や生傷果等の収
穫残渣を園地やその周辺
に放置すると、イノシシ等
鳥獣の餌付け・引き寄せに
なります。一度味を覚える
と、繰り返し園地へ来て収
穫前の農産物に被害を及
写真1 イノシシの収穫残渣食害
ぼす傾向が強いので、この
ような状況を作らないためにも収穫残渣等は適切に処理しましょう。

防除
時期

写真4
せんこう細菌病
被害果

10

黒斑病

ＩＣボルドー412

30倍

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してください。

全体運

予定を詰め込み過ぎないで。
マイペースを保てる
「余裕」が勝利の鍵を握っています。
音楽や映画観賞がお勧め

健康運

ゆったりティータイムでリフレッシュ

10月の天気

令和3年8月25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、
平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

施肥

品目

か き

も も

品種

時期

刀根早生
平核無

10月中旬

富

有

早

生

中晩生

160㎏
柿粒状配合
200㎏

10月中旬

味一粒状配合

果樹粒状配合100㎏ または
果樹有機化成80㎏

すもも

10月中旬

果樹粒状配合80㎏ または
果樹有機化成60㎏

管理作業の総仕上げに努めましょう。

仕上げ摘果
（樹上選別）
10月上旬から早生・普通みかん、
中晩柑類では樹上選別作業に
努めましょう。収穫直前まで園地をできるだけ巡回し、
小玉果、
傷
果、
奇形果、
日焼け果、
病害虫被害果など、
商品性の低い果実を中
心に摘果してください。樹上選別の徹底により、
製品率の向上や
収穫・家庭選果の労力軽減などが見込めます。

極早生みかんの収穫作業
10月は極早生みかんの収穫最盛期になります。食味
（糖度・酸
度）
を十分に確認して収穫を行いましょう。収穫時の生傷は腐敗の
原因になるため、
果実のもぎ採りをしたり、
ハサミ傷をつけたりし
ないよう注意し、
コンテナに果実を入れるときは潰れないよう丁寧
に入れましょう。
また、
雨で濡れた果実を収穫すると、
後にコンテナ内で腐敗しや
すくなるため、
必ず乾いた状態で収穫してください。

みかん・中晩柑病害虫防除

HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

使用
回数

2000倍

または、
ベンレート水和剤

4000倍

５回以内
みかん
4 回以内

前日迄

中晩柑
2 回以内

※降雨が多く、貯蔵病害の多発が心配される場合は、
ベフラン液剤25 2000倍（前日迄/みかん3回以
内・中晩柑2回以内）
を加用する。

特殊防除
◦カメムシ類 今年はカメムシの発生は少ない傾向ですが、
台風
や強風の影響で園地に飛来する可能性があります。園地でカメム
シが確認される場合は、
下記の防除薬剤を散布しましょう。
◦ハダニ類 降雨が少なく高温が続く場合は、
ハダニ類が発生し
やすくなります。10月～11月頃に発生するハダニ類は、
果実を食
害し着色を悪くするため下記の防除薬剤を散布しましょう。
防除時期

対象病害虫

発生時

カメムシ類

10月中旬
以降

ハダニ類

収穫前
日 数

防除薬剤

使用
回数

スタークル顆粒水溶剤 2000倍 前日迄 3回以内
コロマイト水和剤

2000倍

7日前
迄

2回以内

柑橘の秋肥
秋肥は、着果負担で消費した養分の補給を行い、樹勢回復や耐
寒性の向上、来年の春枝の発芽向上を促します。地温が低下する
と根の活動が弱まり、十分な効果を得られないため、下記の表を
参照して遅れないよう施用してください。
品目

施肥時期

みかん
八朔
（通常タイプ） 10月下旬

肥料名

施肥量
（１０ａあたり）

果樹粒状配合 又は
ヨーロッパ化成S604

150㎏
80㎏

果樹粒状配合

120㎏

果樹粒状配合

80㎏

ネーブル

◦貯蔵病害（青かび病、緑かび病、軸腐病）
貯蔵病害は、
一つでも発生すると被害が急速に拡大していきま
す。右記の表を参照し収穫前防除を徹底してください。

10月の星占い

貯蔵病害
（青かび病・
緑かび病・
軸腐病）

収穫前
日 数

防除薬剤

※ベンレート水和剤・ベフラン液剤25は、みかんと中晩柑で使用回
数が異なるため注意しましょう。

160㎏

10月中旬

対 象
病害虫

トップジンＭ水和剤

140㎏

う め

柑橘

防除
時期

施肥量
（10ａあたり）

肥料名

10月中下旬
または3月上旬

……TEL.0736-22-7822

収穫前

収穫後は長期間の果実生産により樹が弱った状態です。樹勢
回復と来年度の貯蔵養分を蓄えるため、
収穫後は速やかに施用し
ましょう。気温が低い場合や落葉後は養分吸収が悪くなりますの
で、施用が遅れないようにしましょう。施用後に降雨が無い場合は
かん水を行ってください。

かつらぎ資材センター

不知火・はるみ

※八朔で9月に省力タイプの有機ユートップ668を施用している場
合は、10月の果樹粒状配合は施用しなくてよい。

全体運

運勢に勢いがあり目標に向けて始動するのに最適。
無理を通せるときだけに周囲への配慮も忘れずに。
情報発信を

健康運

我慢し過ぎは禁物。
不調を感じたら病院へ

Triangle 2021.10
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野菜の
楽園
122

Vol.

■秋まきゴボウ

る、
または食い切られる事によりゴボウが枯れてしまいますので

秋まきゴボウ
月

注意が必要です。また、種後2カ月間は初期生育がとても遅く雑草

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

露地
●…播種

に負けやすいので、
こまめな除草作業を行いましょう。
●畝立て・播種

■…収穫

畝幅1mとし、富士型にできるだけ高畝とします。またゴボウ
の種子は発芽しにくいので、種子を一晩水に浸しておくと発芽が

ゴボウを楽しむ！

揃って良いでしょう。

食物繊維が豊富に含まれているゴ
ボウ。食物繊維は腸の働きを良くし老
廃物を排出する効果がある為、便秘解
消や大腸がん予防に効果が期待出来
ます。また、ゴボウの風味や旨味は皮
の部分に多く含まれます。皮はむくの
ではなく、タワシや包丁の背で軽くこ
そぐ程度にするとよいでしょう。
旬のゴボウは特有の風味と食感があるので、煮物やきんぴ
ら、サラダなど、調理法によって色々な味わいが楽しめます。
栄養価の高い野菜ですので、健康的な身体を維持するために
も、食卓の一品として取り入れてみてはいかがでしょうか。

覆土は1.0～1.5㎝程度で軽く行いましょう。
●間引き
間引きは、本葉1～2枚の頃と本葉3～4枚の頃に行います。最
終株間は、秋まきで5～8㎝とします。間引く目安は、生育が中くら
いのものを残して、生育が悪いものや良すぎるもの、葉柄が大き
く開いているものなどを取り除きます。
伸びすぎや出遅れの株を間引きます。
また、葉が広がっていて育ちの遅い株
は、根が奇形になっていることが多いの
で間引きましょう。勢いが良すぎる株も
要注意です。このような株も間引いて
しまいましょう。
葉が立っている株は根もまっすぐに
伸びている物が多いので、間引かずに
残します。

○ × × ○

■栽培のポイント
★連作を嫌うので、4～5年は間を空けましょう。
★根は乾燥に強いが多湿には弱いので、水はけのよい畑で栽
培しましょう。
（※水はけが悪いと根の先端が腐ってしまいま
す。）
★根は地中深く伸びるので、土を深くまでしっかり耕すことが大
切です。土の中に石や堆肥の塊などがあると、根が当たって
枝分かれしタコ足のようになってしまう場合があるので注意
しましょう。
★種子の発芽に光を必要とする代表的な野菜なので、覆土は薄

●収穫
根の直径が2㎝程度になったら収穫します。あらかじめ葉茎を
15㎝程度で刈り、根の横を深く掘り返してから、根を倒すようにし
て引き抜きます。無理に引っ張ると、途中で
折れる恐れがあるので注意しましょう。
収穫後にひげ根を除去することで乾燥
防止になります。また、泥つきのまま保管す
る方が鮮度保持に繋がります。

くしましょう。

根に沿って深く掘り下げてか
ら引き抜くと折れにくい。

■栽培管理
●畑の準備
長根性なので耕土の深いところが適します。酸性土壌に弱い
ため、播種前に苦土入りセルカでpH6.5～7.0に調整します。日当

●施肥例
（本圃10aあたり）
時期

たりが良く、排水の良い畑が適しており、地下水位の高いところ
や、耕土の浅いところでは、排水の良い高畝栽培をする必要があ
ります。

肥料名

施肥量

元肥

播種前

追肥1回目
（1回目の間引きの時）

本葉1～2枚

高度化成403

20㎏

追肥2回目

1回目の1ヶ月後

高度化成403

20㎏

※耕土とは、土地の上層で、作物の根が延び広がる部分です。
●除草

有機配合
（野菜配合） 100㎏

土壌改良材として、
有機質堆肥3t、BMヨウリン40㎏、苦土入りセルカ2号100㎏を施用します。

ネキリムシは雑草の根に生息するため、播種2週間前に耕転し
て除草します。ネキリムシが発生すると、地際部の茎がかじられ
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10月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

全体運

迷ったときは先に進まないように。
十分に情報を集めてから行動を起こしましょう。
蓄財、
スキルアップは積極的に

健康運

食事は楽しく。
彩りの良いメニューが◎

第２回

UI ターン就農相談フェア

参加 無
料
完全予
約制

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。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して頂き、郵送・FAX・メールのいずれかでお申込みください。
お近くのハローワークまたは、わかやま定住サポートセンターでも、申込書をお受け取りでき
ます。ご不明な点は、電話でお問い合わせください。
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
性があることを申し添えます。

11月7日（日）10：00～15：00

令和3年

就農支援センターほ場見学と農業体験も実施
場所

和歌山県農林大学校就農支援センター研修館

（御坊市塩屋町南塩屋724）

●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

相談
受付
内容

申込期間
申込先

令和3年 9月27日
（月）～令和3年 10月15日
（金）

紀北分院からの

ちょっといい話

郵 送 〒644-0024 御坊市塩屋町南塩屋724
F A X 0738－23－3489
メ ー ル e0716011@pref.wakayama.lg.jp

お問合せ 県就農支援センター
TEL：0738－23－3488
H P：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071601/
sintyakujouhou/index.html
※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。
※郵送・FAX・メールのいずれかで事前申込みをお願いします。

心不全のエピローグ
心不全は、色々な心疾患が悪くなった時に現れる症状です。

脈硬化による大動脈弁狭窄は毎年、少しずつ進行しますので、経

従って、心不全の原因は様々です。心不全の主な症状には、息切

過をみてもらうことも重要です。心筋症は大きく分けて2種類あ

れと浮腫（むくみ）があります。息切れは肺の病気や、ひどい貧血

ります。肥大型心筋症と拡張型心筋症です。肥大型心筋症は心臓

でも起こりますし、浮腫は低栄養や腎臓病でも起こります。このよ

の壁が厚くなる病気です。心筋が厚くなり過ぎると心臓の働きが

うな症状が起こった場合は、病院で詳しく調べてもらいましょう。

悪くなります。逆に拡張型心筋症は心臓の壁が薄くなる病気です

心臓病による息切れや浮腫は徐々に起こるため、自分自身では気

が、この場合も心臓の働きが低下します。これ以外にも、脈が速

が付かないことがあります。今まで休憩せずに行けたスーパーま

くなる不整脈も心不全の原因になります。脈が速くなる不整脈に

で、休まないと行けなくなったり、少し動くだけで
「ゼーゼー」いっ

は、心房細動や上室性心拍という病気があります。病気の詳しい

たりします。心不全では、息切れと浮腫が一緒に起こることが多い

話は、別の機会にしたいと思いますが、脈拍が120拍／分以上で

ですが、浮腫がひどくなると体重が急に増えます。2、3日で体重

長時間持続すると心不全の原因になります。このようなときには、

が3㎏太った場合などは注意しましょう。
心不全を起こす心臓の病気としては、心筋梗塞、弁膜症、心筋

甲状腺の病気が背景にあることもありますので、詳しく調べても
らいましょう。病気の原因によって薬を選択することになります。

症などがあります。心筋梗塞は、強い胸痛が起こり、ほとんどの方

心不全の時には、塩分制限、水分制限が重要です。塩分の摂取

は入院して治療をしているので、退院時にどの程度動いたらいい

量は1日7g以下が推奨されています。過度の水分摂取も控えた

かなど聞かれていると思います。一方、弁膜症や心筋症は病気に

方が良いです。お風呂も少し低い温度にし、入浴時間も短めがお

なっているかどうか自分では分からないこともあります。弁膜症

勧めです。心不全の場合、軽い運動は心不全を改善しますが、強

の原因は様々です。戦後よくみられたリウマチ熱は溶連菌による

い運動は避けた方が良いです。どの程度の運動が出来るかは、主

感染症で小児期に発症しますが、最近ではしっかり治療されるた

治医とご相談ください。治療薬としては、利尿薬（尿を出す薬）
と

め弁膜症になる方はほとんどいません。最近、弁膜症が増えてき

心臓の働きを休めるβ
（ベータ）遮断薬や心臓の筋肉の状態を改

た原因としては動脈硬化があります。動脈硬化により心臓の出口

善し血管を広げるアンジオテンシン変換酵素阻害薬などがありま

にある大動脈弁が硬くなり開きにくくなります。高齢者、
とくに動

す。これらの薬剤の使用方法は状態に応じて調整が必要ですので

脈硬化が強い人では弁が非常に狭くなり、心不全が起こります。

よく主治医とご相談ください。

自分自身では気が付かないことが多いため、動くと息切れがする
場合には循環器内科で心エコーをしてもらうことが必要です。動

紀北分院 内科

羽野

卓三

問い合わせ：和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
（☎22-0066）

10月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

人気運が上昇。
友人たちとおしゃべりを楽しめます。
有益な情報もキャッチでき笑顔がこぼれそう。
買い物にもツキ

健康運

新しい運動や健康法も試してみましょう
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A コープかつらぎ店からのお知らせ

今日は何曜日？

曜日別お得なサービス開催中 !!

月
火
水
木
金
日

曜日
曜日
曜日
曜日
曜日
曜日

店内100円（税別）商品
お買得商品がもりだくさん！

百円均市

たまごの日

たまご（L サイズ）の特売日
数量限定のため売り切れゴメン！

お米の日

お米の特売を毎週開催いたします！

ポイント10倍デー

店内1,000円（税別）以上お買い上げで
A コープカードポイント10倍 !

店内お買い得品がゾロ目価格でいっぱい
・111円（税別）
・222円（税別）など…
99円（税別）

ゾロ目市

店頭・店内においてお買い得商品多数 !!
午前9時から11時30分までの時間限定

朝市

見切り品コーナー
開設しました

お値段

半額!

15時以降 に商品のお値段が

やっちょん広場では、

半額 になる見切り品コーナーを店内に設置しております。

その日の売れ行きを見ながら、

果物、
野菜、
惣菜、
パン、
お弁当
商品が陳列されますので、
ぜひこの機会をお見逃しなく!
皆さまのご来店をスタッフ一同
お待ちしております。

12
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10月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

より過ごしやすい環境を目指すと運勢が活性化します。
部屋の模様替えはお勧め。
家族団らんの時間も大切に

健康運

運動は準備体操から。
筋肉をよくほぐして

法律相談会
10月15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〜F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
10月3日（日）・10日（日）・17日（日）
10月24日（日）・31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7月末現在】
2,193億 7,270万円

101.9％

貸出金

190億 4,952万円

100.8％

出資金

49億 2,100万円

104.4％

購買品供給高
長期共済保有契約高

6億

905万円

113.6％

4,532憶

771万円

98.0％

理事会だより
第240回理事会を7月29日に本店4階大会議室で開催し、
すべての議案につ
いて承認されました。

※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 押し入れの上に作られた物入れ
⑤ 青物◯◯◯へ野菜を卸しに行った
⑦ 祝い事に付きものの魚
⑧ とても小さな滴が降ってきます
⑩ 知識やひらめきを駆使して解きます
⑫ 感謝の◯◯◯を込めて花束を贈った
⑭ つらいことが続くとこぼしたくなることも
⑯ 船の積み荷を地上に移すこと
⑱ 能ある◯◯は爪を隠す
⑳ サツマイモには食物◯◯◯が豊富に含ま
れます
 陰暦10月の異称

横

第 1 号議案 令和2年度 JAのディスクロージャー誌について
第 2 号議案 「JA全国大会議案等策定にあたっての基本的考え方」
にかかる
組織協議について
第 3 号議案 固定資産の売却について
第 4 号議案 出資口数の減少について

縦

貯金

【前年対比
（%）
】

① 野山の散策を楽しむレジャー
② 鶏肉の部位の一つ。羽の一部です
③ イノシシを家畜化したもの
④ 沖縄にいる飛べない鳥、
ヤンバル◯◯◯
⑥ 南米にある南北に細長い国
⑨ 定規に刻まれているもの
⑪ アイボリーとも呼ばれる淡い黄白色
⑬ スマートフォンにはさまざまなデータが◯◯◯◯されて
いきます
⑮ 軽くて硬い金属。元素記号はTi
⑰ ギョーザや中華まんの中身をこう呼ぶことも
⑲ 漢字から作られました

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

10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

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

全体運

新しいことを始めるなら協力者を探しましょう。
コミュニケーションを取る過程で計画もブラッシュアップ

健康運

良好。
スポーツは好成績が期待できます

先月号の答え

マスカット
応募総数は34通でした。
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80年以上続く実家の農業を継ごう
と、就農して3年になる前田さん。父親
が高齢になって農業から離れてしまっ
た時に、長年栽培してきた柿畑を荒ら
してしまうことを気掛かりに思ったこ
とがきっかけで就農し、今は親子で柿
栽培に取り組んでいます。毎日手入れ
のために畑に向かう父親の姿を側で見てきて、当時は手伝いをしながらもわから
ないことが多かったそうですが、今になってその時の経験が役に立っていると話
していました。美味しい柿作りに欠かせない剪定、摘蕾、摘果作業などは実践的に
学び、除草剤を使わず土壌を大事にすることにこだわりを持って日々汗を流し取り
組んでいます。また、若い方に農業を伝えるために
“まず見てもらう”
をコンセプト
にインターネットを使った販売にも挑戦しています。知ってもらうまでがなかなか
難しい道のりですが、若い方が農業に興味を持ってこれからスタートするきっかけ

橋本市学文路

前田

になればと試行錯誤を重ねています。そして、出来た柿を食べてもらって
「美味し

貴史さん

かった」
と言ってもらえることが一番の励みになっています。
今後は主になって農業経営をしていくことへの不安もありますが、自然豊かな

品目 ●柿

栽培

この土地の良さを知ってもらい、将来的に若い方が来やすい魅力的な場所になっ
てほしいと語ってくれました。

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
●盆が過ぎ、田んぼの稲も実り始めま

●長雨の後の猛暑は身体に堪えます

した。昨年は
「ウンカ」
でびっくりしまし

ね。でも夜になるとスズムシやコオロ

たが、今年は静かに育っています。無事

ギが秋を知らせてくれます。

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。

（九度山町・Sさん）

に収穫できることを祈っています。
（橋本市・Iさん）

●いつも楽しく拝見しています。定年

●水稲を作っています。この間、田植え

を迎えてからの 農 業なので、農 作 業

をしたところだと思っていましたが、も

ページが特に助かります。

先月号の
当選者

刈りはとても暑いです。台風来ないで

宇野
玉置
田村
廣沢
吉川

由江さん
（かつらぎ町）
修さん
（かつらぎ町）
靖子さん
（橋本市）
弥生さん
（橋本市）
俊惠さん
（橋本市）

編集後記 _editorial note_

（かつらぎ町・Tさん）

う9月に稲刈りをします。昔と違って稲

抽選で
5名様に

毎日
「暑い」
の一言ですが、9月になり気持ち的には夏の

ね!!

終わりが近づいて来たなと感じています。そして管内で

（橋本市・Hさん）

お便りの宛先

●赤トンボが急に多く飛んでいるのを

は柿の季節がやって来ました。今年は着色が早く、8月
内での初荷受け、初出荷となりました。果実肥大も大き
く、糖度も期待できる美味しい柿の仕上がりに。今年は
柿のアレンジレシピを調べてみようと思います。また、

見かけ、もうそんな時期なのかなぁと

水稲では稲刈りの時期ですね。大きな台風被害がない
ことを願うばかりです。

思いながら様子を見ていました。

「女性フェスタ」
が開催されました。毎年運動会を開いて

（九度山町・Mさん）

いますが、今年は講演会やクイズ大会、景品抽選会を行
いました。新型コロナウイルスの影響で制限されるな
かでも、出来る範囲のことで楽しみたいですね。いよい
よ柿の美味しい季節がやってきます。
「 柿が赤くなると
医者が青くなる」
ということわざがあるほど、柿は健康

9 30

締切は 月
日
（木）
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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10月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

に良いとされています。9月になりますが、まだまだ暑
い日が続きます。柿を食べて免疫力アップ! 熱中症など
体調を崩さないように注意しましょう。

全体運

整理整頓、
片付けを優先しましょう。
絡まっていた問題もすっきりしてきます。
分析的な思考方法で成功へ

健康運

旬の食材を取り入れた食事で元気回復

夫婦で支えあって、人とのつながりを大切に

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
橋本市隅田町中島
かずお

りょうこ

南迫 一男さん（90）・良子さん（88）
グラウンドゴルフの練習に週3回参加している南迫夫婦。ゴルフの合間にお友達と話す
ことが楽しみだそうで、練習後にゴルフウェア姿で取材に応じてくださいました。一男さん
は教育一筋。教員を退職後は、橋本市教育相談センターの設立に尽力されるなど、50年以
上教育に携わりました。良子さんは花のお手入れが日課。たくさんの植物を育て、通りがか
る人達に喜んでもらえたらとご夫婦で素敵なお庭造りを楽しんでいます。特に一男さんは

ォー
スコップ 三味 線の パフ
加。
かきたんも飛び入り参

マンスに

教員の頃から菊作りに力を入れて、今も大切に育てていらっしゃるそうです。
無駄な日を作らないように心掛け、出掛けない日はほとんど無いそうで、いつも二人一
緒に過ごしています。
「夫婦で支えあって一人前。人とのつながりを大切に、周りへの感謝
を忘れず、一日一日を大事に楽しく過ごしていきたい」
と笑顔で話してくれました。お孫さ
んが6人、曾孫さんが4人いらっしゃるそうで、
ご自宅にもたくさんの写真が飾られていまし
た。またご家族みんなで会える日が早く来てほしいですね。

みんなで
「ＳＤＧｓ」
！

シェフ 永 井 の お す す め

agai’s

秋サケの

Chef N

mended
Recom e
recip

クリームソース
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）
秋サケ………………切身4切れ
カボチャ（乱切りして蒸した
もの）…………………… 1/8個
サツマイモ（乱切りして蒸した
もの）………………………… 1本
シメジ（小房にばらしておく）
………………………… 1パック
モロッコインゲン
（3cm幅に切り
ゆでておく）
… ……………… 2本

イクラ………………… 大さじ2
生クリーム
（乳脂肪分43% 程度
のもの）………………… 200ml
白ワイン……………… 大さじ2
砂糖…………………… 小さじ1
塩・こしょう… …………… 適宜
小麦粉…………………… 少々
サラダ油……………… 小さじ1
バター………………… 小さじ1

ん広場NE W S
やっちょ

作り方
（1）フライパンにサラダ油を熱し、小麦粉をはたいた秋サケを
中火で両面焼き、白ワインを入れ、いったん火を止める。
（2）
（1）のフライパンにバター、カボチャ、サツマイモ、シメジ、
生クリーム、砂糖を入れ、弱火にして塩・こしょうをして10
分ほど煮込む。
（3）ソースがとろりとしてきたら器に盛り付け、モロッコイン
ゲンを添え、イクラをかけて出来上がり。

10月のオススメ
「柿」
柿1個あたりのビタミンCの含有量はみかんの
3～4倍、ウイルスや細菌への抵抗力を強める作用
があり、昨年には
「新型コロナウイルス」
を不活化す
る研究発表があるなど話題となりました。また、漢
方では咳や喘息に効く食薬とされています。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

10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

10月の定休日は6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

対人運が活性化。
気持ちの触れ合いを大切に。
仲良しが増えそう。
ちょっとした工夫が幸せを運んできます

健康運

無茶はしないで。
安全を確認してから

Triangle 2021.10
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橋本市恋野
りょうはち

辻本

稜八く ん（4歳）
六花ちゃん（1歳）
りっか

お父さん…大雄さん

お母さん…瞳さん

仲

良し兄妹の稜八くんと六花ちゃんはいつも元気いっぱい!
稜八くんは4歳になって昆虫が好きになり、毎日図鑑でたく

さんの名前を覚えて、パパと一緒に虫とりに出かけることが大好
きです。大きくなったら、
「世界のカッコいいカブトムシを捕まえに
行く」
と稜八くんは目を輝かせとても嬉しそうでした。六花ちゃん
はキャラクターのアンパンマンが好きで、一番にお兄ちゃんが大
好きです。稜八くんの後を着いて行って真似をしながらいつも楽
しく遊んでいます。また少しずつ言葉を話すようになってきたそう
で、
これからいろんな会話が増えていくのも楽しみになりますね。

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

ご両親は、
「人の気持ちがわかる優しい子に、そして自分の好き
なことに自由に挑戦して行ってほしい」
と2人の成長を応援してい
ます。

JA紀北かわかみ

女性会会員様限定

ホテルシーモア

４大美味会席日帰り
─ 蘇りの地、わかやま リフレッシュプラン 2nd ─

紀州

この度 JA 紀北かわかみ女性会では、「南紀白浜日帰り」の旅行を計画いたしました。 是非、皆様お誘いあわせの上お申込ください。
尚、当旅行に参加お申込の方には、2021年10月下旬に詳しいご案内をさせて頂きます。

大美味会席
４
伊勢海老・鮑・クエ・熊野牛
紀州

10,000円
わかやまリフレッシュプラン2nd支援適用後

［参加費］大人お一人様

20,000円

▶▶▶

さらに！お買物にご利用できるクーポン2,000円ついてきます。 ※対象店舗のみ
女性会専用通帳をお持ちの方は300円助成いたします。

ご注意ください！

10月29日を過ぎてのキャンセルにつきましては、
参加費の返金ができません。

令和３年

旅行日程

※写真はイメージです。

11/17│水│

参加定員
申込締切
食事条件
利用交通機関
利用バス会社

80名様
令和３年 ９月30日
（木）
昼１回
貸切バス
大十バス ※または同等クラス

［お問合せ］JA紀北かわかみ

JA紀北かわかみ管内 8:00～9:00頃→〈高速
道路〉→梅干館→ホテルシーモア→〈高速道路〉
→とれとれ市場→JA紀北かわかみ管内 17：30
～18：00頃
※定員になり次第締め切ります
※行程表の時間はあくまで目安です。交通機関の都合
により変更になる場合があります。
※後日改めて、集合・解散地
（および時刻）
をお知らせ致
します。
※コロナウイルス感染拡大により、中止または変更にな
る場合がございます。

生活課 ☎42-2325
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10月号

□発行日／令和3年9月10日 □発行／JA紀北かわかみ □編集／総務部総務課

