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松下 未旺 さん（20）
■ 高野口町向島

現在は何をしていますか?

Q

趣味は何ですか?

介護の仕事をしています。

音楽を聴くこと。

Q

休みの日は何をしていますか?

Q

今いちばんしたいことは?

Q

行ってみたい場所は?

Q

将来の夢・目標は?

Q

好きなものは?

友達や妹とお出掛け。

旅行。

韓国。

海外旅行に行ってみたいです。

漫画：夏目友人帳
アーティスト：ジャニーズ

松下 未旺さん、
ありがとうございました!
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柿の
渋抜き体験

10月4日から15日にかけて、管内の小学校の児童を対象に、柿の渋抜き体験を実施しました。
渋抜きの方法

上手に出来るかな?

alcohol
管内で収穫された刀根早生柿を一人
2つずつ使用。
へた部分をアルコールに数秒間浸し
た後、
ポリ袋に入れて密閉します。

5 〜 7 日ほどで渋が抜けて食べごろに。
渋抜き実習した柿はそれぞれ持ち帰り、

そーっと慎重に

各家庭で味わってもらいました。

柿クイズ
KAKI quiz

子どもたちにクイズに挑戦してもらいました !
皆さんは分かりますか ?
※答えはページの一番下にあります。

？

①日本にある柿の品種は何種類あるでしょう
A. 約 100 種
B. 約 1,000 種 C. 約 10,000 種
②和歌山県でつくっている柿をサッカー場に
しきつめるとサッカー場何面分になるでしょう
A.50 面
B.100 面
C.250 面

この取り組みは、JA紀北かわかみ、和歌山県農業共済組合、伊都振興局、各市町村からなる伊都地方農業振興協議会
が主催となり、地域農業への理解促進と地産地消の推進を目的に、JA紀北かわかみの特産である柿の美味しさを子ども
たちに知ってもらう学習の場として提供しています。11月には、
つるし柿の体験学習を実施する予定です。
（柿クイズ答え ①B
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②C）

リーダー
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12月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

うまくいかないときもあるもの。
無理は禁物です。
困ったら1人で悩まないで。
専門家の意見も聞いてみましょう

健康運

腰痛、
関節痛の予防には筋トレがお勧め

年 金 無 料 相 談 会 開催のお知らせ
● 私は何歳からいくら年金がもらえるの…?

日時

● 雇用保険と年金は関係があるの…?
● 働きながら年金をもらうことはできるの?

12月8日（水）

令和3年
9時〜15時

JA紀北かわかみ
場所

年金に関するさまざまな疑問に

かつらぎ支店2 階

（かつらぎ町大谷1201-1）

社会保険労務士 が
個別に対応 いたします!!

個別
相談

約30分（要予約）

相談当日は下記の書類を
ご持参いただければ、
より詳しく
ご相談いただけます。

●年金手帳
●年金証書
●年金定期便

等

参加をご希望の方は下記支店へお申し込みください。※お電話の受付は平日の9時〜17時になります。
お申込み先▶ JA紀北かわかみ かつらぎ支店 ☎0736‑22‑0550／かつらぎ東支店 ☎0736‑22‑0325／かつらぎ南支店 ☎0736‑22‑1200

廃棄農薬・空容器及び
廃棄ビニール等回収予告について
肥料農薬の空容器・育苗箱・農業用ビニールなどは産業廃棄物としての取り扱いとなり、一般家庭ゴミと
区別して処分する必要があります。そのため JA 紀北かわかみでは環境保全を目的に廃棄プラスチック等の
回収を下記の時期に行いますので、ご準備ください。尚、廃棄農薬についても同時期に実施します。

1月中旬

回収時期 令和 4 年

詳しくは次号トライアングルの折込チラシをご覧ください。
●トラブル回避の基礎知識

利益誘引型サイトにご注意！

「利益誘引型サイト」と呼ばれています。サイトにアクセスする

国民生活センター相談情報部●黒澤夏子

きっかけは、見知らぬ相手からの SMS やメールの他、インター
ネット交流サイト（SNS）で知り合った相手から誘導される場合
があります。当選金がなかなか受け取れず途中で不審に思っ

「利益誘引型サイト」に関連したトラブルが増えています。

ても「もう少しで受け取れる」など、言葉巧みに促されて支払

【事例】スマートフォンに「3億円が当選した。あなたに支払い

いを続けてしまうケースが見られます。しかし実際に当選金を

たい。手続きしてほしい」という見知らぬ相手からのショートメッ

受け取ることはできず、やりとりをしている相手はサクラである可

セージサービス（SMS）が突然届いた。添付の URL にアクセ

能性があります。

スするとサイトにつながったが、内容は途中で切れており、全

サイトとの返金交渉は簡単ではありませんが、やりとりの記録

文を読むにはサイトに登録し、文字化け解除費用やセキュリティー

や支払い明細などが残っていれば、交渉ができる場合がありま

費用などを1ポイント1円で購入することが必要だった。3億円を

す。ただし、サイト内のメッセージは時間がたつと消えてしまっ

受け取るためにこれまで30万円近くを支払ったが、いまだに受

たり、退会の申し出により確認できなくなっ

け取れていない。相手からは「あともう少しで手続きが完了する。

たりするので、メールやメッセージはスクリー

3億円をぜひ受け取ってほしい」などのメッセージが届くが、だ

ンショットなどで保存しておきましょう。
簡単にお金が手に入ることはありません。

まされたと思うので返金してほしい。
お金が簡単に手に入ると思わせてサイトに誘導し、サービス
利用料や手続き費用と称して高額な対価を請求するサイトは、

12月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

見知らぬ相手からのメッセージには十分注
意しましょう。

全体運

一言多いのは失敗のもと。
協調性を見せると良い方向にまとまっていきます。
分からないことはネットで検索

健康運

目の周りを温めるなど、
疲れ目のケアを
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

↑詐欺注意喚起の掲示前に立つ高橋支店長。

【かつらぎ南支店】特殊詐欺注意喚起

“サギニチュウイ”呼び掛ける
かつらぎ南支店では、詐欺注意喚起のチラシを活用して、支店の入り口に大きく“サギニチュウイ”の文字を掲示。
チラシで大きな文字を作ることで、支店窓口や ATM 利用者の目に入りやすいよう心掛けました。
詐欺の特徴として、
「すぐに振り込まないと大変なことになる」とせかして考える時間を与えない傾向があります。
かつらぎ南支店の高橋支店長は「詐欺でなくても、少しでも心当たりのない電話があれば支店へ電話してほしい」
と話しました。

【女性会】女性大学
「スイーツ作り教室」

抹茶プリンパフェ作り

28
9/

今年第3回目の女性大学では、野菜ソムリエ、和歌山薬膳アン
バサダー等の資格をお持ちであるフレッシュミズサブリーダー
の尾上美代子さんを講師に迎え、抹茶プリンパフェ作りを本店

別館2階調理室で開催しました。米粉を使った和風薬膳スイーツをテーマに、
米粉で抹茶プリンと抹茶白玉、かぼちゃ白玉を作ったあと、カップにあんこ、
フルーツグラノーラ、抹茶プリンの順に入れていき、2種類の白玉とあん

↑抹茶プリンパフェ作りの様子。

こ、ホイップクリーム、カットしたフルーツをトッピングしていきました。米
粉は小麦粉に比べて油を吸収しにくいことから、ヘルシー食品として人気
があります。参加者のみなさんも興味を持たれていたようで、とても楽し
んでいただけました。

【営農販売部】紀の川柿目揃会

希少な柿
「紀の川柿」
出荷に向けて
10/

4

県内の紀北地方だけで栽培されており“幻の柿”とも呼ばれ
る紀の川柿の目揃え会が本店別館で行われ、着色基準や傷の
限度など品質管理の徹底を呼びかけました。紀の川柿は色づ

き始める前に固形アルコールの入ったポリエチレン袋を被せ48時間以上
おき、袋の下半分を切り取って樹上で柿が色づくのを待ちます。手間がか
かり流通が少ないため、希少な柿として人気があります。

6
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12月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

↑営農販売部担当職員を対象とした
「紀の川柿」
目揃え会
の様子。

全体運

人気運に恵まれ心温まる出来事の多いとき。
あなた自身の親切が周囲をハッピーにすることもしばしば。
金運も良好

健康運

足元に気を付けて。
足浴、
つぼの刺激が◎

【営農販売部】極早生ミカン目揃会

出荷に向けて規格を徹底
10/

8

かつらぎ支店2階大会議室で、極早生ミカンの目揃え会が行わ
れました。日南・ゆら早生・極早生ミカン
（岩崎・香和・上野・谷本）
の品種を中心に、着色・階級・等級などの荷受け基準を生産者と

再確認しました。今年は長雨の影響で減酸が早く、出荷開始からピークまで
例年よりも早い傾向です。果実品質は、9月下旬からの晴天により糖度も上
昇しています。極早生ミカンは11/1頃まで販売、11月中旬から早生ミカン
の出荷が始まります。
↑着色等を確認する生産者。

【福祉課】
デイサービスセンター秋祭り

笑顔いっぱいの秋祭り!

13~16 19.21.22
10/

10/

10/13～16デイサー
ビスセンターえびす高
野口・10/19・21・22え

びすかつらぎで秋祭りが行われました。会場

↑スタッフのステージの様子。

では、輪投げやヨーヨーすくい、スタッフのス
テージなどで大盛り上がりとなりました。

【青年部】青年部いと支部の学童農園でサツマイモ収穫体験

大きなサツマイモが出来ました!

19.21
10/

青年部いと支部が管理する学童農園で10/19に、
くまの子教室
つくしんぼ園、九度山保育所、10/21に応其こども園、九度山幼
稚園の園児たちによるサツマイモの収穫体験が行われました。

園児たちは、サツマイモが顔を出すと
「あった!」
ととても嬉しそうに夢中に
なってスコップで土を掘っていました。大きなサツマイモが見えてくると、近
くにいる子と協力しながら掘り起こし、みんなでサツマイモを持ち上げて笑
顔を見せてくれました。収穫したサツマイモは各幼稚園・保育園で園児たち

↑みんなで協力して引っ張ろう!

のおやつとして調理される予定です。

【営農販売部】
「紀州てまり」
選果・出荷

ブランド確立を目指して

28

10/

マルガク総合選果場で、甘柿の新品種
「紀州てまり」
の選果・出
荷が行われました。
「紀州てまり」
は、県が育成した柿の新品種で、
果樹試験場かき・もも研究所が
「早秋」
と
「太秋」
の2つの品種を

交配させ、約10年かけて誕生しました。重さは平均400gと大玉で、糖度が
高く、果汁たっぷりでジューシーなのが特徴です。この日は約1,200㎏を荷
受けし、一つ一つ丁寧に箱詰めを行いました。関西圏と首都圏に向け配送
され、首都圏の百貨店では11月6日から行われる
「わかやまフェア」
で販売
を行います。

↑「紀州てまり」
を箱詰めする担当員。

12月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

全体運

運勢は活気づきパワフル。
どんどん動いた方が幸運を呼び込めます。
リーダーシップを発揮する場面もあり

健康運

頭痛対策を。
ストレスをためないように
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12月の農作業
落葉果樹

来年に向けて園地づくりを行いましょう

「つたえるねっと」
で農作業情報を随時配信中！

◎密植園の悪いところ
・作業効率が悪い
・園内が暗くなり、着色や肥大に悪影響
・薬剤がかかりにくく、病害虫発生を助長する

本年は、8月以降の降雨の影響により刀根早生では、

・日照不足により新梢が充実しない

収穫初期に黒変果や十字型汚損果（バッテン果）がやや

・黒変果が多い

多く見られました。また、富有柿では炭そ病が多く発生し、
大きな被害を受けました。

柿の病害虫防除

近年、気象が不安定になりやすいため、土づくりや排
水対策などを実施し、園内の環境を整えてください。

◎粗皮削り
フジコナカイガラムシ・カキノヘタムシガ・コスカシバ等の虫
は粗皮内で越冬するため、樹全体の粗皮削りは2～3年に一回

土づくりの実施
堆肥（腐植）を投入することによって通気性・保水性・排水性
が高くなるので、積極的に投入しましょう。また、土壌に空気を
入れることも植物の成長にとっては大切な作業となります。中耕
できる方は実施してください。

程度、古枝や大枝の分枝部については毎年実施しましょう。
◎炭そ病対策
炭そ病は越冬する病気ですので、発病の激しかった園では翌
年以降も注意をする必要があります。
対策を行う上で最も重要なことは、新梢の発病を徹底して防

◎施肥時期

ぐことです。そのため、樹形を乱す場合であっても、発病した

・カキ……12月～2月
・夏果実…9月に投入出来ていない園地では1月～2月

枝を見つけた場合は速やかに除去し、園外に持ち出して処分し
てください。

◎10a あたりの施肥例

また、炭そ病は徒長枝や軟弱で遅伸びする枝に発病しやすい

完熟堆肥.................................................................. １～２ｔ

です。こういった枝を発生させないように、窒素肥料の過多や

アヅミン..................................................................... 40㎏

強剪定は避けてください。

セルカまたは苦土石灰・消石灰................100～200㎏

◎落葉処理

スーパーマグ............................................................. 60㎏
ＢＭヨウリン............................................................... 60㎏

本年は7月の長雨の影響もあり、落葉病がやや多く見られま
した。落葉病は、5月～7月の降雨が多い年や、干ばつや長雨
の影響で樹勢が弱ってきたときに多く発生する傾向があります。

※園地の適正管理のため、定期的に

発病してから薬剤を散布しても効果がないため、病原菌の感染

土壌分析を実施しましょう。

する5月～7月の薬剤防除が非常に重要です。

※過剰な堆肥の投入は、チッソが多く

落葉病発生園地では、病原菌が落葉内で越冬するので、翌年

なり炭そ病が発生しやすくなるため

に持ち越さないよう、落葉をできる限り園地外に持ち出すように

注意しましょう。

しましょう。また耕種的な防除として、落葉処理の他に樹勢を中
庸に保つ、間伐・縮伐や徒長枝の整理などを行い、薬剤散布の
際にムラのない園地をつくることが大切です。

柿の間伐・縮伐
炭そ病や黒変果は日当たりの悪い園地や密植園において多く

苗木の定植

見られます。剪定を始める前に園地全体を見直し、間伐・縮伐

12月は落葉果樹の苗木定植に最適な時期です。

の必要がないか確認しましょう。

苗木は深植えにならないように注意し、根を四方に広げ床土

間伐は、収穫後、葉の込み具合がわかりやすいうちに行います。

8

目安として、樹が大きくなったとき傘をさして通れるくらいの樹

と根が密着するように植え付けます。このとき、台木との接木

間を保つよう心掛けましょう。

部分は地表面に必ず出るようにし、軽く覆土します。その後、
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12月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

トラブルは解消へと向かい運勢は穏やかに。
心残りのないよう、
やりたいことを仕上げましょう。
友人との交流吉

健康運

頑張り過ぎないように。
歯の治療は早めに

12月の天気

令和3年10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

苗木を引き上げ気味に持ちながら、両足で主幹の周りを軽く踏
みつけて固定し、仕上げの覆土をかけます。乾燥防止のために、
ワラを敷く等の対策をとり、植え付け後はしっかりと灌水しましょう。
併せて、風等で苗が揺すられ新根が切れてしまうと生育が悪
くなりますので、支柱を立て苗木を固定してください。
（図1参照）

温州みかんの寒害対策
温州みかんは冬季の寒さによって落葉する場合があります。
強風による葉からの蒸散量の増大や、土壌乾燥と地温低下によ
る根の吸水力減少によって、葉内の水分収支が不均衡になるこ
とが原因で落葉します。樹全体の半分以上が落葉すると、樹勢
が低下し、翌年の着花量が減少するため隔年結果に繋がります。

接木部は地面から
地表面へ出す

対策として、被服資材（こも・寒冷紗・不織布など）を樹に
敷きワラで
乾燥を防ぐ

直接被せるか、樹の周りに支柱を立てて行灯のように囲いましょ
う。また、土壌乾燥を防止するために、十分なかん水や敷きワ
ラを実施してください。

有機物と石灰を
入れ、
土と混和する

図1．
苗木の定植

不知火やはるみでは、収穫時期まで寒害の緩和や鳥害対策の

◎落葉果樹定植後の切り返し目安
カ

キ…地上部40～50㎝程度の大きい芽で切り返す。

モ

モ…接ぎ木部から50～60㎝程度の充実した葉芽を残して
切り返す。弱い副梢を残し、主幹と競合しそうな強勢
なもの、混み合っているものは間引く。

スモモ…主幹は地上部50～60㎝の所で切り返す。競合しそう
な強勢な副梢は間引き、弱い副梢は先端を切り返す。
ウ

越冬中晩柑の袋掛け

メ…地上部50～60㎝程の所で切り返す。

ために、果実に袋掛けを行い品質向上に努めましょう。袋掛け
時の注意点として、袋内に雨水が溜まったまま低気温になると、
果実の凍結や水腐れ果が発生するため、できるだけ果梗枝から
水が入らないように掛け、水抜き穴が必ず下向きになるようにし
てください。また、袋掛け前には必ず貯蔵病害防除を徹底しましょ
う。貯蔵病害防除については先月号に記載していますのでご参
照ください。

ブド ウ…地上部5芽程度で切り返す。

越冬害虫防除

ウメの防除

温州みかん・中晩柑類の収穫後は、ダニ類やカイガラムシ類

貯蔵養分の浪費を防ぐため、剪定はできるだけ年内に終わら
せるよう実施しましょう。剪定後はカイガラムシ、黒星病の予防
として、石灰硫黄合剤10倍に展着剤を加用し、かけムラのない

の越冬を防除するために機械油乳剤95（冬マシン）を散布しましょ
う。越冬害虫は枝幹や葉裏にも潜むため、樹全体にムラなく散
布するよう努めてください。

ように丁寧に散布してください。

柑橘

防除
時期

寒害対策を行いましょう

対象病害虫

防除薬剤

12月下旬
ハダニの越冬卵
～
ヤノネカイガラムシ 機械油乳剤95
1月上旬 その他のカイガラムシ （冬マシン）
（収穫後）
サビダニ

45倍

収穫前
日 数

使用
回数

冬期

規制なし

普通温州みかん・八朔の収穫
12月は、普通温州みかんと八朔の収穫時期になります。果
皮が乾いた状態での収穫を心掛け、腐敗果が発生している場合
はできるだけ園外へ持ち出すようにしましょう。また、園地条件
や気象条件によっては、寒害や凍霜害などの被害に遭う場合が
あるため、天候を確認し、寒波が訪れる前に収穫しましょう。

12月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

全体運

あまり欲張り過ぎないように。
優先順位を付けて計画的に動くと納得の結果に。
「生活の知恵」
を大いに活用して

健康運

食事のメニューはきれいな彩りを意識して

Triangle 2021.12
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野菜の
楽園
124

Vol.

■野菜の連作障害対策

■主な野菜の連作障害
主な野菜を連作したときに現れる連作障害の内容を次の表に
示しました。参考にしてください。

■連作障害とは
同じ畑に同じ作物を毎年つくり続けると、作物の生育や品質が
悪くなることがあり、
「いや地
（忌地、嫌地）
」
といわれてきました。こ
れは作物の連作による害で、
「連作障害」
と呼ばれています。連作

科名

障害の原因には、①土壌病原菌または土壌害虫
（センチュウなど）
の加害、②土壌の理化学性の悪化による生理障害、③植物由来の

ナス科

毒素による生育阻害や発芽抑制、などがあり、近年最も発生が多

連作障害
青枯病、半身萎凋病

ナス

青枯病、半身萎凋病

ピーマン

立枯性疫病、
ネコブセンチュウ

い原因が①です。また②の土壌要因には化学性の他、物理性の悪

ジャガイモ

化や生物性の偏りも含まれます。これらの要因が、単独または相

スイカ

つる割病、
ネコブセンチュウ類

メロン

つる割病、
ネコブセンチュウ類

キュウリ

つる割病、
ネコブセンチュウ類

互に関係して作物に障害を及ぼすと考えられています。

ウリ科

トマト・ナス・ピーマンなどナス科や、
スイカ・メロン・キュウリなど
のウリ科、ハクサイ・キャベツなどのアブラナ科の連作は、共通の
病害を持っているので、連作

マメ科

連作障害の3つの原因

障害が出やすくなります。連

キク科

作障害の出やすい野菜ほど

サトイモ科

輪作にあたって休閑を要する
期間は長く、出にくい野菜ほ
ど期間は短くても問題ありま
せん。

アブラナ科
病原菌や
センチュウ

理化学性の悪化

植物由来の
毒素

先述したとおり、
近年、
連作障害の主な原因として挙げられるのは
「土壌病原菌・土壌害虫」
によるものです。
通常、
栽培中は作物の根の周囲1～2ミリ
（根圏）
には大量の微生

対策

物が存在し、
活発に活動しています。それらの微生物のおかげで、

輪作

土壌中に潜む病原菌が植物体内に侵入できず、
病害にかからない

天地返し

で栽培をすることができるのです。
栽培が終了すると、
作物を根から地上部まですべて処理すると

消毒

思いますが、
このときにどうしても根が土壌中に残ってしまいます
（残根）
。そうすると、
土壌中に潜んでいた病原菌が残根上で生き
残り続けます。
その状況で、
また新しく栽培を始めようと同じ作物を
植えると、
残根上で生き残った病原菌が植えられた作物の新しい根
に攻撃をしかけるようになります。連作を行うと、
このサイクルが繰
り返されることになります。
連作が何回も繰り返されると、
特定の病原菌によって土壌中が
支配され、
作物が病害にかかりやすくなってしまいます。特に野菜

で、
土壌の多様性が維持され、
連作障害が出にくくなります。

おとめ座

8月23日〜9月22日

生育不良

ゴボウ

生育不良

サトイモ

ネコブセンチュウ

ハクサイ

根こぶ病

コマツナ

根こぶ病

キャベツ

根こぶ病

方法
畑を4～5区画に分けて、栽培する野菜を毎年回転さ
せて栽培します。
冬の休耕期に、表土と地表から30㎝ほどの土壌を上下
入れ替え、堆肥を十分に施します。
薬剤による消毒や太陽光による消毒があります。

輪作年限

防ぐための一番の方策は、
輪作をすることです。輪作をすること

HOROSCOPE

ソラマメ

■休閑を要する年限の目安

やセンチュウの集積は加速されることになります。

12月の星占い

立枯病

○連作しても障害の出にくい野菜
サツマイモ・カボチャ・コマツナ・タマネギなど
○連作障害の出やすい野菜
ウスイエンドウ・ソラマメ・スイカ・メロン・キュウリ・トマト・
ナス・サトイモ・ゴボウ・ハクサイなど

の場合、
収穫から次の作付けまでの期間が短く、
連作に伴う病原菌

Triangle 2021.12

ウスイエンドウ

生育不良

■連作障害を防ぐには
連作障害を防ぐ対策としては、近縁の野菜を続けて作らないこ
とです。できなければ、休耕期の土壌の天地返しや、薬剤による消
毒を行います。

■連作障害はなぜ起きる

10

種類
トマト

野菜の種類

1年休閑

ホウレンソウ・カブ・インゲンなど

2年休閑

ニラ・レタス・ハクサイ・キュウリなど

3～4年休閑

ナス・トマト・ピーマン・メロン・ソラマメ・サトイ
モ・ゴボウなど

4～5年休閑

ウスイエンドウ・スイカなど

全体運

恵みの多い期間です。
いらつくこともありますが、
あなたの思いやりが状況を緩和。
感謝されるでしょう

健康運

楽しみながらできる運動にツキあり

令和3年度

JAグループ和歌山では、CO2削減・夏の節電対策

緑のカーテン
コンテスト

としてゴーヤなどツル性の植物を育てて作る
「緑のカーテン運動」を県内統一で取り組んでいます。

│ JA 紀北かわかみ受賞一覧│

レシピコンテスト部門

優秀賞 ねばねば冷やしうどん
JA 紀北かわかみ女性会
信太支部 藤形美代子さん

フォトコンテスト部門
JA 施設部門
最優秀賞

学校等団体部門
奨励賞 かつらぎ南支店

生活部生活課

優秀賞

かつらぎ町立梁瀬小学校

紀北分院からの

ちょっといい話

骨粗鬆症をみんなで治そう。

─ 骨粗鬆症リエゾンサービス委員会の立ち上げについて ─
骨粗鬆症
（こつそしょうしょう）
は
“骨の強度が低下し、

た、啓蒙活動の一環として健康講座の開催や患者さ

骨折のリスクが増大しやすくなる病気”であります。特

ん・家族さんに寄り添った治療方法の提案をしており、

に閉経後の女性の方が多くみられ、気付かない内に背

県内でもモデルケースとして取り上げられてきてお

骨の骨折を起こし腰曲がりや慢性的な腰痛の原因と

ります。特に当院の骨粗鬆症外来を受診された方には

なってしまいます。さらに一度骨折を生じると連鎖的に

“かわいい骨のお薬手帳カバー”を差し上げておりま

骨折を生じるようになり寝たきりになるなど、生活の質

す。このカバーはかかりつけの先生と薬局、そしてわれ

を著しく低下させます。そのため、骨粗鬆症は早期に診

われが骨粗鬆症の治療を通じて連携を取り、骨粗鬆症

断し治療を開始する必要があります。
しかし、骨粗鬆症

の治療薬の重複を無くし、さらに治療の継続率を改善

それ自体は症状が無く、治療中の患者さんは、
「なぜこ

させることが目的です。また長期で骨粗鬆症治療を頑

のような治療を続けていかなくてはならないのか」
と

張っておられる方には
“VIP骨のお薬手帳カバー”も差

思われる方が多く、治療の継続率は1年間で約半数と

し上げます。是非、
この機会に骨密度検査を受けられる

なってしまうといった報告があります。

ことや、骨粗鬆症についてかかりつ

当院の整形外科・脊椎ケアセンターではこの連鎖

けの先生もしくは当院骨粗鬆症外

骨折を防ぐために、骨粗鬆症を系統立てて治療を行

来を受診されることを検討されて

うコーディネーターとして、
「骨粗鬆症リエゾンサービ

はいかがでしょうか。

ス委員会」
を2020年5月に立ち上げました。多職種で
チームを組んで院内だけでなく地域のかかりつけ医
師、歯科医師、そして薬局とも連携を取り骨粗鬆症の

紀北分院

整形外科・脊椎ケアセンター

治療率の向上・継続率の改善を目指しております。ま

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）

12月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

全体運

問題が解決へと向かう幸運期。
難しく感じても諦めずに前進を。
金運も回復。
年の瀬は豊かに過ごせそう

健康運

前半は室内でのけがに気を付けて。
後半は快適

Triangle 2021.12

11

申込締切

Aコープかつらぎ店からのお知らせ

クリスマスケーキ ご予約受付中

12/3
金曜日

※サービスコーナーで承ります。

お得な情報を毎日配信中 !

LINE 公式アカウント

673㏄oiw

トクバイ

これは
便利 ！

ID：

友だち
募集中 !

右のQRコードを
読み取ってね!

右のQRコードを
読み取ってね!

に記念撮影
かきたんと一緒

お揃いのポーズでパシャリ

Aコープかつらぎ店

３６周年大創業祭
10月21日
（木）
～24日
（日）
まで、
３６周年大創業祭を開催しました！
全国駅弁祭りなど、
お買い得品
イベント盛りだくさんで大賑わい。
かきたんも応援にいってきました。

12
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12月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

全体運

整理整頓に力を入れるのは吉兆。
大掃除は早めに取り掛かりましょう。
予定を入れ過ぎないよう心掛けて

健康運

薬の飲み過ぎに注意。
処方を守って

法律相談会
12月17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
12月5日（日）・12日（日）・19日（日）・26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9月末現在】
貯金

【前年対比
（%）
】

2,191億 4,106万円

102.4％

190億 3,950万円

98.3％

出資金

49億 7,023万円

104.5％

8億 4,776万円

107.3％

4,474憶 2,893万円

97.1％

購買品供給高
長期共済保有契約高

理事会だより
第243回理事会を10月28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。
1
2
3
4
5
6
7
8

号議案 Aコープ店舗事業存続基準収支金額設定と今後のスケジュールについて
号議案 和歌山県常例検査の指摘事項に対する改善状況の報告について
号議案 諸規程の整備について
号議案 販売業務規程の一部改正について
号議案 固定資産売却について
号議案 固定資産の取得について
号議案 固定資産の取得について
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 石川県を代表する色絵磁器といえば◯◯◯焼
③ 出生届を出すまでに決めます
⑥ 花などで作るハワイの首飾り
⑦ ホップ・ステップ・◯◯◯◯
⑧ 炭を入れて使う暖房器具
⑩ kg、
kmのk
⑫ はがきを買ってきて◯◯◯状を書いた
⑭ 弓に矢をつがえて狙うもの
⑯ ソーセージの一種。薄切りにしたものが
ピザのトッピングにも使われます
⑱ サンタクロースのそりを引きます
⑳ 木枯らしも颪
（おろし）
もこれ
 原価に利益や経費を盛り込んで付けます
 まきをくべて使う暖房器具。ペチカはロシア
風のこれです

横

第
第
第
第
第
第
第
第

縦

貸出金

① 一年の終わり。年の◯◯
② 広葉樹の落ち葉を発酵させて作ることも
③ 農機具などをしまっておく建物
④ 定期貯金が◯◯◯を迎えた
⑤ 家事をする際に着ける前掛け
⑦ 家を建てるときに神主さんを招いてする儀式
⑨ スプリングとも呼ばれる部品
⑪ 酒よりお菓子の方が好きです
⑬ 無地のものには付いていません
⑮ お◯◯◯の家に回覧板を回した
⑰ 食べ過ぎると手が黄色くなるかも？
⑲ 大みそかの空に響く除夜の◯◯
 プラスでもマイナスでもないことを示す数字

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

12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

カンツバキ
応募総数は26通でした。

全体運

運勢は活発な動きを見せています。
友人や知人からのアドバイスは耳が痛いものが多そうですが、
かなり有効です

健康運

むくみに気を付けて。
トイレは小まめに
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特別な日には、気軽に着物を楽しみましょう。

あなたのセカンドクローゼット

どなたで
も
ご利用
いただけ
ます

JAの貸衣装ならお気に入りの着物がきっと見つかる!

まだ成人式に間に合います!
振袖一式

¥22,000（税込）〜¥103,400（税込）
一式の
内 容

貸衣装室の取り扱い衣装／留袖・振袖・訪問着・袴・喪服・モーニング・略礼服・女性用フォーマル

紀北
かつらぎ
IC

京奈和自動車道

着付け・和裁等の無料講習をさせていただきます（要予約）

専門スタッフがしっかりアドバイスさせていただきます。お気軽にお申し出ください。

JA和歌山線

至和歌山

R24

JA 紀北かわかみ
かつらぎ支店 1 階 貸衣装室（担当：田中）

至橋本

JA紀北かわかみ
かつらぎ支店

振袖・帯・長襦袢・帯〆・帯揚・帯枕・前板
腰紐（5本）
・伊達〆（2本）
・伊達えり・衿芯

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
●9月の長雨の前に、小さな箱畑に春

●暑い暑いと思っているうちに、もう

菊の種をパラパラと蒔きました。それ

そこに冬が来ているのですね。今年も

が今、いっぱい成長して10㎝位になっ

綺麗なツバキの花を楽しみにしていま

ています。細くて可愛い春菊を間引き

す。

ながら1人分の鍋に使っています。
「蒔
かぬ種は生えぬ」
ですね。やわらかくて
おいしいです。
（橋本市・Iさん）

TEL 0736‑22‑0550

■営業時間／ 9 時 00 分〜 17 時 00 分
■定休日／土曜・日曜・祝日
（ただし、喪服は土日祝も対応しております）

かつらぎ町役場●

（かつらぎ町・Hさん）
●
「おたより広場」
の皆さんのおたより

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!

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

を読むのが楽しみです。なんだかほっ
こりします。

●少子化と謳われている中、いつもか

抽選で
5名様に

上西 郭介さん
（橋本市）
田中まり子さん
（かつらぎ町）
山本 教子さん
（九度山町）
山本久美子さん
（橋本市）
山本 隆子さん
（橋本市）

編集後記 _editorial note_

（かつらぎ町・Mさん）

わいい子どもの笑顔に癒されていま
す。
（高野町・Sさん）

お便りの宛先

最近、柿をアレンジして食べることにハマっていま
す。いままでは柿をそのまま食べるだけでしたが、
焼き柿や柿プリン、柿ドレッシングなど…柿の魅力

●栗のメンチカツ、甘さもあって美味

を再確認できた年になりました。柿が苦手という方

しそうですね。冷凍室にあるので私も

も、アレンジして食べると新しい発見があるかもし
れませんよ。ぜひチャレンジしてみてください。

作ってみます。
（大分県・Tさん）

園児のサツマイモ堀りを取材させていただいたと
き、童話の「おおきなかぶ」のように子どもたちが
後ろに続いて連なって引っ張っていました。秋はど
こへいったのか…と思うほど一気に寒くなりました

11 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。

が、子どもたちの姿を見て、心温まりました。

※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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12月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

気になることが多そうですが、
次第に改善へと向かいます。
考え過ぎは禁物。
時が味方してくれるまで待って◎

健康運

無理をせずスローモードでの行動を心掛けて

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
高野口町田原

野菜作り一筋

平田 和美さん（65）
和美さんは一年を通して農業が途切れないように、白カブやチンゲン菜、水菜、
ブ
ロッコリー、キュウリ、
トウモロコシなど、さまざまな野菜を育てています。農業に携
わったのは嫁いでから。最初は苦労したそうで、営農指導員に栽培方法など指導して
もらい長い間お世話になったとしみじみと話してくださいました。また、茶道や華道を

プリンパフェ♪
女性大学で作った抹茶

学生の頃から続けていて、小さな教室を開いたり、
ボランティア活動にも積極的に取
り組まれているそうです。
「作った野菜を喜んでもらえることが嬉しい。これからもそれを励みに野菜作りを
続けたい。また、大きな病気や怪我に気を付けながら家族健康で過ごしていきたい」
と話してくれました。今の時期は赤大根がおすすめで、サラダや漬物など生のまま食
べても美味しいそうです。これからも、和美さんの作る美味しい野菜を、たくさんの
人の元へ届けてあげてください。
Aコープでかきたんの塗り絵が
飾られていました!

シェフ 永 井 の お す す め

agai’s

Chef N

サンマのカレー煮

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（3人分）
生サンマ
（頭、尾、わたを取り3等分に切り薄
塩を振って1時間ほど置いておく）
… …… 2本
薄力粉…………………………………… 適宜
トマト
（大きめの角切り）… …………… 2個
セロリ
（筋を取って乱切り）… ………… 1本
ミョウガ
（千切りして水にさらす）
… …… 2個
ニンニク… ……………………………… 1片
タカノツメ… …………………………… 1本
オリーブ油… ……………………… 大さじ3

ん広場NE W S
やっちょ

A（合わせ出し汁）
水…………… 200㎖
カレー粉……… 小さじ1
顆粒だし……… 小さじ1
料理酒……… 大さじ2
みりん… ……… 小さじ2
酢…………… 小さじ2
しょうゆ… …… 小さじ1
塩………… 小さじ1/2

作り方
（1）サンマに薄力粉を薄くはたき、フライパンに
セロリ、トマト、タカノツメ、ニンニクと一緒
に並べ、上からオリーブ油を回し掛ける
（2）
（1）を強火にかけ、サンマの両面が焼き上がったら、A を入
れ強火のままふたをして煮る。
（3）
（2）の煮汁が少し残るまで煮詰め火を止め、皿に盛り付け、
上にミョウガをのせて出来上がり。

12月のオススメ
「冬野菜」
12月は白菜、大根、水菜、春菊などの冬野菜が多
く出荷されます。
βカロテンやビタミンCが豊富に含
まれ、風邪などの免疫力アップや老化予防の効果
が期待でき、身体を温める働きがあります。また冬
野菜は糖度が高く、甘みが増して美味しいですよ。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

12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

12月31日～1月4日は年末年始休業とさせていただきます。
※12月第一水曜日は通常営業です。

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

大きな前進が見られます。
これまでの状況を再確認し、
分析を加えましょう。
冷静さが成功を導きます

健康運

慢性的な不調を改善するチャンス。
検査吉
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橋本市隅田町

土井

ゆづき

結月ちゃん（1歳）

お父さん…邦義さん

お母さん…裕子さん

弾

ける笑顔の結月ちゃん。人見知りしたり、泣いたりすること
はあまりないそうで、
カメラを向けても恥ずかしがらずに元

気いっぱいの笑顔で応えてくれました。撮影時はペンやカメラが
気になっていたようで、人やものに興味津々。大好きなアンパンマ
ンショーでは、ステージに自然と近づいていってしまうほど夢中に
なったこともあるそうです。パパがお休みの日はパパと結月ちゃ
ん二人でお出掛けして、高野山へ電車に乗って行ったこともあり
ます。結月ちゃんといろんなところに出掛けることがパパは楽しみ
だそうですよ。コロナが収束したらキャンプしたり、海外に行ったり
たくさん思い出をつくりたいと話すご両親。
「健康で怪我なく、優

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

しい子に育ってほしい」
と思いを綴ってくれました。
結月ちゃんスマイルでみんなを笑顔に! これからもたくさんの
笑顔溢れる思い出をつくってね。

〒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12月号

□発行日／令和3年11月10日 □発行／JA紀北かわかみ □編集／総務部総務課

日 頃 から 食 事 は 良い評 価 を 頂いており 、

満足を超えた感動をすべての人に

現 在 は 接 客 も 高 評 価 を 頂いており ま す 。

◯和歌山県新型コロナウイルス感染症
予防対策認証施設として県より認証。

皆 様 のお 越 し を 従 業 員一同

お 待 ち しており ま す 。

◯新型コロナ対策取組の宿として
和歌山県旅館ホテル生活衛生同業組合より認定。

