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魅力ある農業と豊かな地域の未来づくり
〜第30回 和歌山県JA大会開催〜

New Years greetings 2022

新年 のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
組合員および地域の皆様におかれましては、新年を清々しい気持ちでお
迎えのこととお慶び申し上げます。
平素は、JA 紀北かわかみの協同活動に対し格別のご高配を賜り、厚く

代表理事組合長

宮崎 卓郎

御礼申し上げます。
昨年、農産物栽培においては、おかげさまで自然災害や気候変動の影響も少なく、平穏に推移した
年でありました。当 JA の主要品目「柿」の生産・販売実績は堅調であり、
「たねなし柿」の販売金額は
約43億円（前年比2.5億円増加）、キログラム単価は305円（前年比15円高）の実績を挙げることができ
ました。一方、
「富有柿」では、炭そ病被害が発生し、若干収穫量が減少しました。
また、昨今からの新型コロナウイルス
（COVID19）の影響により、日本はもとより全世界において、外出
規制などによる経済活動の停滞が発生し、多くの大会・イベントが中止または延期に追い込まれる事態
となりました。当 JA においても、入場制限を設けての総代会開催や、地域感謝祭（JAまつり）の中止な
ど、多くの行事に影響を及ぼすこととなりました。一刻も早くコロナウイルス封じ込めが功を奏し、正常な
経済活動に回帰することを願っております。
多様化しつつある社会情勢において、農業面における情勢も著しく変化しております。農業後継者
減少に伴う耕作放棄地の増加、生産基盤の脆弱化、農産物販売価格の不安定化など、地域農業が
抱える課題は山積しております。これら課題に対処するとともに、営農指導体制の強化・
ドローン技術を
活用した農業技術革新などを実践することにより、農作業の省力化・農業所得向上を実現し、地域農業
の更なる発展に貢献したいと考えております。
今年度、JA 紀北かわかみは合併20周年を迎えました。これもひとえに組合員皆様の JA 事業運営に
対するご協力の賜物であります。今後も地域と共に歩み発展していくことができるよう、役職員一丸となっ
て尽力して参りますので、更なるご支援を頂きますようお願い申し上げます。
新しい年が農業・農協にとって安定した一年となるよう祈願するとともに、組合員・地域の皆様にとりま
して幸多き年となることを祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。
令和4年
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元旦

JAグループ和歌山は、
『めざす姿』の実現に向け、
『 魅力ある農業と豊かな
地域の未来づくり』
をテーマに、
「生産基盤の強化と農業所得の向上」をは
じめとする4つの『重点実施事項』
を実践し、組合員や地域の方々とともに、
農業・地域の展望を力強く切り拓きます。
JA大会運営委員会報告を行う宮崎組合長

JA紀北かわかみは、
これらの重点実施事項を実践するため、
今後の事業計画に反映し、
取り組んでいきます。

①
生産基盤の強化、営農指導機能・体制の強化を通じて、
J Aグループ和歌山生産販売戦略の着実な実践と生産
コストの低減等に取り組み、令和６年度の県内 J A販売
高6 0 0 億円の実現をめざします。

担い手・労働力確保・農
地維持、省力化・スマー
ト農業技術の導入への
対 策 を 行 い 、生 産 基 盤
を強化します。

●総合的な対応ができる営農指導員を育成します。
→品目ごとの栽培指導・農業経営指導に活用できる専門的知識の習得
→スマート農業等の技術進展に対応した能力開発研修の実施

商 品 づ く り 、情 報 企 画 、流 通 に
関する総合的な販売戦略を実践
します。

生産資材コストの低減、労力の軽減、物流の効率化に
より、トータルコストの低減に努めます。

●“出向く相談活動”で結びつき強化に取り組みます。
●対応力に富んだ購買窓口の人材を育成します。
●規模拡大や複合経営をめざす生産者や新規就農者
への支援・提案を強化します。

Triangle 2022.1
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②
JAが実施する事業の総合的な利用や、J A まつり、女性大学など様々な活動への参加を通じ、組合員のメンバーシッ
プ強化をはかります。また、青年部・女性会など組合員組織の拡充・活性化をはかるとともに、全 J Aの全支所（支店）
で、支所（支店）協同活動に取り組みます。

●関係人口等の創出・拡大
農業体験や収穫体験など、
「食」
・
「農」をテーマとした交流活動の充実により、関係人口の創出・拡大をはかります。
●地域社会への貢献
環境・文化・福祉等に貢献する諸活動を通じて持続可能な地域社会の実現に努めます。
●地域の多様な主体との連携強化
人口減少や高齢化、過疎化に伴う課題に対応し、持続可能な地域づくりや地域活性化に貢献するため、組合員のほか市
町村や協同組合、NPOなど、地域の多様な主体との連携を強化します。

③

多様な事業を総合的に展開
することで、組合員の営農と
生 活 を サ ポ ートするととも
に、地域農業の振興や
地域づくりに努めます。
等

④
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1 月の星占い
HOROSCOPE

うお座

2月19日〜3月20日

全体運

考え過ぎは禁物。
結論が出ないことは少し横に置いておいて。
時の流れに任せた方がいい方向へ。
おしゃべり吉

健康運

質のいい睡眠は元気の源。
枕選びにこだわって

「相続」が「争族」にならないために 「相続」が「想族」になるために

無 料 相 続 遺 言 セミナー開催

知って安心 ! わかりやすい『相続』のはなし ～どうする ? 相続対策・遺産分割～
相続税・遺言書・遺産分割など…
「自分には無関係」
と思ってはいませんか?
「相続」
を
「争族」
にしないためのポイントを税理士が親身にわかりやすく解説します。
日時

1月15日（土）

令和４年

場所

13:00〜15:00

JA紀北かわかみ 本店・4階大ホール

（橋本市高野口町名古曽922-2）

●セミナー終了後、個別相談にも対応させていただきます。
（先着10名／要予約）
●新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期または中止する場合がございます。

お問い合わせ・お申し込みは各支店窓口または本店・資金課（☎0736-42-5323）まで

資材センター 定休日についてのお知らせ

橋本・かつらぎ両資材センターは、1月・2月の閑散期に毎週日曜日を定休日とさせていただきます。

ご不便お掛けいたしますがご理解ご協力お願いいたします。

定休日 毎週日曜日
期 間 令和4年1月・2月
（閑散期）
※今回は試験的に定休日を設定し、利用状況等を検証のうえ次回以降の取り組みについて検討します。

令和3年度 年末・年始営業形態について
23日

12月

24日

12月

木

金

25日

26日

12月

12月

土

日

27日

12月

28日

12月

月

29日

12月

火

30日

12月

水

木

31日

12月

1

2

3

4

5

1月 日

1月 日

1月 日

1月 日

1月 日

土

日

月

火

水

木

本店

通常営業
8:30~17:00

休

通常営業

休

通常営業

支店

通常営業
9:00~15:00

休

通常営業

休

通常営業

休

通常営業

休

通常営業

資材センター
（橋本・かつらぎ）

通常営業 8:30~17:00

農機センター
（橋本・かつらぎ）

通常営業

8:30~17:00

休

通常営業

ガソリンスタンド
（本店）

通常営業

8:00~19:00

休

通常営業

ガソリンスタンド
（橋本・かつらぎ）

通常営業

8:00~19:00

ＡＴＭ

営業8:00
～17:00

休

通常営業

営業8:00
～17:00

休

通常営業

通常稼働 8：00～21：00

ＡＴＭ
（志賀・花園・富貴）

通常稼働

休止
通常営業

9:00~20:00

やっちょん広場

通常営業

9:00~17:00

セレモニーホール
紀の川
デイサービスセンター
えびす・えびすかつらぎ

8:30~17:00

休

◆休日交通事故受付は、
ＪＡ共済事故受付センター

休止
営業9:00
～19:00

通常稼働
休
休

24時間
通常営業

※

通常稼働

A コープ
かつらぎ店

無休受付
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1月 日

金

通常営業
通常営業

☎0736-42-5588

通常営業

休

通常営業

☎０１２０－２５８－９３１
（フリーダイヤル）へ。

◆セレモニーホール紀の川の年始は、
２日通夜のみ可能で３日より通常営業（かつらぎ斎場利用の場合は3日通夜のみ可能で、4日より通常営業）。

※高野口支店ATMは、電気設備点検のため1月3日終日休止とさせていただきます。

1 月の星占い
HOROSCOPE

みずがめ座
1月20日〜2月18日

全体運

上昇運です。
定まらないことを形にしていく作業にツキがあります。
年間予定を立てるなど前向きに動いて

健康運

楽しみながらできる運動でパワーアップ!

Triangle 2022.1
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ス！
新ニュー

の最
わかみ
紀北か

【営農課】食農教育活動

子どもたちが渋抜き体験

25

10/

↑渋抜き体験の様子。

営農指導員が講師のもと、京都市立御所東小学校の児童41人が柿の渋抜きを体験しました。児童は和
歌山の果樹農業や柿の品種、収穫までの管理作業について説明を聞いた後、平核無柿の渋抜き前と渋
抜き後を試食しました。
「渋い」
「渋抜きした柿はあまい」
等の声が挙がり、普段体験できない渋みを感じ

ることや柿本来の美味しさを知ってもらいました。試食後はへたをアルコールにつけて渋抜きを体験しました。
この取り組みは、小学生に対して農業や食の大切さを知ってもらうためJAバンク食農教育活動助成事業を利用し
ています。

【営農課】高糖度味一ゆら

味一ゆらの収穫始まる

29

10/

かつらぎ町柏木のみかん園地にて、味一ゆらの収穫が始まりま
した。生産者は高糖度果実生産のため、
マルチ被覆や後期重点
摘果など栽培管理の徹底を行っています。味一ゆらの出荷初日

の平均糖度は12.5度で昨年より約1度上昇しました。営農課では今後も味
一みかんの普及拡大を進めていきます。
↑味一ゆらを収穫する生産者と営農指導員。

【女性会】
ボランティアグループあじさい

花一鉢運動でお花をプレゼント
11/

4

女性会ボランティアグループあじさいは、
かつらぎ町管内の85
歳以上の年金友の会会員のお宅を訪問し、花一鉢をプレゼント
する活動を定期的に行っており、今回かつらぎ町丁ノ町・新田地

区の7名に花一鉢をお届けしました。お花を手渡すととても喜んでいただき、
笑顔で楽しく近況等をお話してくれました。訪問した方々には好きな事や趣
味があり、
元気の秘訣になっているのかもしれませんね。

↑お花をお届けし、大変喜んでいただきました。

【総務部】全職員研修会

全職員へ人権啓発と
「SDGs」
理解促進

8.10.11

11/

本店4階大ホールで当JA職員を対象とした研修会を開催し
ました。例年、県下で人権啓発を推進する11月に合わせ人権
研修会を行っています。また、JAグループ和歌山が取り組む

「SDGs」
の話題を盛り込み全職員への理解促進を図りました。
「 SDGs」
と
は、私たちそしてその先の世代が豊かに安心して生きていくために国連が
定めた、2030年に世界全体で達成すべき17の目標のことです。

↑全職員研修会の様子。
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1 月の星占い
HOROSCOPE

やぎ座

12月22日〜1月19日

全体運

ハッピーな年明けです。
あなたの行動が周りの人も幸せな気分に。
楽しい予定を立てて。
人の世話を焼くのも◎

健康運

頭や首のつぼを刺激してストレスを軽減

【資金課】年金友の会ゲートボール大会

試合は真剣勝負!
11/

9

橋本市向副ゲートボールコートで
「第21回年金友の会ゲートボール大
会」
が行われ、管内から6チーム29人が集まり熱戦が繰り広げられま
した。戦いを勝ち抜き優勝したチームは
「学文路チーム」
、準優勝は
「葵

チーム」
でした。雨天のため2回戦で中止となりましたが、参加された会員の皆さん
はチームで力を合わせ、
親睦を深めながらプレーを楽しみました。
↑ゲートを通るかな…!?

【生活課】男の料理教室

柿の葉寿司作り

10

11/

男の料理教室では、JA紀北かわかみ女性会信太支部の藤形美代子さ
んと平田加代さんに講師をお願いして、柿の葉寿司作りに挑戦しまし
た。ボウルに酢・砂糖・塩を入れてよく溶かし、寿司桶に炊き立てのご飯

を入れ、
うちわで扇ぎながらご飯を切るように混ぜていきます。
うちわで扇ぐ人と
ご飯を切る人に分かれて力を合わせてすし飯を作りました。最後に、柿の葉にさば、
にぎり飯をのせて葉でくるんで完成です。新型コロナウイルス感染予防対策とし

↑柿の葉寿司作りの様子。

て二部制で行い、作った料理はお持ち帰りいただきました。

【橋本西部支店・かつらぎ東支店】小学校社会科見学

JAのお仕事のこと、たくさん勉強できたかな?

16.19

11/

橋本市立西部小学校2年生の児童が橋本西部支店に、
かつらぎ町立妙
寺小学校2年生の児童がかつらぎ東支店にそれぞれ社会科見学に訪
れました。これは各小学校の生活科学習
（まちたんけん）
の一環として

行われ、地域のことについて学習する機会となっています。児童からは、JAはいつ
からあるのか、仕事ではどんな時が嬉しいのか、
また地域農業についてなどの質問

↑→
支店長から説明を
受ける児童たち。

も挙がり、
メモを取りながらとても意欲的に発言してくれました。

【資金課】年金友の会グラウンドゴルフ決勝大会

優勝目指して実力を発揮!
11/

17

橋本市神野々緑地芝生広場で、
「第10回年金友の会グラウンドゴルフ
決勝大会」
を開催しました。各支部予選を勝ち抜いた113人の選手が
参加し、他の地区の方と親睦を図りながらプレーを楽しみました。全員

のホールアウト後に表彰式が行われ、優勝は橋本支部の畑中利文さん、準優勝は
かつらぎ南支部の谷澤一男さん、3位はかつらぎ東支部の正木健詞さんに記念の
トロフィーが授与されました。

↑各コートで熱戦が繰り広げられました。

【経済部】高野山総本山金剛峯寺に新米奉納

厳選されたキヌヒカリ
「天野米」
11/

17

経済部は、高野山総本山金剛峯寺に御用達米
「天野米」
の新米90㎏を
奉納しました。金剛峯寺持仏前大広間で行われた奉納式では、宮崎組
合長が目録を読み上げ、高野山真言宗今川泰伸宗務総長に手渡しまし

た。
「天野米」
は天野地区のみで生産され、良質な紀伊高野山系の清水で栽培され
ています。今年は病害虫の被害が少なく、
生産者の苦労と努力によって順調に成育
し、食味検査に合格した良品質の美味しい
「天野米」
を届けることができました。

1 月の星占い
HOROSCOPE

いて座

11月23日〜12月21日

↑金剛峯寺持仏前大広間で目録を読み上げる宮崎組合長。

全体運

先を急ぐあなたに周りが右往左往。
多少言い争いはあるものの楽しい期間です。
話を聞く耳を持つともっと発展的に

健康運

力を出せます。
動き過ぎには気を付けて

Triangle 2022.1
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1 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！

めましょう。

作業性の良い園地づくりを行いましょう

本年度の柿は、降雨等の影響により、刀根早生では
収穫前半に黒変果や十字型汚損果（バッテン果）がや
や多く見られました。 富有柿では、炭そ病や軟果の発
生が目立ちました。 近年は、気象条件が不安定になり

枝と枝の間隔は1m以上あける

やすく生理落果や着色遅れ、黒変果や病害の発生が目
立ちます。間伐・縮伐により風通しや日当たりを良くす

2. 樹の骨格作りのポイント

ることは生育を整えるだけでなく、病害対策にも繋がる

・主枝数の多い樹（特に若木）は、何年かに分けて徐々に数を
減らし、最終的に3～4本にしましょう。

ため早めに行いましょう。

・主枝・亜主枝の配置や勢力のバランスを考慮し、主枝→亜主
枝→側枝の順に適正な勢力差をつけましょう。

混植園・隣接園では対策を

・高い樹は徐々に切り下げ、地上からの管理作業が2/3以上出
来るような低樹高に仕立てましょう。

他品目との混植園や隣接園では、農薬飛散（ドリフト）の問

ただし、鳥獣害被害園や晩霜常襲園では、樹高が低いと被害

題が生じる事があります。付着した作物にその農薬の登録が無
い場合は無登録農薬として検出される場合がありますので、事

に遭いやすくなるので、園地に応じて仕立てましょう。

故を避けるためにも園地を単一品目に改植したり、隣接園との

3. 生育・樹形を乱す枝の整理

間に2.5m 以上の緩衝地帯を設ける等の対策を実施しましょう。

・間引き剪定を主体とし、内向枝や平行枝を剪除します。特に車枝、
同年枝は整理をしましょう。

富有柿の炭そ病対策

・伸びすぎた徒長枝は樹冠内部を日陰にしたり、養分を多く吸
い上げ樹形を乱す要因になるので剪除しましょう。

本年は、炭そ病が多かったため次年度も発生が心配されま
す。病原菌は枝で越冬するため、発病枝はせん除し園外に持ち

4. 側枝の更新

出すなど適切に処分してください。また炭そ病は新梢に発病し
やすいため、二次伸長等を誘発する過剰な施肥によるチッ素過多、

・側枝が古くなると、結果層が遠ざかり樹勢の低下や果実肥大
に悪影響を及ぼします。また、主枝・亜主枝から充実した結

強剪定は避けてください。

果母枝や新梢も出にくくなるため、3～4年で新しい側枝に更
新しましょう。

柿の剪定

・側枝の配置は、主枝・亜
主枝の先端は小さく、基

◎剪定の目的

部は大きい側枝を配置し

①安定生産のため、適正な樹勢維持と樹冠の拡大。

二等辺三角形をイメージする
重なる枝や強勢な側枝は
除去する

ます。枝の先端から見て

②園内の日照改善と高品質な果実を生産するための充実した

二等辺三角形になるよう

結果母枝の確保。

ここで切る

に配置しましょう。

③管理作業効率化のための樹づくり。

・側枝はく皮を実施した枝

1. 間伐・縮伐

は折れやすく、翌年は高

剪定を行う前に園地を見渡し、枝同士が交差している箇所や

品質な果実が生産出来ないため、必ず剪除しましょう。切り忘

姿勢を低くしなければ通ることができない箇所がないか確認しま

れ防止も兼ねて最初に剪除しましょう。

しょう。また混み合った園地では、果実運搬時の打ち傷みも多
くなるので、間伐や縮伐を行い、作業性の良い園地づくりに努
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1 月の星占い
HOROSCOPE

さそり座

10月24日〜11月22日

全体運

少し遠出をして行動範囲を広げると幸運をキャッチできます。
小旅行も吉。
手紙やメールの返信は早めに

健康運

食事は目でも楽しみ、
腹八分目を心掛けて

1月の天気

令和3年11月24日 気象庁発表

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。
剪定前

かつらぎ資材センター

……TEL.0736-22-7822

としてください。

剪定後

果実の貯蔵は、内側に新聞紙を入れたコンテナを使用し、果
実は7～8分目まで入れます。床がコンクリートの場所は、コン
テナと床の間に板をはさみ、コンテナを直接床に置かないように
しましょう。また、倉庫内が乾燥する場合は、コンテナにブルー
シートなどを被覆し、その中に水を張ったバケツを入れて湿度
を90％程度に保ちましょう。ただし、この場合の注意点として、
果実腐敗を防ぐために定期的な換気が必要となります。

二等辺三角形になるように
枝を配置する

土づくり
土づくりは細根量、葉量を増加し、高品質果実生産や隔年結

◇幼木園では…
幼木の枝がその後の骨格となるので、慎重に選び育てる事が

果防止、樹勢回復維持強化のために重要な作業です。土壌分

必要です。定植1～2年目の新梢は伸びが悪い場合がありますが、 析結果などを参考に、完熟堆肥などの有機物を施用し、土壌の
切返し剪定で生育を促し、定植3年目から新梢が十分伸長したら、 通気性や保水力を高め、根が伸長しやすい環境を作り活発化さ

せましょう。また、土壌 pH が低い園地では石灰質資材を施用し、

主枝候補5～6本を決めて誘引を行いましょう。
その後、生育に応じて主枝数を制限し、最終的に3～4本にし
ます。それに応じて亜主枝も制限しましょう。主枝や亜主枝に関
しては強い枝に育てたいので、ある程度木が大きくなるまで先

柑橘栽培に適しているpH5.5～6.5まで調整してください。表年、
裏年樹関係なく土壌改良資材を投入して地下部の環境を適正に
しましょう。

端は切り返し剪定を行ってください。
品目

柑橘

施肥時期

中晩柑の収穫と来年度に向けた土づくりを行いましょう
みかん
八朔

はるみ・不知火の収穫

ネーブル

寒害対策として袋かけを行っている場合、はるみは1月中下旬、
不知火は2月中旬～3月上旬の成熟期に収穫しましょう。しかし、

はるみ

寒害対策を行っていない場合は、被害を受ける前に収穫し、貯
蔵を行う必要があります。気象条件を見極めて、寒害の受けや

の部分が傷みやすいため注意してください。

完熟堆肥

1～2t

アヅミン

40㎏

苦土石灰

いずれか

100～200㎏

消石灰
スーパーマグ

60㎏

BMヨウリン

60㎏

越冬害虫防除

周辺果実への傷を抑えるために軸が残らないよう2度切りし、運
搬や選果の際にも丁寧に取り扱いましょう。特に、不知火はデコ

施肥量
（10aあたり）

セルカ
1月～2月

不知火

すい園地から順番に収穫を行ってください。また、収穫の際は、

肥料名

秋に乾燥が続き、気温が高くなるとハダニ類など越冬害虫の
発生が多くなります。ハダニ類は生育期後半に多発すると越冬
密度が高くなり、翌年の発生が多くなる可能性があります。先

はるみ・不知火の予措・貯蔵

月号に記載した、機械油乳剤95（冬マシン）をまだ散布してい

収穫した果実は、貯蔵性を高めるために予措（よそ）を行い
ましょう。予措とは、果実を倉庫などの直射日光が当たらない風

ない場合は、12月下旬～1月上旬の間に散布し、越冬害虫防
除を徹底しましょう。

通しの良い場所に置いて果皮を乾燥させ、貯蔵腐敗軽減などの
貯蔵ロスを抑えるための作業です。はるみ・不知火の予措期間
は1～2週間程度行い、果実重量が3～5％減量する程度を目安

1 月の星占い
HOROSCOPE

てんびん座

9月23日〜10月23日

全体運

にぎやかなお正月に。
忙しさはあるものの周囲の笑顔があなたを幸せな気持ちにしてくれます。
連絡は小まめに

健康運

グループで運動を楽しみながら健康維持

Triangle 2022.1
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野菜の
楽園
125

Vol.

■肥料の基礎知識

肥料の基礎知識
肥料は、野菜を栽培する際、栄養源として必要なもの

○有機質肥料

です。肥料の作用性・必要性・効果の違いを理解し適正

植物や動物の死骸・排泄物などを原料とした、土壌を痛

施用することにより、省力化・経費削減に繋がり、美味し

めにくい肥料のことです。有機質肥料は緩効性を持ち、微

い作物が収穫できます。

生物に分解されながら徐々に効いていくので、
肥料やけを
起こしにくいことが特徴です。さらに、
多くのミネラル分
（微

◆植物の必須三要素

量要素）
が含まれているので、
品質向上にも役立ちます。
し

植物には通常、三大要素と言われる窒素（N）、
リン酸

かし、低成分のため施肥量が多くなる上、高価格なものが

（P）、
カリウム（K）が必要になります。これらは、生育する

多いので、
コストがかかってしまいます。

ために大量に必要とし、欠乏すると様々な症状が出て、生

種類

育が悪くなってしまいます。
肥料成分

はたらき

症状

３要素

窒素
（N）

過剰：濃緑になり、花芽形成・結実・
葉肥と呼ばれます。
果実の成熟が遅くなります。
葉 や 茎 などの 生 育
欠乏：植物全体が黄色っぽくなりま
を促進し、葉の色を
す。成長が悪くなり、花芽が多
濃くします。
くなります。

リン酸
（P）

過剰：吸収されにくいため、
症状は
実肥と呼ばれます。
出にくいです。
開花や結実を促進し、欠乏：根・枝の減少による生育不良
根を伸張させます。
になります。葉に黒みがかり、
結実が遅れる場合があります。

過剰：苦土や石灰の吸収が悪くなり
根肥と呼ばれます。
カリウム
ます。
根や茎葉を丈夫にし、
（K）
欠乏：成長点や茎が黄白色化して枯
耐病性を高めます。
れる場合があります。

中量要素

植物の細胞を丈夫にし、根の発育・
果実の成熟を促進します。

マグネシウム
（Mg）

光合成に必要な葉緑素を作ります。

硫黄（S）

タンパク質やアミノ酸を作ります。

微量要素

1 月の星占い
HOROSCOPE

おとめ座

8月23日〜9月22日

骨粉

リン酸（P）を多く含ん いろいろな植物の元肥に利用され
だ肥料
ます。

さらに有機肥料には、
これらの原料を混ぜ合わせた以下
のような種類があります。
種類

特徴

配合肥料
原料となる油粕などを混
（野菜配合、果樹粒状配合、
ぜ合わせた肥料
骨粉配合など）
有機を含んだ原料を、化
成肥料と同様に造粒した
肥料

用途

元肥や追肥

ので、低コストを計ることができます。ただし、一度に補給
しすぎると肥料やけを起こす可能性があるので、注意が必
要です。
種類

肥料の分類は、効能・用途・原料と様々な形がありますが、

Triangle 2022.1

窒素（N）、
リン酸（P）
を 微量要素を多く含むため、果菜類や
多く含んだ肥料
葉菜類の味を良くします。

く、速効性があるのが特徴です。比較的安価なものが多い

◆肥料の分類

10

魚粉

化学的に合成して作られた肥料のことで、成分量が高

鉄（Fe）
・マンガン（Mn）
・ホウ
植物が必要とする量はそれほど多
素（B）
・亜鉛（Zn）
・モリブデン
くないものの、それぞれが重要な
（Mo）
・銅（Cu）
・塩素（Cl）
・ニッ
機能を持っています。
ケル
（Ni）

特徴を理解して使用することが大切です。

窒素（N）を多く含んだ いろいろな植物の元肥・置肥に古く
肥料
から利用されています。

○化成肥料

はたらき

カルシウム
（Ca）

用途

油粕

有機化成
（有機化成A23号など）

○その他の肥料成分
肥料成分

特徴

特徴

普通化成
（クミアイ化成2号）

三要素の合計が30％未
満の肥料

高度化成
（千代田化成549）

要素の合計が30％以上
の肥料

緩効性化成肥料
（LPコート、
IB化成など）

効果が長く続きます。

用途

追肥

元肥

全体運

少し暴走気味の傾向はあるものの発展的。
周囲の意見を聞くよう心掛けて。
一緒に喜んでくれる人がいるのが大事

健康運

あったか靴下で足元を冷えからガード

有効期間

特別推奨品

令和3年
令和4年
12月1日㊌〜3月31日㊍まで

革新的な電動剪定バサミ

使って実感 ! 驚きの切れ味 !!

電動剪定バサミ

わずらわしいコードやエアーが一切不要です。
LCD 画面で切断回数や電池残量を一発確認 !
丸源鋸工場

バッテリー
重量込！

●プレミアムグリップ使用
人間工学に基づいて作られた柄。
ゴム素材で握りやすく、滑りにくい。
●衝撃焼入れ
刃先に再度熱入れし、耐久性をアップ!
さらに刃部分のサビ止め表面加工で
長持ち !
剪定用ノコギリ（中目） ●特殊目立
特許取得コンビ目立採用 !

プレミアムグリップピストル柄（ゴム製）
（中目・替刃7寸
（210㎜） 1本
（刃7寸（210㎜）＋ケース） 1本

3,400

1,380

税込価格 ¥

超軽量
約980g

●開口32㎜
（無段階開口径設定可能）
●切断径30㎜程度
●使用時間3〜4時間
●リチウムイオンバッテリー
14.4V
（16.8Vmax）
2.5Ah
●スリープモード搭載
●充電時間1〜1.5時間
（急速充電）
●完全ガード機能つき
● IPX4生活防水

今回限りの特別セット内容
・ハサミ本体×1
・専用レンチ（3本）
・バッテリー×2
・充電機×1
・専用ケース×1
・取扱説明書×1

参考小売価格¥87,780の品

税込
価格

◆ご利用の方は各資材センターまで
ご連絡ください。

¥71,500

税込価格 ¥

キレイな切り口と軽い切れ味をご提案
アンビルとは「金床」の意味で、切刃と
受刃が包丁とまな板のような役割を果
たし、受刃は平らに近くなっています。
切刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時
の抵抗が少ないため、手への衝撃をや
わらげ太い枝をラクに切断できます。

アルスコーポレーション
VA-7Z 生木切断目安22㎜以下

（全長180㎜・重量215g） 1丁

税込価格

¥3,730

アンビル剪定鋏

VA-8Z 生木切断目安25㎜以下
（全長205㎜・重量235g） 1丁
税込価格

¥3,980

橋本資材センター ☎0736-33-2300 かつらぎ資材センター ☎0736-22-7822
橋本農機センター ☎0736-32-0030 かつらぎ農機センター ☎0736-22-0124

令和4年（2022年）防除暦施肥例 主な変更点
平核無柿・富有柿共通
●7月上中旬 スプラサイド水和剤をモスピラン
顆粒水溶剤 2,000倍に変更（スプラサイド
2023年登録失効による変更）
●8月下旬～9月上旬 トップジンM 水和剤をベン
レート水和剤2,000倍に変更（炭そ病対策、コ
スト低減）

平核無柿
●刀根早生10月中旬施肥 省力タイプ かきい
ち105㎏を追加（省力化、コスト低減）

富有柿
●4月下旬～5月上旬と6月中下旬備考欄 炭そ病
多発園ではジマンダイセン水和剤またはペンコ
ゼブ水和剤を400倍で散布する。（炭そ病対策）
特殊防除
●炭そ病 べンレート水和剤を開花前または9～
10月 ナティーボフロアブル2,000倍に変更（炭
そ病対策）

もも・うめ・すもも共通
クビアカツヤカミキリ対策
一斉防除
●6月下旬、7月上中旬 モスピラン顆粒水溶剤

1 月の星占い
HOROSCOPE

しし座

7月23日〜8月22日

2,000倍、備考欄にダントツ水溶剤2,000倍を
追加（クビアカツヤカミキリ防止対策）

もも
●5月上旬備考欄 カイガラムシ類多発園ではダン
トツ水溶剤にかえてモベントフロアブル 2,000
倍を追加（カイガラムシ類対策）
●5月中下旬備考欄 ダーズバン DF を削除（販
売終了）
●6月下旬（晩生）を6月中下旬（中晩生）に変更
（中生シンクイムシ対策）
●8月～9月収穫後 スプラサイド水和剤を9月上
中旬モベントフロアブル2,000倍に変更（スプ
ラサイド2023年登録失効による変更）

みかん
●4月中旬（発芽直後）そうか病 デランフロア
ブル1,000倍を追加（そうか病対策）

みかん・中晩柑共通
●7月上中旬 スプラサイド乳剤40をエルサン乳
剤1,000倍に変更（スプラサイド2023年登録
失効による変更）
特殊防除
●10月中旬以降 ミカンハダニ コロマイト水和剤
をダニコングフロアブル4,000倍に変更
（コスト低減）
全体運
健康運

うめ
●4月下旬 スプラサイド水和剤をモスピラン顆粒
水溶剤 2,000倍に変更（スプラサイド2023
年登録失効による変更）
●7～9月収穫後 スプラサイド水和剤をオリオ
ン水和剤40 1,000倍に変更（スプラサイド
2023年登録失効による変更）

すもも
●2月中旬 アビオンー E（展着剤）を追加（ふく
ろみ病対策）
●7月中下旬（晩生）ロブラール水和剤を追加（灰
星病対策）
●7～9月収穫後 スプラサイド乳剤40をオリオ
ン水和剤40 1,000倍に変更（スプラサイド
2023年登録失効による変更）

水稲
●田植え前日～当日備考欄 Dr.オリゼリディア箱
粒剤を追加（いもち病対策）
雑草防除
●一発剤 キマリテ1キロ粒剤をエンペラー1キロ
粒剤に変更（コスト低減）
●キマリテジャンボをエンペラージャンボに変更（コ
スト低減）

「いつもと同じ」が幸運のキーワード。
伝統や習慣を大切に。
手間のかかる作業を丁寧に進めれば問題も解決へ
好きな運動ほど健康効果が高そう。
楽しんで

Triangle 2022.1
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A コープかつらぎ店よりお知らせ

お正月飾り

12月25日（土）から販売いたします。

歳末大感謝セール
12月26日（日）～31日（金）
お得な情報を毎日配信中 !
トクバイ

※12月31日（金）の金曜恒例朝市はお休みさせていただきます。

LINE 公式アカウント

673㏄oiw

ID：

右のQRコードを
読み取ってね!

友だち
募集中 !

右のQRコードを
読み取ってね!

第３回

UI ターン就農相談フェア

開催についてのお知らせ

参加無料
完全予約制

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。また、過去に新規就農された方の話を聞くことができる
「新
規就農セミナー」も同時に開催しますので、お気軽にご参加ください。
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。申込書は、
わかやま定住サポートセンター、お近くのハローワークでもお受け取り頂けます。
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。

2月27日（日）10：00～15：00

令和4年

新規就農セミナーは、1回目11：00〜12：00、2回目13:00〜14:00
場所
相談
受付
内容

和歌山県 JAビル２階 和ホール ABC（和歌山市美園町5-1-1）
新規就農セミナーは、和ホール ABC 内の“C”にて開催

●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

申込期間
申込先

12

令和4年 1月17日
（月）～令和4年 2月4日
（金）

1 月の星占い
HOROSCOPE

かに座

6月22日〜7月22日

県就農支援センター

TEL：0738－23－3488

担当：十川

H P：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071601/
sintyakujouhou/index.html

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

Triangle 2022.1

お問合せ・申し込み先

※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。

全体運

交友関係が活発化。
1人では難しいことも協力者を募れば何とかなります。
知恵を借りるときは謙虚に話を聞いて

健康運

食事はバランス良く。
野菜多めが◎

法律相談会
1月21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
1月9日（日）・16日（日）・23日（日）
1月30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10月末現在】
2,200億 6,885万円

102.2％

貸出金

190億 8,896万円

98.6％

出資金

49億 8,285万円

104.5％

9億 8,656万円

105.4％

4,464億 3,703万円

97.0％

購買品供給高
長期共済保有契約高

毒物･劇物に該当する農薬を
購入される農家の皆様へ

① オイルショックともいわれる◯◯◯危機
③ 分度器で測ります
⑥ 栗の実のトゲトゲ
⑦ 春の七草の一つ。
ダイコンのことです
⑧ 遊園地で◯◯◯◯コースターに乗った
⑩ おでんに添える黄色い薬味
⑭ 年下の女きょうだいのこと
⑯ 屋外で行うことも多い教科
⑱ ミカンのものは手でむけます
⑲ おしゃれな◯◯◯でランチを楽しんだ
⑳「オリオン」
「おおいぬ」
「カシオペア」
といえば

横

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

縦

貯金

【前年対比
（%）
】

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）

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

─24時間受付しております─

（0120）56-5588

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

① 1月の第2月曜日は◯◯◯◯の日。国民の祝日です
② 旅支度で、
旅行かばんに◯◯◯を詰めた
③ 下手な鉄砲も◯◯撃ちゃ当たる
④ 北海道東部の市。自然豊かな湿原が有名です
⑤ 水が混じって軟らかくなった土
⑦ これが三つで三振
⑨ 土を盛り上げて作ります
⑪ 植物の葉や車の窓などに氷の結晶が付いたもの
⑫「住めば都」
とか
「猫に小判」
とか
⑬ 果物◯◯◯を使ってリンゴをむいた
⑮ 遠回りをすること
⑯ 初夢で見ると縁起が良いといわれる鳥
⑰ やっぱり自分の◯◯が一番落ち着くなあ

先月号の答え
購読のお申し込みはJAへ

1 月の星占い
HOROSCOPE

ふたご座

購読料 1ヵ月 2,623円
（税込）

5月21日〜6月21日

プレゼント
応募総数は37通でした。

全体運

つい、
うっかりしてしまいがち。
安全点検はしっかりと。
いつも使う物は特に入念に手入れをしておきましょう

健康運

記録にこだわり過ぎず運動を楽しんで

Triangle 2022.1
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グッド スマイル

今月の

◆現在は何をしていますか?

─ 表紙紹介 ─

診療放射線技師になるために勉強しています。

◆得意なことは何ですか?
エレクトーン。

高野口町九重
え

り

鈴木 愛理さん（20）

◆行ってみたい場所は?
スイス。
◆今いちばんしたいことは?
ライブに行きたいです。
◆自分の性格をひとことで言うと?
おおざっぱ。
◆将来の夢・目標は?
診療放射線技師。
◆好きなものは?
食べ物：チーズケーキ
漫画：名探偵コナン
アーティスト：Snow Man
撮影場所：丹生都比売神社

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

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

●富有柿のヘタを切りトースターで

●柿も実り色よくなってきたこの頃で

焼いて食べると一段と甘くおいしいス

す。農家さんが努力された甘い美味し

キでご応募ください。

イーツになります。

い柿を、やっちょん広場へ買いに行き

※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。

（橋本市・Aさん）
●美しかった紅葉も散って枯れ木に変

忘れずに、
ご意見・ご感想も書いて、左記の宛先までハガ

笈川

たく思っています。農家の皆様ありが
とう。
（橋本市・Yさん）

わり、寂しくなりました。なんやかんや
言ってる間にクリスマスが近づいてき

●庭で金木犀と銀木犀の花がなかよ

てプレゼント選びで忙しくなりますね。

くいい香りをプレゼントしてくれてい

本当に一年早いです。

ます!

（高野町・Iさん）
●毎月の農作業のページを楽しみにし
ています。趣味のみかん栽培も近頃は

先月号の
当選者

功さん
（かつらぎ町）

土肥みち代さん
（橋本市）
中谷

勝彦さん
（橋本市）

畠山

史惠さん
（かつらぎ町）

桝井まい子さん
（かつらぎ町）

編集後記 _editorial note_

（橋本市・Wさん）

お便りの宛先

取材先でみかんを頂きました。冬はこたつに入りなが
ら食べると、ついつい食べ過ぎてしまいます。みかん
を食べすぎると肌が黄色くなると子供のころ聞いて

娘や息子の手を借りることが多くなり

怖くなりましたが、
β-カロテンの過剰摂取による
「柑皮

ましたが、参考にさせてもらってます。

症」
といい、健康上問題はないそうです。今は食べたい

（かつらぎ町・Hさん）

だけ食べています。
もうそろそろ、年賀状の準備をしている方も多いの
ではないでしょうか。あっという間の2021年でした。
2022年も皆さんにとって幸多き一年となりますよう

12 27

締切は
月
日
（月）
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。

心よりお祈り申し上げます。

※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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1 月の星占い
HOROSCOPE

おうし座

4月20日〜5月20日

全体運

好調運です。
やりたいことをリストにし今年の目標を立てて。
実り多い年にできます。
技術の取得にツキあり

健康運

痛いところがあるときは無理をしないこと

元気で

取材先で

や って ま 〜 す
周りの人に支えられて

かつらぎ町平
よしのり

さちこ

岡本 好功さん（78）・幸子さん（73）
岡本さんご夫婦は、串柿の里として有名な四郷地区で
「串柿」
づくりに励まれ
ています。仕上げの時期は干している串柿が雨に濡れないように、その都度し
まう必要があり苦労されたそうですが、家族やご近所さん同士で助け合い、今
までやってこれたそうです。幸子さんはクリスマスローズや蘭、サツキなどたく

つるし柿をつくったよ!

さんの花をお庭で育てていて、成長を見守るのが楽しみ。好功さんは幸子さん
のことをお話しされるとき少し照れ臭そうで、幸子さんのことを日頃思われて
いる様子が感じられました。
最後に
「二人で串柿づくりを出来る限り続けていきたい。二人いてこそ」
と話
してくださいました。串柿には
「いつもニコニコ仲睦まじく、共に白髪の生える
まで」
という願いが込められています。これからも串柿のように、仲睦まじいお
二人でいてください。

ステーション笠田の郷で
えびすかつらぎ展示会

シェフ 永 井 の お す す め

agai’s

いろいろキノコと

Chef N

mended
Recom e
recip

カキのみぞれ鍋
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）

作り方

カキ（水洗いして水気をふいておく）…
……………………………………250g
レンコン
（皮をむいてすりおろしたもの）
………………………………… 200g
マイタケ…………………… 1パック
足付きナメコ……………… 1パック
ヒラタケ…………………… 1パック
シイタケ………………………… 4個
ミズナ………………………… 1/2把

ん広場NE W S
やっちょ

きりたんぽ……………………… 2本
ゴボウ（ささがきにする）……… 1本
さんしょう……………………… 適宜
A（合わせだし汁）
かつおだし… …………… 1000㎖
薄口しょうゆ… …………… 100㎖
みりん… …………………… 100㎖
料理酒… …………………… 100㎖

（1）土鍋にさんしょう以外の材料を並べる。
（2）A を合わせて土鍋に注ぎ、ふたを
して中火にかける。
（3）材料に火が通ったらふたを取り、
材料を皿に盛り付け、お好みでさ
んしょうを振り出来上がり。

年末のオススメ
「お正月飾り」
12月中旬から年末にかけて、やっちょん広場
ではお正月飾りを豊富に取り揃えております。松
飾り・注連飾り・串柿・餅花・輪じめ・床飾り・生花・鏡
餅等お手ごろな価格で出荷されますので、ぜひお
正月の準備はやっちょん広場をご利用ください。

毎月『 8 』のつく日は『お米の日』

1 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

1月の営業は5日（水）からです。
※1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

やるべきことが多い中何に着手すればいいのかはっきりしてきます。
計画を立て着実に。
好結果が待っています

健康運

適度に体を動かすのが一番の健康法

Triangle 2022.1
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橋本市吉原
さな

堀内

彩愛ちゃん（3歳）
悠慎く ん（1歳）
はるま

お父さん…健司さん お母さん…めぐみさん

と

っても仲良しな彩愛ちゃんと悠慎くん。彩愛ちゃんは
ボール遊びや砂遊びが好きで、悠慎くんはお姉ちゃ

んのまねっこをすることが多いそうです。ケンカをすること

もあるそうですが、
お互い大好きで仲良し。2人とも人見知
りせず、
元気いっぱい可愛い笑顔を見せてくれました。
自然博物館に遊びに行った時に喜んでくれたことが思
い出に残っていて、
コロナが収束したらいろんな場所に連
れて行ってあげたいと話すお母さん。
「元気で明るく、人の

と
ひとこ
ら
か
親
ご両

気持ちが分かる子に育ってほしい」
と思いを語ってくれま
した。堀内さん一家は9人の大家族。家族みんなの愛情を
たっぷり受けながら、
元気にすくすく育ってね。

主催：JA紀北かわかみ女性会

JA家の光大会・文化講演会の開催

令和4年2月2日
（水）午後1時〜
※受付正午より

［場所］かつらぎ総合文化会館

あじさいホール

来場者の方にはうれしいプレゼントも♪
ステージイベント

12：00
13：00
13：50
15：30

受付開始
オープニングセレモニー
女性会教室活動発表
大正琴教室＆リズム体操教室
講演会
（講師  河野景子氏）
閉会

展示

女性会各種教室・サークル作品の展示など

講演テーマ『笑顔の魔法力』
～コミュニケーションで若返り～

こうの けいこ

講師・河野 景子氏

女性会会員限定の講演会となります
※同時に会員になられた方も対象となります。

参加費無料

定員300名

【プロフィール】
宮崎県出身。
1988年 〜1994年フジテ
レビアナウンサー
※応募者多数の場合は抽選と致します
現在は、
講演、
イベント司会、
※申込みいただいた方 ( 抽選の場合は当選者 ) には、 メディア出演、
１月21日までに講演会入場券を送付致します
朗読会などでも活躍中

≪申込方法≫ 令和3年12月30日 ( 木 )までにお近くの JA 各支店または
本店生活課へお申込みしてください
※コロナ感染状況によっては、中止となる場合がございますのでご了承お願いします。

≪お問合せ≫

JA 紀北かわかみ 生活課
☎ 0736-42-2325

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2022年1月号

□発行日／令和3年12月10日 □発行／JA紀北かわかみ □編集／総務部総務課

