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ふ れあ い市『川尻店』情報

第8回“青空市”を開催します!!
日時 ９月８日
（土） 午前8時30分～午後3時
場所 ＪＡ芸南川尻支所 ふれあい市川尻店
青

空

市 旬の新鮮野菜!!

お

魚

市 新鮮朝獲りの鮮魚の販売!!

本場尾道より 乾物・珍味の出張販売があります!!
ジ ェ ラ ー ト 地元特産品を入れた
手作りジェラート（じゃがいも・せとか等）
ご近所お誘いの上、ご来場ください。職員一同お待ちしています。
■お問合せ先

ふれあい市 「川尻店」 0823-87-2931

『日本農業新聞』購読のお願い
日本農業新聞は、JAの総合情報誌・農業専門誌と
して毎日発行しているわが国唯一の全国日刊紙です。
農家組合員の営農と生活の向上、農業・JAグルー
プの世論づくりを目的としています。
購読者は、JA総代・生産部門・青壮年部・女性組
織など、地域の中核となって活躍している農家組合
員とJA役職員が中心となっています。
JA芸南では、農政をはじめ、すぐに役立つ営農技

今月の特集

【２Ｐ】◦９月における農作業のポイント
【３Ｐ】◦理事会報告
【４Ｐ】◦９月の果樹園管理作業
【５Ｐ】◦ＪＡ芸南育苗センター 野菜苗生産販売情報

術や生活情報、農畜産物市況、地域のニュースや話
題など農業・地域の再生に結びつけるため、読者層
の拡大を図っています。
購読料は１ヵ月2,623円です。是非、購読してみま
せんか。
■お問合せ先
経済部指導課

0846-45-3360

担当 / 花岡

【６Ｐ】◦「平成30年7月豪雨災害」により被災された
皆さま方へのお知らせ
【８Ｐ】◦ひろしま農業応援定期貯金 2018
◦ライスセンター稼働について
◦平成30年産米出荷及び検査日程表
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９月における農作業のポイント
水稲の病害虫防除と刈取時期について
馬鈴しょの植付けと病害虫防除と管理について
たまねぎの播種時期と方法について
●水稲

カメムシ類・ウンカ類対策
①カメムシ類は収穫期近くまで加害します。穂
そろい期を目安に防除し、その後も発見され
る場合は追加防除しましょう。
②ウンカ類は収穫時期に発生が多くなり、坪枯
れの原因になりますので、ほ場の見廻りをし
て早期防除しましょう。
（農薬の使用例）
＜粉剤＞
・スタークル粉剤10ａ当り３㎏
（収穫７日前まで、使用回数３回以内）
・トレボン粉剤10ａ当り３～４㎏
（収穫７日前まで、使用回数３回以内）
＜液剤＞
・スタークル顆粒水溶剤（2000倍液）10ａ当り散
布液量100～150ℓ
（収穫７日前まで、使用回数３回以内）
＜粒剤＞
・スタークル豆つぶ10ａ当り250～500ｇ
（収穫７日前まで、使用回数３回以内）
刈取までの作業と管理の目安
①落水時期…出穂後25～30日頃が目安となりま
す。早く落水しすぎると粒張が悪くなります
ので注意しましょう。
②刈取時期…刈取適期はバインダーでは穂軸の
先が1/3程度、黄色くなった時が基準になり
ます。又、コンバインではそれより３～５日
程度遅らせて刈取をしましょう。
但し、ほ場の観察を行うと半分ほどしか熟し
てない、などの場合があれば、さらに遅らせ、
熟期を十分に確認してから刈取作業に入りま
しょう。
尚、ヒノヒカリについては刈取が遅れると茶
米が発生しますので、刈取が遅れないように
も気をつけます。
籾水分が高い時
（水分計で測定不能な場合）は
送風乾燥と適正な乾燥温度で仕上げます。

●馬鈴しょ

①そうか病の対策として、植え付け前にフロン

サイド粉剤10ａ当り30～40㎏又は土壌改革
（微粉硫黄・ＰＨ降下資材）を10ａ当り１回に
10ｋｇ以下（年２回作付の場合です。１回の使
用量を半分にしています。）を施用します。
②種芋の切断時に刃物の消毒にケミクロンＧ10
倍液を使用しますが、熱湯による刃物の殺菌
も可能です。（沸騰したお湯に刃物を４～５
秒つけ、種いもを10個ほど切断したら、再度
お湯につけます。）
植付け時にはアブラムシ防除のため、アドマ
イヤーⅠ粒剤10ａ当り４㎏（使用回数１回）を
植え溝施用しましょう。植付けは、昼間の暑
い時間帯を避け、９月上旬頃に行いましょう。
③元肥は、春・秋連作ほ場向けとして、馬鈴しょ
有機特号・グリーンドクター２号のどちらか
を10ａ当り120㎏、そうか病の多いほ場には
馬鈴化成888を10ａ当り140㎏を施用しましょ
う。
④発芽揃期…初期病害防除として、ジマンダイ
セン500倍液（収穫７日前まで、10回以内）を、
散布します。
これは予防として行うので、病害の発生して
いない、健全な時期に早めに行って下さい。
害虫防除としてはジェイエース1000倍液（収
穫30日前まで、２回以内）を初回のみ散布し
ます。
その後の病害対策としては、ランマンフロア
ブル1000倍液（収穫７日前まで、使用回数４
回以内）を散布します。また、アブラムシ対
策としてアドマイヤー水和剤1000倍液（収穫
14日前まで、２回以内）を、ジャガイモガを
含むその他の害虫対策として、初期の段階で
はモスピラン顆粒水溶剤（収穫７日前まで、3
回以内）を使用します。多発している場合は
ラービン水和剤1000倍液（収穫７日前まで、
使用回数５回以内）などで防除します。
⑤中耕・土寄せ…初期生育を促進するために、
発芽揃期に馬鈴化成Ｓ30又は馬鈴化成888を
10ａ当り60㎏施用し中耕しましょう。土寄せ
はイモの露出を少なくし、肥大を促進するた
め、着蕾期までには必ず行いましょう。
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●たまねぎ

①極端な早まきはトウ立ちの原因となるため播
種時期を必ず守りましょう。
②早生種は９月７～10日頃、中～晩生種は９月
20～25日頃播種します。
③播種前日に苗床に十分かん水し、種子には苗
立枯病予防として、オーソサイド顆粒水和剤
80を種子に粉衣（まぶす）します。播種は条間
６㎝程度の条播き、又はばら播きとし、厚播
きにならないように均一にします。軽く覆土、
鎮圧し、さらにかん水した後、発芽まで不織
布などで乾燥防止対策をします。
④ほ場の準備として、コガネムシ類・タネバエ
対策にダイアジノン粒剤5を1ａ当り400～600
ｇ（播種時又は定植時、使用回数２回以内）を
土壌混和してください。

●その他野菜

ニンジン・ダイコンなどの根菜類をはじめ、
冬の作型が中心となるハクサイなどは、品種ご
とに種まき時期が限定されています。まき遅れ、
作型違いなどは生育不良の原因となります。種
子袋などの暦をよく読み、適期を守って播種し
ましょう。

＜農薬の安全使用基準を守りましょう！＞
近年、農薬の使用に関する法律が厳しくなっ
ています。
（適用作物・希釈倍数・収穫前・使
用回数）万が一、基準以外の農薬が使用された

理事会報告

第２号議案
第３号議案

場合は、ただ１つの商品であっても、全ての商
品回収と、出荷禁止などの厳しい処分が下され、
さらに風評被害で産地の崩壊にもつながること
もあります。
ＪＡグループでは「安心じゃけん生産運動」
を展開しており食の安全、安心対策を重点事項
として取り組みを実施しています。ＪＡ芸南に
おいてもＨ30～Ｈ32（３ヵ年）を「食の安全・安
心確保にかかわる行動計画」により取組み強化
していくこととしています。
一人の不注意で大変な事態を招かぬ様、農薬
の安全使用を守り、生産工程管理日誌の提出を
お願いします。
＜馬鈴しょの生産者の皆さまへ＞
現在、産地の収穫量の減少や奇形イモの発生
を誘発する“ウイルス病”が多くなっています！
この病気は“アブラムシ”による感染しかありま
せん。特に、野良イモと周辺雑草のアブラムシ
により媒介されます。ほ場を巡回しこれらを早
めに除去し、収穫が始まるまでの継続した予防
を徹底して下さい。産地を守る為、ご協力をお
願い致します。
■お問合せ先
〈安芸津地区〉経済部 指導課
0846-45-3360 担当/久保・花岡
〈安浦・川尻地区〉安浦グリーンセンター
0823-84-2049 担当/桑原

平成30年8月29日開催

①報告事項
（１）委員会の開催結果について
（２）事業実績の推移について
（３）ＪＡ芸南不祥事再発防止策の7月分取組状況
の報告について
(４）検討委員会要領の一部変更について
(５）検討委員会の中間報告について
(６）平成29事業年度末基準体制整備モニタリン
グについて
②付議事項
第１号議案

（3）

信用事業方法書の一部変更(案)に
ついて
【承認】
農産物検査業務規程の一部変更
(案)について
【承認】
内部監査計画の変更について
【承認】

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
③その他

平成29年度期末定期監事監査報告
書に対する回答について(案)
【承認】
JASTEMシステム基盤更改危機管
理計画書について
【承認】
大雨等災害による各種手数料の免
除措置について
【承認】
「平成30年７月豪雨災害」の罹災
者に対する災害復旧ローンの融資
要項の新設について
【承認】
「平成30年７月豪雨災害」の災害
復旧ローンに関する金利の伺い書
（案）について
【承認】
出資金の減口について
【承認】
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９月の果樹園管理作業
■かんきつ

今年は特に気象変動による気温の上昇も激し
くなっております。浮皮や日焼け果がでないよ
うカルシウム資材の散布を徹底し、成品率の向
上および高品質果実生産に努めましょう。
○みかんの糖度を高める後期重点摘果の徹底
今年のみかんは全体的不作傾向ですが、みか
んは後半まで多めの果実をならせ、仕上げ摘果
を重点に行うことで、果実に養分が蓄積され易
く、糖度が上がり易く、着色も促進されます。
極早生・早生温州は９月上旬～下旬、大津四
号・青島温州は９月中旬～10月中旬を基本とし、
収穫時には成品のみ樹に成っている状態にしま
しょう。
ただし、干ばつ状態が続いている場合、かん
水を実施し、果実肥大が順調であることが必要
です。また、しっかりと摘果を行わないと、着
果過多による小玉果・隔年結果の助長へと繋が
りますので、確実に適正着果量まで摘果を行い
ましょう。
○中晩柑類のカイヨウ病防除
カイヨウ病は風と雨によって果実に被害が出
ますので、台風の前後には必ずコサイド3000（Ｄ
Ｆも同様）2,000倍液にクレフノン200倍液を混
用して散布しましょう。一度罹病してしまうと
根絶は困難となりますので、早めの防除を心が
けましょう。また薬害防止のため、早朝の涼し
い時間帯に散布するように心がけてください。
○浮皮防止と予措・着色促進対策
みかんの浮皮軽減・中晩柑類の果皮強化のた
め、リンサンとカルシウムを含んだ「カルビタ
Ｐ」770倍液（一袋を500ℓに溶く）を収穫前まで
に２週間おきに２～３回程度葉面散布を行いま
しょう。尚、カイヨウ病防除剤以外の農薬と混
用散布が可能です。
○中晩柑のかん水・土壌乾燥防止
降雨がない場合は完全に乾燥してしまう前

『JA芸南農業青色申告会』
会員募集中

JA芸南組合員の皆様の簿記記帳な
らびに確定申告をサポートするため、
JA芸南農業青色申告会を設立いたし
ました。日常の作業が忙しく、なか
なか経理事務まで手が回らないなど、
多忙な組合員皆様の一助となるよう
努めてまいります。
是非、会員になり、税務知識の向上
につとめませんか！
■会員申込・お問合せは
経済部指導課 0846-45-3360 担当 / 久保

に、７～10日間隔で20～30㎜のかん水を行いま
しょう。また乾燥防止対策として、土壌表面に
堆肥などを撒くことも有効です。
○腐敗防止対策
極早生…９月下旬～10月上旬
ベフラン液剤 2,000倍液（収穫前日まで３回
以内）にダニ剤のカネマイトフロアブル1,500倍
液（収穫７日前まで）を混用して散布しましょ
う。更に固着性展着剤のアビオンＥ1,000倍液
を混用して耐雨性を高めましょう。
○中晩柑類は秋肥を施す
９月下旬には、10ａ当り「元気200」肥料６
袋を施用しましょう。

■びわ

・秋肥の施用
９月下旬～10月上旬に秋肥として、10ａ当り
「元気866」肥料を６袋施用しましょう。
併せて、硫酸加里を反当り10㎏施用すると、
耐寒力の強化が図れます。

■いちじく

収穫が本格的に始まります。暑い中ですので
体調管理に十分注意して収穫を行って下さい。
・収穫は気温の低い早朝に行って下さい。
・腐敗した果実を園内に放置しておくと、ショ
ウジョウバエなどが増殖し、他の果実への腐
敗を招きますので、腐敗果は園外に持ち出し
て処分しましょう。
・収穫時期であっても、高温乾燥が続くようで
あれば、かん水を行い小玉果やヤケ熟れ果の
発生を防ぎましょう。
また乾燥防止対策として、
土壌表面に堆肥などを撒くことも有効です。

■お問合せ先
ＪＡ芸南 経済部 指導課 0846-45-0488
担当/広果連駐在技術員 栗木 富生

組合員の募集及び増資についてご案内

ＪＡ芸南は、相互扶助
（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）
を共通の理念として運営させる組織であり、地域の一員として農業の発
展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて事業活動を展開しています。
あなたもぜひ、ＪＡ芸南の組合員になり、協同組合活動への参加や
ＪＡ芸南の事業利用をしませんか。
組合員加入および増資のお問合せは各支所窓口
または総務部総務課まで
ＪＡ芸南 総務部総務課 0846-45-1240

組合員のみなさまへ

組合員のみなさまの住所・氏名などに変更または組合員資格に変更
があった場合は、異動手続が必要となりますので、最寄りの各支所ま
たは本所総務部総務課にご相談のうえ、お手続きをお願いいたします。
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JA芸南育苗センター 野菜苗生産販売情報
産直市・学校給食センターへの安定供給を図るため、トレイ苗（128穴）の販

売をしています。ぜひ、ご利用の程よろしくお願いします。
■下記野菜苗の販売・栽培指導についてのお問合せ先
◦担い手・育苗センター 0846-45-3360

苗販売担当/国重

◦安浦グリーンセンター 0823-84-2049

栽培指導担当/久保
（ハクサイ苗

栽培指導担当/桑原

128穴）

9月に販売予定のトレイ野菜苗
品
品

目

種

キャベツ（新藍）

特

苗販売予定

性

収穫予定

耐暑性にすぐれた扁平球の中生種。球そろいが良い。 ９月上旬～ 11月下旬～

早春穫り・キャベツ（彩音） 耐病・耐寒にすぐれた中晩生種。収穫期が幅広い。 ９月下旬～ ２月上旬～
ブロッコリー（ハイツＳＰ） 春・秋と適応性の広い中早生種。わき芽採り可。 ９月上旬～ 11月中旬～
ブロッコリー（エンデバー） 厳寒期に大玉の採れる晩生種。わき芽採り可。

９月下旬～

1月下旬～

カリフラワー（白・オレンジ） ２品種。白は葉で蕾を覆うとよい。

９月上旬～ 11月中旬～

ハクサイ（晴黄65）

耐病性に優れ特にべと病に強い黄芯の早生種。

９月上旬～ 11月下旬～

ハクサイ（晴黄75）

同系列品種のハクサイ。年内～冬採りの中早生種。 ９月上旬～ 12月上旬～

ハクサイ（晴黄85）

同系列品種のハクサイ。年内～冬採りの中生種。 ９月中旬～ 12月中旬～

ハクサイ（晴黄90）

同系列品種のハクサイ。耐寒性に優れた中晩生種。 ９月中旬～

1月上旬～

以下の品種はポット苗のみ取扱いです。
品
品

種

目
特

苗販売予定

性

収穫予定

サニーレタス
（サマールージュ） 曇天が続いても鮮やかな赤色の極晩抽種。

９月上旬～ 10月中旬～

サニーレタス
（ダンシング）

９月上旬～ 10月中旬～

緑葉のサニーレタス。

※上記以外の品種のご注文もお受け致します。準備に時間を要しますので事前にお問い合わせ下さい。

JA芸南では、人と地域をつなぐ地産地消運動を展開しています!!

産直市・学校給食センターへの出荷のお願い

JA芸南では、地域独自の農業振興を図るべく、新たな農業振興の戦略として地産地消を基軸に、直販

機能を強化し、産直市・学校給食等への販売を拡大しているところでございます。

今後、産直市・学校給食センターへ安定供給できるよう生産面・販売面において支援し、農家所得アッ

プにつながるよう取組んで行きます。農家の皆様方には、栽培品目・面積の拡大等、お願い致します。
■お問合せ先

営農販売課

0846-46-1166
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「平成30年7月豪雨災害」により被災された皆さま方へのお知らせ
このたびの平成30年７月豪雨災害により被災された皆さまに対しまして、心よりお見舞
い申しあげます。
ＪＡ芸南では、災害からの一日も早い復旧を目的として、下記のとおり「災害復旧ローン」
の取扱いを行っておりますのでお知らせいたします。
１．お取扱期間
平成30年８月６日（月）～32年３月31日（火）
２．対象者
今般の「平成30年７月豪雨災害」にかかる罹災者の方
３．お取扱商品

マイカーローン（基金協会保証）※金利適用期間30年８月６日(月)～30年９月28日（金）
資金使途

融資期間

融資金額

災害により被害を受けた自
動車の買い替え、修理等に
かかる資金

10年以内

500万円以内

適用金利

通常金利

【固定】

年0.85％

年1.70％

（保証料別途）

（保証料別途）

リフォームローン（基金協会保証）※金利適用期間30年８月６日（月）～30年９月28日（金）
資金使途

融資期間

融資金額

災害復旧にかかる自宅修繕
およびこれに伴う破損した
家具・家電製品の購入資金

15年以内

1,000万円以内

適用金利
【固定】

年1.00％

（保証料別途）

通常金利
年2.00％

（保証料別途）

住宅ローン（一般型、100％応援型／基金協会保証）〈とくとくプラン〉

※金利適用期間30年８月15日（水）～30年９月14日（金）

資金使途

融資期間

融資金額

適用金利

【固定変動選択型】

当初10年

災害に伴い新たに自宅を購
入・新築される資金（破損
した家具・家電製品の購入
資金含む）

35年以内

5,000万円以内

通常金利
当初10年

年0.850％

年1.35％

それ以降
店頭金利より

それ以降
店頭金利より

年▲1.40％

年▲1.40％

店頭金利：年3.00％
（保証料別途）

●金融情勢等が変動した場合、期間中であっても金利を見直しさせていただく場合があります。
最長２年間の元金の据置（現在ＪＡでお借入の方を含む）、保証料率の引下げ等の対応も行っております。
詳しくは、ＪＡ芸南本支所窓口へお問い合わせください。

本所：0846-45-1243

安浦支所：0823-84-2040

川尻支所：0823-87-2046
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商 品 概 要
■マイカーローン
お借入金額

10万円以上500万円以内
（１万円単位） ※所要金額の範囲内

お借入期間

６か月以上10年以内
※災害が復旧するまでの期間を考慮し、最長２年の据置期間の設定可能。

ご返済方法

元利均等返済とし、以下のいずれかの返済方法をご選択いただけます。
・毎月返済方式
・年２回返済方式（専業農業者の方に限る）
・ボーナス併用返済方式（ボーナス返済による返済元金総額は、お借入金額の40％以内）

担保・保証

広島県農業信用基金協会の保証をご利用いただきますので、原則として担保・保証人は不要です。
保証料のお支払いは、一括前払いまたは分割払いから選択いただけます。
【保証料率】年0.30％

■リフォームローン
お借入金額

10万円以上1,000万円以内
（１万円単位）。ただし、自営業者の方は700万円以内。
※所要金額の範囲内

お借入期間

１年以上15年以内
※災害が復旧するまでの期間を考慮し、最長２年の据置期間の設定可能。

ご返済方法

元利均等返済とし、以下のいずれかの返済方法をご選択いただけます。
・毎月返済方式
・年１回返済方式（専業農業者の方に限る）
・年２回返済方式（専業農業者の方に限る）
・ボーナス併用返済方式（ボーナス返済による返済元金総額は、お借入金額の40％以内）

担保・保証
そ

の

他

広島県農業信用基金協会の保証をご利用いただきますので、原則として担保・保証人は不要です。
保証料のお支払いは、一括前払いまたは分割払いから選択いただけます。
【保証料率】年0.30％
団体信用生命共済への加入が必要です。

■住宅ローン（一般型、100％応援型）
お借入金額

10万円以上5,000万円以内
（１万円単位）

お借入期間

３年以上35年以内（１か月単位）
※災害が復旧するまでの期間を考慮し、最長２年の据置期間の設定可能。

ご返済方法

元利均等返済もしくは元利均等返済とし、以下のいずれかの返済方法をご選択いただけます。
・毎月返済方式
・年１回返済方式（専業農業者の方に限る）
・年２回返済方式（専業農業者の方に限る）
・ボーナス併用返済方式（ボーナス返済による返済元金総額は、お借入金額の40％以内）

担保・保証

広島県農業信用基金協会の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。
保証料のお支払いは、一括前払いまたは分割払いから選択いただけます。
・一括前払い
ご融資時に一律保証料25,000円と一括前払い保証料
（年0.15％～年0.35％）
・分割払い
約定返済日の元利金返済にあわせ、分割払い保証料（年0.15％～年0.35％）なお、ご融資時に別途、一律
保証料25,000円をお支払いいただきます。
ご融資対象物件に第１順位の抵当権を設定登記させていただきます。
ただし、災害復旧のための住宅改修資金については基金協会が第一順位の場合に限り、第二順位を認める
ものとします。
また、建物には時価相当額かつ、原則として全額償還まで火災共済（保険）にご加入のうえ、火災共済（保険）
金請求権に第１順位の質権を設定させていただく場合があります。

そ

団体信用生命共済への加入が必要です。

の

他

◆共通事項
・お申込みに際しては、当ＪＡおよび保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査結果によって
はご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・別途印紙税が必要となります。
・店頭にて返済額の試算を承っております。
・詳細につきましては、店頭に商品概要説明書をご用意しております。
平成30年８月６日（月）現在
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ライスセンター稼働について
稼働時期 ８月24日
（金）～11月10日（土）
搬入時間 午前８時30分～午後４時まで

（時間厳守）

ライスセンター利用申込書の提出により、
受付を行っています。
■申込先：営農販売課

0846-46-1055

平成30年産米出荷及び
検査日程表
印内倉庫

安浦支所

９月

５日（水）
・12日（水）
19日（水）

26日（水）

10月

３日（水）
・11日（木）
10日（水）
・26日（金）
18日（木）
・31日（水）

11月 ７日（水）
・15日（木）

JA芸南女性部 新部員募集中！！
JA芸南女性部は、部員相互の親睦を図り、併
せて地域社会の発展を期し、明るい豊かな地域
を築くことを目的としています。
女性の共同活動によって、
「ゆとりとふれあい・
助け合いのある住みよい地域づくり」を共に目
指していきませんか。
■加入についてのお問合せ先
経済部指導課 0846-45-3360
女性部担当/花岡

JA芸南青壮年連盟盟友募集中!!

ＪＡ芸南では、農業をよりどころとして、地域農
業の振興を図ること、また豊かな地域社会を築くこ
とを目的に各地域の担い手・中核者となる仲間が集
い、青壮年連盟を設立し活動を行っています。
加入
条件

農業や地域社会の発展に尽力しようとす
る趣旨に賛同していただける方であれ
ば、ご加入頂けます。

■加入についてのお問合せ先
経済部指導課 0846-45-3360 担当 / 久保

14日（水）

