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　5 月 24 日 ( 月 ) 、新栄町 堤泰樹さんの圃場で東神楽小学校 5 年生が毎年食農教育の一環とし

て取り組んでいる「田植え体験」が行われました。始めに堤さんから挨拶があり、続けて注意事項

と植え方の説明を受けました。当日は、気温も暖かく絶好の田植え日和となり、最初は田んぼの中

が冷たい様子でしたが、徐々に慣れてきて素足で田んぼに入る新鮮さを思う存分に味わっていまし

た。植えた苗は今後堤さんによって大切に育てられ、秋にはまた「稲刈り体験」が予定されています。

東神楽小学校５年生　　　　　　　

初めての田植え体験

ＪＡ東神楽青年部
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青果物の段ボール及び副資材の供給価格決定について
　青果物段ボール及び副資材の本年度供給価格は段ボール・ＦＧ等ともに据
え置きとなりました。つきましては、例年通り 7月より段ボール・副資材の
精算をクミカン等にて行います。また、原料価格情勢は今尚不安定であり、
原油を原料とする副資材に関しましては特に厳しい状況ではありますが、今
後も最大限の創意工夫により値上げを抑える努力をして参りますのでよろし
くお願いいたします。

令和 3年度　JA東神楽試験一覧
	 	 	 	

対象作物 試　験 試　験　内　容

水　稲

密苗アミノ酸 
資材施用比較調査

・密苗ななつぼしにアミノ酸資材を施用した試験
区と無処理区の比較（アミノ酸資材：ファイト
アップ）

密苗区生育調査 ・密苗ゆめぴりかと中苗ゆめぴりかの比較

そらゆき増肥試験

・試験区基肥 15㎏ /10 ａ、追肥区基肥 13㎏
/10 ａ + 追肥 2㎏ /10 ａ 

（追肥：おてがるくんスーパー）、慣行区基肥 13
㎏ /10 ａを比較

ほうれん草

コナダニ調査
・コナダニ見張番を使用しコナダニの発生確認調

査

コナダニ防除
・新薬剤「コテツベイト」施用による、被害軽減

調査

水　菜 
小松菜

コナガ、
ジノミ防除

・新薬剤「ブロフレア SC」による防除効果調査

カボチャ 腐植酸資材
・腐植酸資材（アヅリキッドなど）の生育向上効

果調査
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農　作　業農　作　業
　幼穂形成期の時期を迎えつつあります（平年　成苗ななつぼし６月２５日）。ほ場毎の幼穂形成期の確認
は、今後の水管理に重要です。平均的な稲の主茎の幼穂長が 2mm に達した時が幼穂形成期です。
１．不稔を少なくする水管理
　幼穂形成期後の約２０日間の水管理が、不稔発生を軽減する重要な作業です。
　(1) 前歴期間の水管理：幼穂形成期から１０日間
　　花粉の基が出来る重要な時期です。最低でも水温 21℃以上、

理想的には 25℃を確保します。そのために前歴期間の水深は
10cm 程度にします。分げつが少ない場合は、前歴期間前半５
日間は水深５cmとし、前歴期間後半の５日間は10cmとします。 

  (2) 冷害危険期間の水管理：前歴期間に続く７～１０日間
　　出来た花粉の基が減る ( 退化 ) 時期です。花粉の基の減り方を

少なくし充実した花粉にするために、低温から幼穂を保護しまし
ょう。

　　冷害危険期は止葉の葉耳間長が前葉から－５㎝が始まりで、全
茎数の 80％が＋５㎝になる期間です。水深 10cm から幼穂の
伸長に合わせて徐々に水深を深くし、終わりには 18 ～ 20cm
として低温から幼穂を保護しましょう。

２．登熟促進の水管理
　(1) 出穂前の中干し
　　冷害危険期が終了したら、出穂が始まるまで中干しを行い、根の活力向上や株元の地固めに努めまし

ょう。特に、透水性不良田では溝切りを併用して、表面水の排除に努めましょう。
　(2) 出穂時の入水
　　 開花受精後の米粒は急速に成長します。出穂が始まったら直ちに入水し、浅水管理を行い米粒の発育

を促進しましょう。出穂開花時の水は「花水」と言われ大変重要です。
３．ケイ酸質資材の追肥 ( 幼穂形成期１週間後 )
　ケイ酸の効果は①耐病害虫性 ( 物理的強度の増加により葉鞘褐変病、いもち病などの抵抗性が高まる )、
②耐倒伏性 ( 稈の太さが増す )、③受光体制 ( 葉身が直立し光合成量を高める )、④根の活性向上 ( 根の酸
化力が高まり登熟期間の活性が高まる ) などがあげられます。
４．病害虫防除、発生予察の徹底
　(1) いもち病
　　葉いもち病の発生予察を実施しましょう。例年発生しやすい水田を重点的に観察し、発生を確認した

ら直ちに防除を行いましょう。
　　予察にあたっては、病害虫防除所のホームページで公開されている「BLASTAM 情報（葉いもち病

発生予測システム )」を参考にして下さい。
　　北海道病害虫防除所ホームページ　http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/index.html
　(2)  カメムシ ( ｱｶﾋｹﾞﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ )
　　カメムシは畦畔、水田周辺のイネ科雑草及び管理不十分な小麦畑で増殖し、出穂した水田内に飛びこ

んで穂を吸汁加害します。水稲の出穂する 14 日位前には、生息場所の畦畔・農道・雑草地を刈り取り
カメムシの発生密度を下げましょう。

　　出穂期の把握と発生予察を行い的確に防除しましょう。

図　１本の茎の冷害危険期の見分け方
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今　月　の今　月　の
栽培管理のポイント
＜全作物共通＞
１　本年は春から気候の変動が激しく、作物の生育が不安定に経過しています。夏以降も気候変動に応じ

て温度管理や土壌水分管理を行いましょう。
２　曇天続きで灰色カビ病の発生時期が早い傾向にあります。また、コナガやアオムシなどの害虫が例年

同様に発生しています。今後も病害虫の発生に注意し、早期発見と適期防除に努めましょう。

●アスパラガス
〇茎枯病防除は収穫打ち切り初期が大事
　アスパラガスの株を衰弱させる最も危険な病気は茎枯病です。近年は発
生量が多く、その原因は収穫前年の枯茎に残っている病原菌量が増えてい
るためです。
　従来の防除は擬葉が展開した 8 月以降が中心ですが、収穫を打ち切った
後の 14 日間がまだ若茎が軟らかく感染しやすい時期なので、この時期の
防除も重要です。
　従来から最も効果が高いとされている「アミスター 20 フロアブル」の
他に、「ファンタジスタ顆粒水和剤」、「シグナム WDG」、「アフェットフロ
アブル」など効きがシャープな資材を収穫打ち切りから 5 ～ 7 日間隔以内で散布しましょう。
　なお、「まくぴか」などの濡れ性（湿展性）が高い展着剤を加用することが防除効果を高める上で重要です。
〇倒伏対策
　倒伏防止のためにネットやバンドを張ります。すなわち、直管パイ
プなどで支柱を立てて、畦上にフラワーネットを張る、ハウスバンド
を張るなどして、アスパラガスの茎葉を支えるようにします。
　養成期では、に株元に培土して、地際の茎を盛り土で支えるのも有
効です。

●施設野菜
〇ピーマン、ほうれんそうの遮光
　強い日差しを好まないこれらの野菜には、30 ～ 40％程度の遮光
資材をハウスの屋根に張って栽培するほうが生育が良くなります。
　なお、トマトやこまつなは強い光を好むので、遮光資材の被覆は日
が高い時間帯だけとします。

●スイートコーン
▽旱魃は花粉の発育と充実を不良にし、不稔の原因になります。また、

幼穂（雄穂や雌穂の原基）が十分に形成されず雌穂の形成を不良にして先端不稔の原因の 1 つになりま
す。潅水装置がある圃場では乾燥時にはかん水を行いましょう。
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アスパラガス　殺菌剤

アスパラガスの茎枯病・斑点病には2成分でしっかり防除

QoI系統のﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝとSDHI系統のﾎﾞｽｶﾘﾄﾞの混合剤で予防・治療します

適用病害と使用方法　　　アスパラガスのみを抜粋　　　　　　　　　　2021 年 5月現在	

作物名 適用
病害名

希釈
倍数

使用
液量

使用　　
時期

本剤の
使用
回数

使用
方法

ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ
を含む農薬の
総使用回数

ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞを含
む農薬の総使
用回数

アスパラガス
茎枯病
斑点病
褐斑病

1500 倍 100-300　　
ℓ /10a

収穫
前日
まで

2回以内 散布 2回以内 2回以内



77



8

農機自動車課よりお知らせ

※いずれの作業機械は使用後の汚れ具合によっては洗
車料を頂く場合がありますのであらかじめご了承く
ださい。

ハウス内での肥料散布・耕起にご利用
いただけます。

利用料について
1　日　　　　5,500 円（税込）
半　日　　　　 3,300 円（税込）
搬送料　片道　3,300 円（税込）
　　　　往復　6,600 円（税込）

●トラクター 13PS　クボタ
　（作業機　ライムソワー・ブロキャス・ロータリー　組み合わせは自由）

　機械銀行では、ストーンピッカー、トラクター 13PS、レーザー均平機の貸出をして
います。
　ご希望がございましたら　農機自動車課　℡ 83-3810 迄　お問い合わせください。

水田・畑の除礫にご利用いただけます。

利用料について
1　日　　　  11,000 円（税込）
搬送料　片道　3,300 円（税込）
　　　　往復　6,600 円（税込）

適用馬力　50 馬力以上

●ストーンピッカー　フジミ式　STP-1100V
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利用料について
1　日　　　 33,000 円（税込）
搬送料　片道　3,300 円（税込）
　　　　往復　6,600 円（税込）
適用馬力　80 馬力以上　

●レーザーレベラー均平機　スガノ農機　L41S3B( けん引式 )

　※　借りたい日時を事前に連絡をお願いします。前日、当日は避けてください。
　※　機器類は精密機械ですので強風・小雨・雨天時の使用は避けて下さい。
　※　返却時に確認し洗車が必要の時は洗車料金3,300円(税込)別途徴収します。

農機自動車課よりお知らせ

注意事項
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《売りたい情報》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月10日現在（税込）
品　　　名 銘　柄 型　式 金　額 備考 品　　　名 銘　柄 型　式 金　額 備考

サブソイラ アトム ＨＴＰ 3 132,000 サイバーハロー コバシ TXZ621 1,650,000
フォークリフト 三菱 FD20D 1,100,000 箱並べ機 スズテック SPN-500-8 99,000 ポット用

田　植　機 三菱 LV8A 385,000 412h グレンタンク G21　2t
ﾄﾗｯｸ用 110,000

アルーダのホームページアドレスは、http://www.hokuren.or.jp/aruda/

売りたい遊休農機具ありませんか？
使わなくなった農機具を募集しています。
ご希望の方は窓口までご相談ください。
お問合せ先

　JA 東神楽　農機自動車課　☎　83-3810

※東神楽町図書館でご利用いただけます

JA女性組織の未来 
(躍動へのグランドデザイン)

石田正昭　著
JA 女性組織は、５０万人を超えるメン
バーが集まる、日本有数の女性団体です。
本書では、その歴史を振り返るととも
に、メンバー数の減少や、メンバーの高
齢化など、現在、JA 女性組織が直面す
る問題を分析しま
す。JA 女 性 組 織
は、どこから来て、
どこに向かうのか。
関係者必読の一冊。

83-2243農業振興課

 「うまい！」は時代を超える
小林カツ代の伝説のレシピ
小林カツ代　本田明子　著
１０分肉じゃが、簡単焼き豚、本格ハンバーグ…
今なお愛される、小林カツ代さんのレシピ。
１万点を超えるレシピの中から、ずっと作り続け
られているベストメニューを厳選して紹介多忙な
単身・共働き世帯が増えている今、「手早く、お
いしく、経済的」がモットーの小林カツ代さんの
レシピがあらためて人気を集めています。牛肉と
じゃがいも、玉ねぎだけ
で作るシンプルな肉じゃ
がや、煮込むだけの焼き
豚など、誰もが好きな、
ごはんに合うおかずが驚
くほど簡単に作れます。
簡単だけど手抜きではな
い、おいしく作るための

「カツ代ロジック」も掲
載。

はじめまして韓国カフェスイーツ 
(おうちで作るカラフルでポップなお菓子)  
福本美樹　著
トゥンカロン、センイルケーキ、雲パン、ダルゴ
ナコーヒー…
かわいい韓国カフェスイーツが自分で作れる !
体にやさしい天然色素を使用
若い世代を中心に、SNS や原宿、新大久保で盛
り上がっている韓国スイーツ。
パステルカラーのかわいい見た目が特徴で、イン
スタには様々なお店のスイーツ写真が投稿されて
います。
本書ではパティシエの著
者が、今どきの「映える」
韓国スイーツレシピを紹
介します。天然色素を使
うので体にもやさしく、
お子様でも安心して食べ
られます。見た目だけで
なく味にもこだわり、ひ
と口食べればそのおいし
さに驚くはず。
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JA バンク提携 ATM のご利用手数料の改定について

　日頃よりＪＡバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。

　さて、令和 3 年 10 月 1 日より、提携ＡＴＭ各社（ゆうちょ銀行、セブン銀行、ローソン銀行、

イーネット）のＡＴＭ利用に係る手数料を改定しますので、下記の通りお知らせいたします。

　尚、今回の改定に伴う当ＪＡのＡＴＭや、他の提携ＡＴＭのご利用手数料に変更はござい

ません。

　今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、変わ

らぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

１．改定日
　　令和3年10月1日（金）

２．改定内容

提携先 ご利用日 ご利用時間
ご利用手数料（税込）

改定前 改定後

ゆうちょ銀行

セブン銀行

ローソン銀行

イーネット

平日
8：45 ～ 18：00 0 円 110 円

その他の時間帯 110 円 220 円

土曜日
9：00 ～ 14：00 0 円 110 円

その他の時間帯 110 円 220 円

日曜・祝日 終日 110 円 220 円

＜当ＪＡとお取引のある全てのお客さま＞

提携ＡＴＭご利用手数料　　月１回まで一律無料

＜手数料優遇開始日＞　　　令和 3 年 9 月 25 日（土）～
※ご利用回数の計算期間は、毎月 25 日から翌月 24 日までを対象とさせていただきます。

※令和 3 年 9 月 25 日～ 30 日までの 6 日間に提携ＡＴＭをご利用いただいた場合、所定の

手数料を負担いただきますが、11 月にお客さまの口座へ入金（キャッシュバック）させてい

ただきます。

３．提携ＡＴＭご利用手数料の優遇について
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令和４年度　JA 東神楽　職 員 募 集

大学卒
１．募集対象者

　　令和４年３月４年制大学卒業見込の者又は、既卒者で卒業後おおむね

　　３年以内の者

２．採用予定人員

　　総合職（営業、販売、事務）　　若干名

３．応募受付期間及び場所

　① 受付期間　令和３年６月１６日～７月３０日まで

　② 受付場所　〒 071-1512

　　　　　　　　上川郡東神楽町北１条東１丁目２番１号

　　　　　　　　東神楽農業協同組合　総務部管理課

　　　　　　　　TEL　（０１６６）８３－２３２１

　　　　　　　　郵送で応募して下さい。

４．応募提出書類

　① 履歴書（写真貼付） 　　　１通

　② 卒業（見込み）証明書　　１通

　③ 成績証明書　　　　　　　１通

５．採用試験及び選考方法

　① 1 次　書類選考

　② ２次選考

　　1 次選考通過者に対し別途通知します。（筆記試験及び面接試験）

６．入組日　令和４年４月１日

※　詳しくはホームページをご覧下さい。
      URL　https://www.ja-higashikagura.com/　　
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