
6
2022

vol.587

移植後の適切な水管理で
早期の茎数確保を図りましょう。

各品目の栽培管理の注意点を各品目の栽培管理の注意点を
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東川町のピーマンを
皆様の元へ
町内では、生産者15件で約10,000本が作付けされています。
栄養価が高く、様々な料理に使用することができるピーマンを紹介します。

ピーマン生産者　中田 博之 氏
3棟のハウスで、300坪を栽培
東川町蔬菜園芸研究会 副会長・果菜部会 副会長・ピーマン品目長を務
める
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βカロチンβカロチン
抗酸化作用（粘膜を正抗酸化作用（粘膜を正
常に保ちウイルスの侵入常に保ちウイルスの侵入
を抑える・老化促進を抑を抑える・老化促進を抑
える）える）

ピーマン豆知識
　「ナス科トウガラシ類に属し、パプリ　「ナス科トウガラシ類に属し、パプリ
カ、ししとうの仲間です。トウガラシとカ、ししとうの仲間です。トウガラシと
違って辛くないのは、辛み成分の“カプ違って辛くないのは、辛み成分の“カプ
サイシン”が含まれていないからなんでサイシン”が含まれていないからなんで
す。す。 ピーマンの栄養素ピーマンの栄養素

ビタミンCビタミンC
美肌効果・コラーゲンの生成・夏の日焼美肌効果・コラーゲンの生成・夏の日焼
け対策に有効。レモンと比較し、2倍ほけ対策に有効。レモンと比較し、2倍ほ
どの量を含んでいます！どの量を含んでいます！

クロロフィルクロロフィル
抗酸化作用・免疫力を高め、抗酸化作用・免疫力を高め、
発がん防止効果発がん防止効果

水溶性食物繊維水溶性食物繊維
血圧・中性脂肪・コレステロー血圧・中性脂肪・コレステロー
ル・血糖値等の生活習慣病予ル・血糖値等の生活習慣病予
防・便秘解消防・便秘解消ビラジンビラジン

血液をサラサラにする効果血液をサラサラにする効果
があり、血栓予防に有効があり、血栓予防に有効

作り方
①クリームチーズを5ｍｍ～1㎝の角切りにする。
②ピーマンのヘタを取って、細切りにする。
③切ったピーマンにオリーブ油をかけて軽く混ぜ合わせてから、ラップ（耐熱性）をかけ、　　
　電子レンジ（600W 2分）で加熱する。
④③にツナ・かつお節・クリームチーズ・醤油を加え、ざっくりあえて完成！
ポイント
　ピーマンの中わたやタネ部分には栄養素が豊富なので、取り除かずに調理しています！

材料（約2人前）
ピーマン…3～4個、クリームチーズ…1枚、オリープオイル…少々、ツナ…少々
塩…少々、かつお節…少々、醤油…少々

出来立ても、冷めても美味しい！簡単レシピ 和洋風仕立ての無限ピーマンレシピ

ピーマンがみんなのもとへ届くまで
　ピーマンは、2月中旬頃に播種（種まき）を行い、2カ月ほどたってか
らハウス内に定植します。その後花が咲き、実がつき始め、6月頃から
出荷が始まります。
　東川町のピーマンは、全て人の目によって色や大きさを選別している
ので、品質が統一されています。

美味しいピーマンの選び方
色　味：色が濃くてツヤのあるもの
見た目：肩が盛り上がっていてハリのあるものヘタの切り口
　　　  が緑でみずみずしいもの

保存方法
冷蔵保存：キッチンペーパーなどで個別に包み、ジッパーつ

きの保存袋やポリ袋に入れ野菜室で保管（2週
間程度保存可能）

冷凍保存：丸ごと冷凍する場合は、水気をふき取り、ジッパ
ー付きの保存袋等に入れて冷凍（1カ月程度保
存可能）
カットしたピーマンは、ヘタ・種・ワタを取り除
き、ポリ袋やジッパーつき保存袋に入れて保存
（1カ月程度保存可能）

東川町で作られたピーマンは、
生で食べても苦くない！？
町内で作られたピーマンは、皮が柔らか
く生で食べても青臭さや苦みが少ないため
「サラダピーマン」と呼ばれています。ピー
マンが苦手な方も、一度は口にして頂き、
美味しさを知って頂きたいです！
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移植後の適切な水管理で早期の茎数確保を図りましょう。

稲作

　６月は、移植後の水管理がとても重要な時期となります。適切な水管理についておさらいし、初期生
育促進、早期の茎数確保を図りましょう。

1. 移植後の水管理を確認しましょう。

3. 病害虫の発生に注意しましょう。

4. 土壌還元（ワキ）対策

2. 幼穂形成期を確認しましょう。

（１）日中は止め水管理で水温上昇
　水田は、水温の上昇に伴って地温も上がります。日中は止め水をして水温上昇を図りましょう。また、入
水は水温の差が小さい早朝もしくは夜間に実施し、不要な掛け流しはしないようにしましょう。

（２）移植直後の水管理と分げつを促進する水深
　晴天が続く時は、平均水深２～３㎝の浅水管理を行い、水温を高めるとともに、初期生育・分げつ促進
を図りましょう。天気予報により低温や強風が予想される場合（最高気温１５℃以下）は、５～７㎝の水
深にしましょう。

いもち病の発生は少ないですが、低温や日照不足などの気象状況によっては注意が必要となります。また、一
斉防除期間には可能な限り「殺虫・殺菌」効果のある混合剤を使用しましょう。

「アカヒゲホソミドリカスミカメ」は、斑点米を発生させ品質低下の要因となるため防除の徹底が必要となりま
す。薬剤防除だけでなく、畦畔雑草の刈り取りなど併せて実施しましょう。

土壌還元（ワキ）は根の活力を低下させるため、稲の生育に悪影響を及ぼします。稲わらすき込み田では、地
温が上昇すると土壌還元が発生しやすくなります。発生が見られた場合は、田面水の入れ替えを行いましょう。土
壌還元の激しい水田では、晴天日を選び、中干しと併せて溝切を行いましょう。中干しする場合は、田面に大きな
亀裂を生じさせないよう注意してください。土壌還元対策は幼穂形成期までに終わらせましょう。

（１）幼穂の確認
　幼穂形成期を確認しましょう。（主茎の平均幼穂長が２㎜の状態のとき）
　幼穂形成期の確認から前歴期間・冷害危険期を判断します。平均的な生育の株の主茎（親穂）を３～
５本程度抜き取り、カッターナイフ等で縦切りにして幼穂長を測ります。幼穂長が平均２㎜に達した日が
幼穂形成期です。

（2）前歴期間・冷害危険期の適切な水管理（※図１参照）
＜前歴期間＞
　前歴期間の水管理はしっかり行いましょう。（幼穂形成期から約１０日間）
　水温上昇（２１℃以上）により花粉数が増加し、稔実歩合が高まります。この期間の最大水深は１０cm
を限度とし、日中は止め水にしましょう。また、茎数が少ない場合、幼穂形成期から５日間は５cmの水深
にして分げつを促進しましょう。
＜冷害危険期＞
　幼穂形成期から１１日目～１７日目の７日間が冷害危険期となります。
低温にさらされると、花粉の発育が悪くなり不稔籾が増加し、収量低下に繋がるため、なるべく１８cm程
度の水深を確保しましょう。
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冷害危険期の水深
5㎝→10㎝

6月下旬～7月上旬

10㎝→18～20㎝

幼穂形成期
を確認

その後の7～10日間は
花粉が生長する時期。
低温だと花粉にならない。

前 歴 期 間

幼穂形成期後の10日間は
花粉の基が増える時期。
温度が高いほど増加する。
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写真１　幼穂形成期の穂の姿（２㎜）

表１　殺虫・殺菌効果のある混合剤（※一部抜粋）

表 2　土壌の「ワキ」の症状と対策

図１　幼穂形成期からの水管理症状 生育への影響 対策

水田に足を踏み入れても気泡の発生が
ない、またはわずかにある

なし 必要なし

水田に足を踏み込むと気泡の発生が多
い

根の活力低下
水の入れ替え
暗渠水こうの開放

水田に足を踏み込むと盛んに気泡が発
生する

根張り不良
一時落水

暗渠水こうの開放

晴天時自然に気泡が発生し、音が聞こ
える

根の伸長阻害
地上部の黄化

３～５日軽い亀裂が入る中干し

薬剤名 適用病害虫 希釈倍数
（反当り） 使用時期 備考 価格

※令和4年度価格参考

ダブルカットエク
シードフロアブル

いもち病
ウンカ類・カメムシ類
ツマグロヨコバイ

３００培
２５Ｌ 穂揃期まで

通常散布
1,000 倍 60 ～ 200L/10a

ドローン・ラジヘリ
8 倍 800ml/10a

697 円 /10a

ビームエイト
スタークルゾル

いもち病
ウンカ類

カメムシ類

３００倍
２５Ｌ 収穫 7 日前

通常散布
1,000 倍 60 ～ 150L/10a

ドローン・ラジヘリ
8 倍 800ml/10a

532 円 /10a
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野菜

各品目の栽培管理の注意点を確認しましょう。
　今月は晴天時の急激な気温上昇や夜間及び早朝の低温にも注意した温度管理、水管理が必要とな
ります。露地野菜圃場は、透排水性の改善に努めるとともに、干ばつに迅速対応できるよう灌水設備等
の準備を行いましょう。また、今後は害虫の発生が増加するので、薬剤防除と併せてハウスや圃場周辺
の除草を行い、害虫被害を防ぎましょう。

1. 品目ごとの栽培管理を確認しましょう。

２.病害虫の発生に注意しましょう。

3. 除草対策を実施しましょう。

○施設野菜
①トマト
＜適正温度＞　日　中：２０～２８℃　　　　夜　間：１２～１５℃
＜灌 水 量＞　通　常：１.０～１.５Ｌ/日　　 高温時：１.５～２.０Ｌ/日
（1）ハウス内換気や遮光を行い、日中は光合成に適温である２５℃～２８℃を基本に管理を行いましょう。

30℃以上になると花粉に悪影響を及ぼすため注意しましょう。
（2）第４～５段花房着果率向上のために、1～２花房当たり３～４果程度となるよう摘果を行ないましょう。
（3）３段目開花後から樹勢を確認し、開花ごとに追肥を行いましょう。

②ピーマン
＜適正温度＞　日　中：２３～３０℃　　　　夜　間：１５～１８℃
＜潅 水 量＞　通　常：２.０～３.０Ｌ/日　　 高温時：３.０～４.０Ｌ/日
（1）32℃を超える温度になると落果や奇形果の要因となるため、なるべく３０℃を超えないよう注意しましょう。
（2）Ｌ・Ｍ中心の収穫とし、着果負担を軽減させ樹勢の維持を図りましょう。
（3）整枝は採光と通気性を良好に保ち、病害虫発生を低減する効果があります。内側の混みあった枝を

整理し、今後伸ばしていく主枝を決め、誘引を行いましょう。

③軟白長葱
＜適正温度＞　日　中：１５～２２℃　　　　夜　間：１０～１２℃
（1）２５℃を超える温度になると生育停滞を招くため、高温期はなるべく２５℃を超えないよう遮
　　光資材等を活用しましょう。
（2）収量確保のため、長さよりも太さを重視した栽培管理を実施しましょう。
（3）水分の要求量は多いが土を握ると手が僅かに濡れる程度の土壌水分にし、多灌水にならない
　　ようにしましょう。
（4）フィルム処理は適期に行ない、倒伏や病害虫の発生に注意しましょう。
　○軟白処理　※先月号のおさらい
　フィルム処理の目安　定植後：６５～７５日後
　　　　　　　　　　 草　丈：６５～８０cm
　　　　　　　　　　 茎　径：１４mm
　　　　　　　　　　 葉　鞘：２０mm

④ほうれん草
＜適正温度＞　１５～２０℃
（1）ほうれん草は耐寒性がありますが、高温に弱く、２５℃を超えると生育不良になりやすいため、遮

光やハウス内換気などの対策は必ず実施しましょう。
（2）６～８月に播種する作型は長日により、とう立ちとなりやすいため、とう立ちが遅く耐暑性のある

品種を選定するなど、栽培には注意してください。
○露地野菜

⑤スイートコーン
＜適正温度＞　日　中：２２～３０℃　　　　夜　間：１５℃前後
＜灌 水 量＞　通　常：１.０～１.５Ｌ/日　　 高温時：１.５～２.０Ｌ/日
（1）茎葉の生育は、幼穂形成期（葉数５～８枚頃）に急速に伸び、その時期を目安に、追肥を行ってください。

１回目⇒本葉４～７葉目　２回目⇒本葉８～雄穂出始めの頃を目安に行い、株元ではなく、根の先
端部分が多いうね間に施す。また、絹糸抽出後の追肥は効果が低いので注意してください。

（2）出穂、開花、受精の時期に水分が不足すると不稔の要因となるため、注意が必要です。

⑥ブロッコリー
＜適正温度＞　茎　葉：１８～２０℃　　　  花　蕾：１６～１８℃
＜潅 水 量＞　通　常：２.０～３.０Ｌ/日　 高温時：３.０～４.０Ｌ/日
（1）ブロッコリーは２５℃を超える温度になると生育停滞の要因となります。
（2）定植は、本葉3.0～3.5枚程度の苗を根鉢が十分形成されたときに定植しましょう。
（3）セル苗は老化しやすいので、定植時期を逃さないように注意してください。
（4）高温乾燥条件下では、生育抑制、遅延を招くので、灌水や散水できるところでは積極的に実施しましょう。
　　 夕方か朝の温度の低い時が効果は高い。

　コナガの発生が平年より早く、飛来数も多いとの情報が出ております。ブロッコリーや小松菜などのアブラナ科野菜
を作付けされている方は十分注意しましょう。また、今後アブラムシ類やハダニ類、アザミウマ類などの害虫の発生も
多くなりますので、圃場を観察し、適期防除に努めましょう。

　ハウスや露地圃場に雑草が生えていると、作物の生育に影響を及ぼすだけでなく、病害虫の発生につながります。
カルチや除草剤を使用するなど、除草対策を講じましょう。除草剤を使用する際は、対象雑草や使用時期などを必
ず確認してから使用しましょう。

※薬剤防除のみならず、圃場周辺の除草や防虫ネットの活用など耕種
　的防除と組み合わせた防除を行いましょう。
　また、粘着トラップによる予察を併せて行いましょう。

粘着トラップ　
バグスキャン　10 枚入り 
資材価格　3,894 円（税込）

軟白処理後にネギはほとんど太ら
ないため、フィルム処理前まで太
さを確保しておきましょう！

※昨年、長期間の干ばつにより露地野菜の被害が多発しましたが、
　収量・品質低下を防ぐためにも灌水を積極的に行いましょう。

＜コナガ（成虫）＞ ＜スリップス被害＞ ＜ハダニ被害＞
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TopicsTopics

　5月18日（水）より東川米酒造好適米の田植えが株式
会社 カナマキの圃場にて始まりました。令和2年度より
三千櫻酒造株式会社に製造を委託し販売している清酒

「北海道東川」は今年度より新たな販路としてブラジル
連邦共和国へ輸出販売を行います。今後も、販路拡大
に向け取り進めてまいります。

　５月21日（土）、町内のホクレンショップにて、販売促
進イベントを開催いたしました。
イベント当日は、東川米を購入の方に岩塚製菓株式会
社製造の「ふわっと雪解け煎餅」を配布いたしました。
　訪れたお客様からは、「この煎餅、美味しくて大好き
です!」との声や町外の方からは、｢東川米を買うために、
東川町に来ました｣と話をしてくれました。
　今後も、東川農産物の認知度向上を目指し積極的に
販売促進活動に取り組んでまいります。

　５月11日（水）、北海道神宮に奉納する米を栽培する
神饌田にて、令和4年産米の豊作を祈願し、北海道神宮
神饌田御田植祭が執り行われ、関係者約80名が参加
いたしました。樽井組合長は、「米価が下落し海外情勢
も不安定な環境ですが、水稲生産者の使命である安心
安全で美味しいお米を皆様に届けられるよう今年一年
も頑張っていきたい」と話しました。
　植えた苗は、秋の｢抜穂祭｣で収穫され、11月23日に
斎行される｢新嘗祭｣で北海道神宮に奉納されます。

　町内では、5
月10日（火）よ
り令和4年産東
川米の田植え
が始まり、5月
13日（金）有限
会社 板谷農場
の田植えには、

多くの報道陣が集まりました。代表 板谷 智徳氏は、「安
心・安全な美味しい東川米を、皆さんにお届けするため
に気を引き締めて作業を行っていきたいと思います」と
話しました。

酒米田植えスタート!

ホクレンショップにて販売促進イベント
を開催しました。

第44回北海道神宮神饌田御田植祭が
斎行されました

令和4年産東川米田植えがスタートいたしました！

株式会社 板谷農場 田植

JAひがしかわチャンネル
JAひがしかわYouTubeアカウント「JAひがしかわチャンネル」にて2本の動画をアップしました！

うなぎの生産量日本一を誇り、養鰻が盛
んな鹿児島県大崎町と共創してできた「うな
ぎセット」を紹介！

「うなぎセット」の中には、東川米と、大
崎町のうなぎのかば焼き・炊き込みご飯のも
とを合わせたうなぎ丼を作り 川原氏に試食
して頂きました。うなぎセットとひがしかわ
ドライべジを使ったひがしかわボールも誕生
しました！

ぜひ、ご視聴ください！

うなぎセットを紹介！

資材課からのお知らせ

金融課からのお知らせ

被覆資材の取りまとめについて被覆資材の取りまとめについて

住宅ローン相談会を開催します住宅ローン相談会を開催します

　資材課ではハウスビニール、農ポリ、マルチなどの被覆資材の取りまとめを行っております。被覆資材の価格情勢は原
材料や物流経費等の上昇を背景に大幅な値上げが予想されます。今回の取りまとめは現行価格での対応となりますので営
農コスト上昇の影響緩和に向け、取りまとめのご協力をお願い致します。

住宅の購入（新築・中古）を考えている方、リフォームを考えている方はぜ
ひこの機会にご来店ください！

コロナ感染対策としてマスク着用をお願いいたします。相談時間を確保するために完全予
約制とさせていただきます。まずは JA ひがしかわ金融課（℡ 82-5010）までお気軽に
ご連絡ください。
※当日は本部事務所正面入口よりお入りください。

申込期日：令和4年6月30日（木）
　　　　  資材課（℡82-2054）にご連絡ください。

日時：令和 4 年 6 月 25 日（土）　9：00 ～14：00（昼休憩 12：00～13：00）

場所：東川町西町1丁目5番１号　JAひがしかわ金融課　融資コーナー

うなぎセット紹介（後編）

うなぎセット紹介（前編）
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◆資料請求キャンペーンを実施　
　ＪＡ共済ホームページの『ひと・まとめプラン』ページかから掛金
シミュレーションを行い、資料をご請求いただいた方の中から、抽
選で２４０名様に素敵な賞品をプレゼントします。
　キャンペーン第１期は９月３０日(金)まで。この機会にＪＡ共済の
ホームページへのアクセスお待ちしています！
　JA共済ホームページアドレス https://www.ja-kyosai.or.jp/

JAグループ通信

ＪＡ北海道中央会

◆ご当地JAカレー１グランプリを開催!!
　JAグループ北海道が協賛する「あぐり王国北海道NEXT」では、米の消費拡大を目指し、全道各地のご当地JAカ
レーを集めたグランプリを初開催しました。
　公募した結果、１２JAの参加となり、発表順を決める緊張のくじ引き、その土地自慢の農畜産物を活用したカレーの
PR、JA職員の個性豊かな全力プレゼン、悩ましい実食審査など、見どころが満載です。

ＪＡ北海道信連

◆教材本贈呈事業を展開　
　JＡバンクでは、次世代を担う子供たちへの食農教育を支援す
るため、農業とわたしたちのくらしをテーマとした教材本とＤＶＤ
を作成し、道内各地のＪＡを通じて全道の小学校・特別支援学校

に毎年贈呈しています。
　令和４年度においても、北海
道教育委員会等のご理解、ご協
力のもと、全道1,005校の小学
５年生（約４万人）と、20校の特
別支援学校へ、教材本等の贈呈
を行いました。

◆第２回 北海道米そり選手権に協賛　
　２月１１日、滝野スノーワールド（国営滝野すずらん丘陵公園）
にて、冬の北海道を楽しむイベントとして開催された”米そり（米袋
そり）”を使ったレースに協賛しました。
　キッズ・ジュニアクラスと、一般クラスの２クラスに分かれ、約
200名が120ｍ近くあるコースでタイ
ムを競い合いました。
　優勝者には米１俵（60Kg）がプレ
ゼントされた他、飛び賞、ベストドレッ
サー賞、パフォーマンス賞などもあ
り、会場は大いに賑わいました。

◆人間ドック受診のご案内　
　みなさんは１年に１回、健康診断を受けていますか？
　道内１２か所の厚生病院・クリニックで受診できます。
医療併設型という特性を活かして、がん検診を含めた総合的な疾
病予防対策も積極的に展開しています。
　検査の項目が充実しており、ご希望で追加できるオプション検
診もたくさんありますの
で、詳しくは厚生連、また
は各病院のホームページ
をご覧ください。

ＪＡ共済連北海道

ホクレン ＪＡ北海道厚生連

HBCの無料動画配信サービス「もんすけTV」では、５月末
まで見逃し配信も実施しますので、ぜひご覧ください！

ナンバー１カレーはどのJAが獲得したのか！？

HBCにて4月23日（土）・30日（土）

健 康トピックス

血管の老化と予防について

皆さんは、自分の血管年齢を
ご存知ですか？

「ピーマン」を食べて
血管年齢を下げよう！

血管年齢を若返らせる方法・
血管の老化を防ぐ方法

デスクワークや長時間座りっぱなし
になる際には、つま先やかかとの上
げ下げをするだけでも効果的です！

血管は血液だけでなく酸素や栄養を全身に行き渡らせる重要な役割を

担っていますが、血管年齢が高くなると、血管が固く分厚くなり血流が悪

く動脈硬化を始めとする病気になる可能性が高くなります。血管の老化は、

加齢や生活習慣が原因で進行し、自覚症状のないまま密かに症状が悪

化する「サイレント・キラー」と呼ばれる高血圧・脂質異常症などの生活

習慣病を引き起こします。また、日本人の死因の多くを占める心筋梗塞

や脳卒中は心臓や脳の病気ではなく血管の老化が原因で引き起こします。

血管年齢は、原因となる食生活や生活習慣を改善することで若返らせるこ

とも可能ですので、一度自分の生活習慣を見直してみましょう。

特集（2～3ページ）で紹介しましたピーマンに含まれる独特の青臭い

香りは“ビラジン ”によるもので、血液をサラサラにする効果があり、血管

の老化防止になる事から、心筋梗塞や、脳梗塞の予防に効果が期待でき

るといわれています。

また、緑色の元である葉緑素クロロフィルは、血管内に中性脂肪がたま

るのを防ぐ効果もあるので、コレステロール値を下げ、不純物を排出する

デトックス効果もありますので、積極的にピーマンを食べましょう！

①継続して運動を行いましょう
　運動することで全身の筋肉に酸素が必要となり、十分に血液を送るた
め血管が広がります。血流がスムーズになり、血圧も下がるため血管の
老化を防ぐことが出来ます。ウォーキング・ストレッチ・体操など無理の
ない範囲で継続して行いましょう！

②喫煙をやめる
　タバコに含まれるニコチンは心拍数を増やし血圧を上昇させ、さらに
末梢血管が縮小し血流が悪くなります。また、習慣的な喫煙は動脈硬化
を促進し、虚血性疾患や脳・四肢あらゆる部位の血流障害による疾患
リスクを高めます。すでに動脈硬化を起こしている方であれば、細くなっ
た血管がふさがり脳梗塞になる危険性があります。喫煙している方は、
日々吸う本数を減らしていき禁煙を目指しましょう！

③食生活を見直しましょう
　高カロリー食品や塩分の摂りすぎに注意し、余分な塩分を体から取
り除いてくれるカリウムやミネラル・ビタミンが豊富な野菜を積極的にと
り、腹八分目を心がけましょう！
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組合員の推移（令和4年4月末現在）
正組合員戸数 正組合員数 准組合員数

432 戸 496名 1,113 名
（変動なし） （変動なし） （前月比　＋ 1名）

〒071-1495　北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号　TEL0166-82-2121　発行所/東川町農業協同組合　責任者/樽井　功　編集者/営農販売部  営農指導課

JA事業推進係　0120 － 82 － 2125 へ
●葬儀・法要のご用命は…24時間フリーダイヤル

飾らない。76 歳、坂井
より子の今をたのしむ
生き方

プロに教わる 野菜の収
穫・保存・加工の技とコ
ツ 大量消費レシピ付き

漫画じわる哲学ハッピ
ーエンド小説家が考え
る幸せのタネ

冷凍作りおきでかんたん 
ゆーママのあこがれ和食

散歩で見かける　樹木
の見分け方図鑑

野菜のおいしい作りお
き　薬膳ナムル手帖

JAひがしかわ事務所エントランスにて展示して
おりますので、ぜひお立ち寄りください。農協文庫新刊

農業用廃プラスチック・廃タイヤ処理受入れのご案内

今年度も、下記の通り実施いたします。
当日スムーズな受入れができるようご協力をお願いいたします。

搬入日程 ： 令和4年6月23日（木）・24日（金）
時　　間 ： 午前9時～正午　午後1時～午後3時まで
場　　所 ： 西5号北44番地 キトウシ森林公園家族旅行村 第二駐車場

農業用ビニール
ハウス・トンネル用被覆ビニール

農業用ポリエチレン
マルチフィルム・肥料袋・農薬ポリ容器・ハウスバンド・
灌水チューブ（ゴム製不可）

空容器等
空ボトル・空袋（紙・プラ）
アルミ内装紙袋は、農薬容器に分類します。
※農薬容器等のボトルは3回以上洗い流し、袋（紙・プラ）
　は中身を空にしてから持ち込んでください。

フレコン袋に「ビ」・「ポ」・「空」と記入して分別してください。

泥や水が付着していると重量が増加し、料金が余分にかかってしまいますので
落としてから搬入ください。
お問い合わせは　JAひがしかわ営農指導課（℡82-2124）

ビ

ポ

空

2022年 6月の予定

2022年 7月の予定

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）

スタンド通常営業　平日土曜　午前7:30～午後7:00　
　　　　　　　　　日曜祝日　午前8:30～午後5:00

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

農業用廃プラスチック処理・廃タイヤ受け入れ

農業用廃プラスチック処理・廃タイヤ受け入れ

資材課営業（午前8:30～12:00）

資材課営業（午前8:30～12:00）

スタンド通常営業　平日土曜　午前7:30～午後7:00　
　　　　　　　　　日曜祝日　午前8:30～午後5:00

5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）
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5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）
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