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☆荒茶共販者は下記事項を必ず確認願います。  
① 2 番茶出荷前 ⇒ 防除・肥料の日誌を必ず提出願います。（未提出の場合、販売できません） 

         ※作業終了後、早めの日誌提出にご協力願います。 

  ※ 上記日誌を使用する協同工場組合員は、日誌の提出がないと生葉荷受けができません。 

② 荒茶出荷時 ⇒ 出荷時に、製造日誌を必ず提出願います。（自園農家） 
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電話 296-2121 ファックス 296-2125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              

   １番茶お疲れ様です。まだまだ忙しい日々が続きますが、これから気温 

も高くなりますので体調管理には充分、気を付けてお過ごしください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

【1 番茶後の整枝】 
 

２番茶を摘採する茶園 
・ 時期  1 茶摘採後、2～３週間以内《遅れ芽が出揃った頃：15 日位が目安》 

・ 位置 摘採面を揃える程度に浅く 
 

※ ナラシが早すぎると 2 番茶に銀葉が入ってしまうので気を付けて下さい。 
  

２番茶を摘採しない茶園 
・ 時期 ６月中下旬《2 茶芽が出揃った頃》 

・位置 深くても昨年の秋整枝面から一番茶摘採面の間までとし、それ以上   

    下げない。 
樹勢が悪い園や、樹高枝が細く芽数が過多となっている園は更新して下さい。 

1 茶後に 2 茶摘採園と同様に整枝を行うと 1 回に落とす葉の量が減り作業が楽です。 

また、整枝を 2 回行うことで母枝の太さの均一化と芽数の確保を図れます。 

 

【1 番茶後の更新】 

１番茶芽の不揃い・生育ムラ・生育不良・細枝化の改善を図れます。 

寒干害のあった園では被害部を除去するように更新をして下さい。 
 
・ 時期  1 茶摘採後、早めに 

・ 位置 樹勢に応じて浅刈り・深刈り・中切り 
 

※ 樹勢が悪い茶園・古い茶園の更新は、株枯れ等が発生する恐れがあります。 
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静岡茶ボトル缶 
(400g×24 本)2,592 円 

静岡市のお茶を使用！！ 

農作業のお供に、毎日の健康 

維持向上にオススメです！ 

 

 

    ポカリスエット ←新商品！ 

（300mｌ×24 本）2,484 円 

発汗により失われた水分と電解質（イオ

ン）をスムーズに補給し、カラダのすみ

ずみまで潤してくれる健康飲料です。 
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【摘 採】 
・硬葉化させないように早めの摘採を心がけましょう。（目安：１番茶摘採後・４２～４３日）  
・外見の欠点は評価を落とす要因です。荒茶に「古葉・木茎」が入らないよう摘採は丁寧に。  
【製 造】 
 ・服装（帽子、専用の作業着、履物の着用）や工場内の整理整頓・清掃に心がけましょう。   
 ・水色に赤みがあると評価が下がるので、葉焼け、葉傷み等の生葉管理には注意しましょう。  

 

２番茶摘採・製造の注意事

夏場の熱中症対策はコレ！！ 

【肥料価格高騰に伴う価格の改定について】 

肥料は、原料のほとんどを輸入に依存しています。原料の国際市況と為替が、価格形成の

大きな要因になります。この度の原料・輸送費の過去に無いほどの大幅な高騰に伴い、６

月より値上げせざるを得ない状況となっております。 

誠に恐縮ですが、ご利用者様には情勢を踏まえてご理解頂きたく、お願い申し上げます。

尚、実需用を超える引き取りは安定供給に支障をきたすことになりますので、対応いたし

かねます。ご了承下さい。 

２番茶 栽培日誌の提出・記入について 

茶 

施設園芸 燃油高騰対策事業について 
 

燃油価格が一定の基準を超えて高騰した場合、国などから補填金が支払われる制度が昨年度より

実施されています。つきましては、令和４年度分の新規加入申し込みの時期となりましたので、

まだ加入していない方、制度の内容についての説明を受けたい方は、営農経済センターまでご連

絡下さい（対象は、施設園芸のみです）。 

 

※すでに燃油高騰対策事業に加入されている方は、営農センターへの連絡は必要ありません。別

途通知文を送ってある説明会へのご出席をお願いします。 

香りすっきり、味わいしっかり 

 

アグリロード美和＆ＪＡ静岡市美和ブロック     

☆ アグリ手作りの五平餅、大福、天ぷら、フランクフルト、焼きそば など 

☆ 購買では新茶販売や提携業者が婦人服、農機具、健康食品 など 
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茶【施 肥】 ２茶肥・・・2 番茶 摘採 30 日前   化成 ３～４袋／１０ａ 
 

※１番茶前に省力化成『デルトップＷｉｎ』を施用した園では、2 茶肥は不要です。  
※『みのり一番』は、1 番茶重点コースの省力化成（2 茶の肥効が弱い）です。 

施用した園で 2 茶を採る場合は２茶肥の施用をお勧めします。 

 

【防 除】 

◇2 番茶を控えています。特に近隣に摘採する方の茶園がある場合は風による農薬の飛散や、 

摘採前日数に余裕があるかなどに注意して下さい。 

◇共同工場の方は、使用できる農薬が決められています。工場の防除暦をご確認下さい。 

［１番茶摘採後］ 

アグリメック○劇  1,000 倍 赤ダニ・サビダニ 

ウンカ・スリップス 

単用 7 日 

 

［2 番茶萌芽期］ 

※オンリーワンフロアブルは、共同工場によっては使用を禁止しています。工場で決められた 

 農薬がある場合、その指示に従って下さい。 

オンリーワンフロアブル ２,000 倍 炭そ病･もち病 混用 

ウララＤＦ 1,500 倍 ウンカ･スリップス ７日 
  

 

いちご 
育苗圃の管理ポイント  

・水と肥料は切らさない。 

→露地育苗では梅雨時期、肥料の流亡に注意。 

IBS１号を10日間隔で3粒/株施用。1ヶ月で株あたり8粒目安（株の草勢により加減する。） 

・わき芽や古葉、ぜに葉などは天気の良い日に整理する。風通しの良い環境を作る。 

・ランナー受けは 5 月下旬～6 月中旬を目安に行う。（紅ほっぺ・章姫の場合） 

・親株 1 株からの採苗は 20～25 本を目安に行う。 

・切り離し時期は 7 月下旬を目標に行う。育苗期間 45～50 日を確保する。 

 

育苗期防除ローテーション  
 殺菌剤 RAC 殺虫剤 RAC 対象病害虫 

6 月 2 週目 サンヨール Ｍ1 エコピタ液剤 気門 う、ダ、ア 

6 月 3 週目 オーソサイド（水） Ｍ4 ニッソラン（水） 10A 炭、ダ 

6 月 4 週目 デラン（フ） M9 エコピタ液剤 気門 炭、う、ダ、ア 

6 月 5 週目 ベルクート（水） M7 コテツ（フ） 13 炭、う、ス、ヨ、ダ 

※炭→炭そ病 う→うどんこ病 ア→アブラムシ コ→コナジラミ ス→スリップス  

ヨ→ヨトウ ダ→ダニ 

必ず使用倍率・回数の確認をお願いします！！ 

・梅雨時期には耐雨性の展着剤「アビオンＥ」で防除効果が安定。（屋外） 

・ハダニ、アブラムシには抗性の付かないエコピタ・サフオイル等の物理的効果の農薬がおすすめ。

炭疽病にはタフパール等の微生物資材がおすすめ。回数制限がないので、定期的な使用で予防効

果が期待できます。 

・気門封鎖剤は他剤と混用しないでください。 

・ローテーション及び混用は例になりますので、各圃場の状況に合わせた防除を行って下さい。 

稲 

１. 育 苗 

① 育苗期間 20 日で草丈 10～15cm、本葉 2～2.5 枚を目標 

② 育苗には水道水などのきれいな水を使うこと 

③ もみ枯細菌病予防のため発芽時には 30℃以上にならないように注意する 

２. 元肥の施用（10ａ） 

元肥は田植え予定日の 1 週間以内に施用すること 

品種 

コース 

ひとめぼれ 

キヌヒカリ 
コシヒカリ 

きぬむすめ 

ヒノヒカリ 

あいちのかおり 

にこまる、葵美人 

化成 
マップ 202 

2 袋 1.5 袋 2 袋 2 袋 

有機 
もとごえペレット 

2.5 袋 2 袋 2.5 袋 2.5 袋 

省力 
ジェイコシ 18 号 ナイスワンパワー 

2.5 袋 2 袋 2.5 袋 
 

３. 田植時育苗箱処理 

① 箱粒剤 どの薬剤も効き目長持ち 2 ヶ月間！ 

基本  フルターボ箱粒剤 

50ｇ/箱 

移植 3 日前～移植当日 

いもち病 重点 Dr.オリゼパディート粒剤 緑化期～移植当日 

低コスト  ツインターボ箱粒剤 播種時～移植当日（覆土前使用可能） 
 

ウンカが心配な場合は 

「フルスロットル」箱粒剤がおすすめ！！播種日から移植当日で使用できます！！ 
 

② 除草剤（10ａ） → 水もちの悪い水田には粒剤を使用する。 

エンペラー１キロ粒剤 1ｋｇ 田植直後～30 日まで ヒエ 3.0 葉まで 

ガンガン豆つぶ 250 250ｇ ３日～30 日まで ヒエ 2.5 葉まで 

① 水の管理   田植後～活着 水深 4～6cm 程度の深水とし、活着を促す。 

② 活着後  水深 2～4cm 程度の浅水とする。ガス抜きする場合、1～2 日間落水する。 
 

４. スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の防除 

スクミノン 1～４㎏/１０a 移植後 但し、収穫 6０日前まで ― ２回 

   
 

 

 

女性部           令和４年度 サークル会員募集中   
＜行事・会議＞ 

6/10(金)13:30～ 女性部記念誌編集会議【本店】 

6/13(月)14:00～ 朝市加工 G 会議【本店】 

6/16(木)10:00～ 県女性部事務局会議【農業会館】 

6/21(火)10:00～ 女性部リーダー研修会【本店】 

6/27(月) 9:30～ JA しみず交流清掃【三保】 

6/30(木)13:30～ 衛生講習会【グランシップ】 

  
水田用除草剤や本田粒剤の散布後７日間は落水やかけ流しをしないように注意しましょう 

 

 

  
1グループ 5人以上で年
間 5 回、家の光記事を使
った活動すると 10,000
円の活動助成費がもらえ
ます。 

 

  
ほかのグループのミニデ
イのお手伝いや、縫製作
業など、ボランティアに参
加したい方募集中！ 

☆お申込みは 美和営農経済センター（平野）まで☆ 


