
 

 

 

（R3.5.20 発行） 

ＪＡ静岡市 藁科営農経済センター  指導:279-0772  購買:279-0773  配送:279-0774 
センタ－長 宮原 茶 深井・梶山 野菜・水稲・苺 小澤・繁田 女性部・購買 平野 

購買 市川・岡田・岡部 地区担当 天野(服東・服西)・瀧田(南藁科)・鈴木(清沢・大川) 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【茶】 
※本年は昨年より７日程度早く１番茶が終了しており、害虫の発生も早まっています。 
一部園地では、サビタニ・コナジラミ・マダラカサハラハムシの発生が見られますので、 
茶園を観察して防除薬剤を選択して下さい。 

 
◎防除  茶工場等で使用できる農薬が決められている場合、そちらを優先して下さい。 

１茶摘採後 
カンザワハダニ 
ウンカ・スリップス 
チャノホソガ 

アグリメック ○劇  １０００倍 単用 7日 

※アグリメックは、サビダニ・チャトゲコナジラミ・チャノコカクモンハマキにも効果あり。 
※アグリメックは、幅広い害虫に対して効果を発揮します。 
 

２茶萌芽期 
炭そ病・もち病 オンリ－ワンフロアブル ２０００倍 

混用 7日 ウンカ・スリップス 
カメムシ・ｱﾌﾞﾗﾑｼ 

ウララＤＦ １５００倍 

※コナジラミ・アカダニ・サビダニ・マダラカサハラハムシの発生が見られる園では、ウララ DFに代えて 
コテツフロアブル  2000倍（7日）を散布して下さい 

茶：クワシロカイガラムシについて ※近年、発生時期が早まっていますので注意して下さい 

下記の時期（第１世代）の防除が効果的ですが、防除適期は地域毎に異なり、適期を逃すと効果がありま

せん。正確な適期を把握したい方は、幼虫が寄生した枝を、各支店窓口か営農センターへお持ち下さい。 

・散布時期  ３回発生地区 … 5月中下旬頃  ※年平均気温が１４℃以上の地域 

２回発生地区 … 6月上旬頃    ※年平均気温が１４℃以下の地域 

・散布薬剤  コルト顆粒水和剤 [2000倍・7日]    又はスプラサイド乳剤  [1500倍・14日]                

又は アプロードエースフロアブル [1000倍・14日]  枝幹に十分かかるように散布する             

 ※本年は遅れ芽の発生が遅れていますので、例年より日数をあけてナラシをして下さい 

１茶摘採後の管理について 

  ◎２茶を摘採する茶園管理(化粧ナラシ) 
・遅れ芽が出揃った頃、遅れ芽を取り除く程度に整枝して下さい（摘採面より深くしないこと） 

   ・ナラシ時期目安 ①みる芽⇒摘採２０日後  ②普通芽⇒摘採１４日後  ③硬葉芽⇒摘採１０日後 

◎２茶を摘採しない茶園管理（整枝） 
    ・整枝時期⇒ ６月中下旬(２茶芽が出揃い、葉色が濃くなった頃) 
   ・整枝位置⇒ １茶摘採位置から秋整枝位置の間までとし、それ以上、下げないで下さい(古葉を残す) 
   ※なるべく、１茶後に２茶摘採園と同じように、整枝(化粧ナラシ)を行って下さい。 
   ※整枝を２回やって頂きたい理由は、翌年１番茶の元となる母枝の太さと芽数の均一化が図れます。 
 
☆枝が細く・小葉・葉層が薄く樹勢が弱い茶園では、１茶後に台刈り更新をし、樹勢回復を図って下さい 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

茶摘み料金（１時間当たり）      

・手摘み ８９０円   ・ハサミ ９２０円   

・動力 １,２５０円 

茶賃揉み料金（生葉１キロ当たり）  

・１茶２４０円      ・２茶１８０円 

※標準金額になりますので、各戸の状況に 

より調整して下さい。 

 
 

昼荷受けのみで、翌日販売。  
※平日１７時まで    藁科営農経済 

※土曜日９～１１時    センタ－にて 

 

※２番茶については、朝集荷は行わず、 

日曜集荷もしませんのでご了承下さい。 

☆１番茶後の最終防除が終わった時点で 

 栽培記録を提出して下さい。（防除・施肥） 

 

 

 

皆様にご利用頂いております肥料年特予約品につきまして、市況の大きな変動のため元々注文書に載

せてあります通り、価格改定を実施させて頂きます。これまでは、情勢により可能な場合は注文書の記

載価格よりも安価でのご提供をさせて頂きましたが、この度の原料・輸送費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しまいました。 

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

 

 

 

日 時：令和３年 ８月１日（日） ９：５０～１６：００ 

会 場：静岡市葵区黒金町５－１ 『静岡労政会館』  試験は８月２２日(日)実施 

受 講 料：８,０００円（テキスト,送料含む） 

申込期間：令和３年６月７日（月）～７月２日（金） 
 

お申込みは 静岡猟友会事務局 ２７３－１４２５（平日 10:00～15:00 受付） 

※講習会参加希望の方は、営農センタ－ 梶山まで事前に連絡をお願いします。 

※講習会は、定員になり次第締め切りとなりますので、早めに申込みしてください！ 

 
 

 

 

 

 

令和 3年 4月 19日に葵区の河川支流で、稚アユ約 80匹がへい死する事故が起きました。へい死魚及

び河川水を分析した結果、プロパルギットという農薬（オマイト水和剤・乳剤）が検出されました。 

使用後の農薬を処分する時には、専門処理業者へ処分を依頼するか、取引のある業者へ引き取りを依

頼する等の適切な方法で処分してください。   お問い合わせ先：静岡市役所環境保全課 221-1359 

 

 

 食品衛生法改正を受けて、梅干しを含む漬物は５/３１(月)までに保健所へ「営業開始届出書」

を提出しないと６/１(火)以降、じまん市へ出荷できなくなりました。 

★詳細はじまん市各店へお問い合わせ下さい。 

★「営業開始届出書」に関するお問い合わせは保健所（℡249-3167）へお問い合わせ下さい。 

 

 



【水稲】 

元肥 田植前１週間以内に施肥 

箱粒剤 田植え予定の３日前に処理し灌水を行い、なるべく苗に吸わせることにより効果が上がります。 

 

 

 

 

 

ウンカ対策 
昨年は、中国・ベトナムからの飛来時期が早く飛来回数も多かったため、西日本を中心 
に静岡でもウンカによる被害が多くみられました。特に中生・晩生の品種では、箱剤による
予防対策が重要となります。 

薬剤名 処理時期 処理量 

フルスロットル箱粒剤 播種時（覆土前）～当日 ５０g/1箱 

→新規成分（ピラキサルト） 残効８０～９０日で適用病害虫も広い 

※箱剤は、田植え直前ではなく前日に施用し灌水することで、薬剤の流亡を防げ効果が高まります。 

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）対策  
浅水管理にすることにより、食害が抑えられるので、田植え後２～３週間は浅水管理（４㎝以下）とする。 

発生が多い場合は薬剤による防除 スクミノン 1～４kg/１０a 田植直後に処理 

 
除草剤  
 

 

 

 

水管理  １．田植後：活着を良くするために、２葉の葉身が水面を出る程度の深水管理。 

２．活着後：分けつを促すために浅水管理（１～３cm）。 

３．どぶどぶした水田や葉色が悪い場合は田植後７日頃、２～３日水を切り、 

植えいたみ回復と根の酸素補給を行なう。（ガス抜き） 

【野菜】 
 ◎キュウリ 

病害虫名 薬剤名 倍率 使用基準 

うどんこ病 
スコア顆粒水和剤 ２０００倍 前日－３回 

フルピカフロアブル ３０００倍 前日－４回 

べと病 ランマンフロアブル ２０００倍 前日－４回 

 

◎トマト・ミニトマト 

アブラムシ類・コナジラミ類 
ダントツ水溶剤 ２０００倍 前日－３回 

コルト顆粒水和剤 ４０００倍 前日－３回 

 ※カルシウム剤（カルクロンやアクアカル）を定期的に葉面散布することで、尻腐れ果の対策となります。 

 

【シキミ（香花）】  ２番茶前に防除をお願いします 

◎防除        グンバイムシ  スミチオン乳剤        １０００倍 

     ハダニ        マイトコーネフロアブル   １０００倍 

【果樹】 
果樹名 時期 病害虫名 薬剤名 倍率 

柑橘 

（青島温州） 

５月 

（落弁期） 

ｻﾋﾞﾀﾞﾆ、ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ モベントフロアブル ２０００倍 

黒点病 ファンタジスタ顆粒水和剤 ３０００倍 

６月中旬 

黒点病 ペンコゼブ水和剤 ６００倍 

チャノキイロアザミウマ アグリメック ２０００倍 

ミカンハダニ マシン油乳剤（９７％） １５０倍 

キウイ 

フルーツ 

(ヘイワード) 

５月下旬 クワシロカイガラムシ スプラサイド水和剤 １５００倍 

６月上旬 

果実軟腐病 ダコニール１０００ １０００倍 

キイロマイコガ 

キウイヒメヨコバイ 

 
アグロスリン乳剤 ２０００倍 

６月中旬 果実軟腐病 ベルクート水和剤 １０００倍 

柿 

５月下旬 
うどんこ病 ストロビー 

ドライフロアブル 
３０００倍 

落葉病・灰色かび病 

６月上旬 

チャノキイロアザミウマ スタークル顆粒水溶剤 ２０００倍 

うどんこ病 
オンリーワンフロアブル ２０００倍 

落葉病・灰色かび病 

６月中旬 
落葉病・類似炭そ病 ベンレ－ト水和剤 ２０００倍 

ｶｷﾉﾍﾀﾑｼｶﾞ・ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ アクタラ顆粒水溶剤 ２０００倍 

 
【女性部】   ＜教養講座＞  

ピアノ ６/1, 15, 29(火)13:30～【藁科】 藁科体操 6/1, 15, 29(火)19:30～【藁科】 

一閑張り 6/ 7(月)13:30～【中藁】     パッチワーク 6/ 9, 23(水)9:30～【藁科】 

フラダンス 6/10, 24(木)19:30～【藁科】  書道３  6/11, 25(金)19:00～【藁科】 

  令和 3年度 教養講座会員募集中   詳細は女性部回覧をご覧ください。 

 

 

  

 薬剤名 処理時期 処理量 

省力化 ツインターボ箱粒剤 08 播種時～当日 
５０ｇ／ 

1箱 
いもち重点 Dｒ.オリゼパディート粒剤 緑化期～当日 

紋枯重点 フルターボ箱粒剤 田植え３日前～当日 

薬剤名 １０ａ処理量 処理時期 

ガンガン豆つぶ 250 ２５０ｇ 田植３日～３０日まで 

ミスターホームラン Lジャンボ ５００ｇ（５０ｇ×１０） 田植３日～１０日まで 

パワーウルフ１キロ粒剤 51 １ｋｇ 田植直後～３０日まで 

 

婦人科検診 特定健診（生活習慣病検診） 

 ７月 ８日（木） １１月３０日（火） 清沢地区 中藁支店 

 ９月３０日（木） １２月 １日（水） 服西地区 旧 服西支店 

１０月１３日（水） １２月 ３日（金） 大川地区 大川事務所 

 
１２月 ９日（木） 中藁地区 中藁支店 

１２月１０日（金） 服東南藁地区 藁科支店 

健康は宝！家族のために、自分のために、一年に一度は受診しましょう 

ポストニック    

ＪＡ静岡茶      みかん日和        ウォーター（普通・レモン） 
24 本入り 1 ケース       30 本入り 1 ケース            24 本入り１ケース 
税込 ２,５９２円         税込 ２,５７０円              税込１,９４４円 

 

 


