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★ 肥料年間予約だけの特別予約価格商品のご案内 ★ 

予約価格は当用価格より安価となっています。肥料価格が高騰していますので、ぜひ、お得な予約注文を！ 

特別推進銘柄 成分（N-P-K） 
参考当用価格   

（税込） 

参考特別予約   

価格（税込） 
予約値引額 

(大特価)粒状固形０８０ 10-8-10 2,020 円 1,800 円 ▲220 円 

(大特価)苦土石灰（粉） -  480 円  298 円 ▲182 円 

(大特価)ＪＡナイス配合  9-2-4 Mg2 2,100 円 1,720 円 ▲380 円 

本山トップ１茶配 12-2-5 Mg2 3,210 円 2,790 円 ▲420 円 

デルトップ win 28-2-4 Mg3 3,920 円 3,490 円 ▲430 円 

みのり一番 27-0-2 Mg2 3,400 円 2,990 円 ▲410 円 

ナイスワンパワー８２３ 18-12-13 Mg1.5 4,200 円 3,760 円 ▲440 円 

ＩＢ化成Ｓ１号（尿素入） 10-10-10 3,950 円 3,490 円 ▲460 円 

与作 いちご専用培土 - 2,910 円 2,540 円 ▲370 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

柑橘 
極早生の出荷が始まり、みかんのシーズンとなってきました。９月中旬以降に１部の園地でハダニ、

サビダニやカメムシの発生が見受けられました。ハダニは着色期以降になると着色が斑になり外観不

良となります。また、サビダニは８月以降の発生で黒く果皮色が変化してしまいますので発生が確認

出来たら即防除するようにしましょう。 

 また、収穫時期にもなりますので、農薬の収穫前日数に注意してもらうとともに、収穫の際には果

実を丁寧に扱い、傷みによる腐敗果の発生を抑えるようにしましょう。 

【防  除】・温州みかん 

散布時期 病害虫名 農薬名 希釈倍率 使用基準 

発生時 ミカンハダニ カネマイトフロアブル １,５００倍 ７日前―１回 

収穫前 貯蔵病害 
ベフラン液剤２５○劇  ２,０００倍 前日―３回 

ベンレート水和剤 ４,０００倍 前日―４回 

【防  除】・中晩柑 

【秋  肥】 

品種 施肥時期 肥料名 施肥量 

スルガエレガント 
10 月下旬 

スルガペレット 6 袋／１０ａ 

早生温州 

みかん 50 ペレット 

5 袋／１０ａ 

青島温州 

１１月上旬 

6 袋／１０ａ 

ポンカン 6 袋／１０ａ 

不知火・はるみ 新ＦＴＥ Ｓ６０４ ２袋／１０ａ 

落葉果樹 
【秋  肥】 落葉果樹の元肥時期となります。 

作物名 施肥時期 肥料名 施肥量 

柿 
11 月上旬 静岡フル－ツペレット 

５袋／１０ａ 

梨 ４袋／１０a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター長 茶 苺・水稲・蔬菜 果樹 営農生活支援購買 購買 

瀧口信也 折山 深井・片井 榮 大越 酒井・萩原・森川・鷲巣 

散布時期 病害虫名 農薬名 希釈倍率 使用基準 

発生時 ミカンハダニ カネマイトフロアブル １,５００倍 ７日前―１回 

  

土壌分析のお知らせ 
1. 受付期間と提出先 

令和 3 年 11 月 12 日（金）まで 最寄りの営農経済センターへ提出。 

2. 試料について 

(1) 風乾した土を 200ｇ（紙袋へ入れてください） 

(2) 袋に｢氏名｣・｢連絡先｣・｢作物名｣・｢施設・露地の別｣などを明記して下さい。 

3. 料金：600 円／1 検体 

令和 2 年分（令和 3 年３月申告利用分）固定資産台帳利用料徴収について 
固定資産台帳の利用料を下記の通り徴収させて頂きます。 

ご不明な点等ございましたら、最寄りの営農センターへお問い合わせ下さい。 

引き落とし予定日：１１月２6 日（金）   金   額：１,５００円 

《※固定資産台帳とは、確定申告時に作成する収支計算書（農業・不動産・一般）の添付資料

である減価償却費一覧表のことです》 

肥料年特座談会について 
本年の地区年特座談会は、コロナにより

一部地区を除き自粛となりました。 

ご利用者の皆様には、申込用紙を配布さ

せて頂きます。 

ご不明な点は東部営農経済センター 

へお問合せください。 

ポストニックウォーター 
￥1,944（税込） 

￥1,800（税込） 
 

すばやい水分補給！ 

☑スポーツ時に ☑お風呂上りに 

☑乾燥の季節に ☑起床時や就寝前 

 

図のように 

圃場内の 5 ヵ所から 

採土し混合する。 

 

10月 30日（土） 

9：00～12：00 
 

あさはた支店駐車場 

雨天決行 
 

ご来場お待ちしています。 

☆出張じまん市（野菜販売） 

☆生産資材、婦人衣料、電化製品、 

自動車、JA商品、陶器 などなど… 

 
≪出店業者≫ 

ヤザキ・トンボヤ・AFC・丸山販売・ヰセキ・ 

高田農機・日光陶器・パールライス・シャープ・ 

高田自動車・フジ医療器（順不同） 
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茶 
【カンザワハダニの防除】 

＜時 期＞ 10 月下旬～11 月下旬  （秋整枝後・越冬前） 

＜薬 剤＞ オマイト乳剤  1500 倍 （14 日） 
 
【赤焼け病の防除】 

 ＜時 期＞ 秋整枝後 

 ＜薬 剤＞ カスミンボルドー 1000 倍（30 日）またはドイツボルドーA 500 倍（14 日） 
 
【再整枝（化粧ナラシ）】 

＜時 期＞ 年内に行う場合は１１月中下旬（２月下旬～３月上旬でも結構です。） 

＜深 さ＞ 秋整枝位置より絶対に深くしない。 

＜目 的＞ 秋整枝後に発生する遅れ芽や立ち葉など、整枝面から上に出ているものを除去する。 

      ※ できるだけ逆刃のナラシ機を使用する。 
 

 

 

 

 

 
 

水稲 
1、 貯蔵時の病害虫対策 

品名 使い方 

ネルパック 真空貯蔵袋、３０ｋｇ用。（コクゾウ虫やカビを防ぐ） 

エージレス 
ネルパックに入っている脱酸素剤で、詰め替え用 

効果の切れた物と入れ替えて使用する（効果 1 年間） 

※ 保管場所にクズ米やヌカが落ちていないようきれいに掃除しておくこと。 

※ 15℃以下で保存すること（病害虫が活動を停止する温度） 
 

2、 ジャンボタニシ対策 

収穫後に耕運し、ジャンボタニシを破砕する。 

また、厳寒期に耕起し、越冬中の貝を寒さにさらす。耕運速度は遅く回転数を早くすることで、

殺貝効果を上げる。 

 

3、 土づくり資材 

けい酸は水稲が最も吸収する成分です。根張の促進。倒伏防止、品質向上につながります。 

品  名 施用量/10ａ 特  徴 

とれ太郎 3 袋 燐酸・苦土・けい酸・石灰を含む 

けい酸加里プレミア ２～３袋 ケイ酸、カリ、その他を含む 

 

 

 

 

 

いちご 
 

1、 株管理 

（1） 摘葉は出蕾時 5 枚以上になるように実施する。（収穫時期は 7～8 枚管理とする。） 

（2） 2 芽になるよう、わき芽を整理する。（ドロ芽は除去する。） 

（3） 頂果房の摘果は 7～10 果を目安に。 

※頂果房と 1 次腋花房が近接しすぎている場合は合わせて 10 果程度にしてください。 

（4） 少量多灌水を基本とする。（給液量は吸水量の 1.5 倍を目安に） 

（5） 定期的に給液及び排液の確認をしてください。（EC、PH、排液量） 

※ 適当な容器に入れ営農経済センターに御持ち込頂ければ、無料で測定致します。 

※ 排液はバケツなどに 1 日分を溜めておいたものを持って来てください。 
 

2、 ミツバチ管理 

（1） 導入のタイミングは 1 番の出蕾を確認した時点です。 

（2） 到着後すぐには解放せず、蜜蜂が落ち着いたら夕方か夜、早朝に開放してください。 

  ※解放までは、網窓にしておき通気性を確保する。 

（3） ミツバチは導入後すぐに訪花せず、2～7日ほど偵察バチがハウス環境を確認してから、  

働きバチが訪花活動を行います。 

（4） 餌をあげすぎると、餌を巣穴にため込みすぎて次の子孫を残せなくなってしまします。

訪花活動も鈍りますので、基準量をまもりましょう。（納品直後の巣箱の重さが概ね餌の

入っている適正重。） 

目安（どれどれ）：納品 1 週間後、その後 7～10 日間隔で給餌。150～200ml/回施用。 

        ※日中のハウス内気温が 18 度以下になるハウスは 2～3 週間に 1回。 

（5） 厳寒期は毛布などを巣箱にかぶせ保温してあげましょう。 

（6） ミツバチの定着が悪い場合は、誘引剤を使いましょう。（ビーセントルアーやカモンビー

ビー等） 

（7） 雨天が続く場合や、ハウス内気温が低い（18℃以下）日が続く場合はマルハナバチの導

入もお勧めです。 
 

 

3、 温度管理  基本の温度 25℃～27℃（日中）を意識して、管理しましょう。 

（1） ビニール被覆：開花直前（2 番の分化を確認してから行いましょう。） 

（2） 保温開始目安：最低気温が 10℃を下回ってから（きらぴ香の場合は 12℃です。） 

→2 番分化前に保温すると 2 番の遅れにつながります。必ず検鏡を行いましょう。 
 

4、 病害虫防除 『入れない！出さない！増やさない！』 

病害虫は被害が大きくなる前に防除することが重要です。また、予備苗（補植苗）も防除しま

しょう。 

 

 
 

   

 

ヨトウ 発生初期～ ⇒ プレオ（フ）またはプレバソン 5（フ）散布 

ハダニ 
発生が多い場合 ⇒ マイトコーネ（フ）散布 

発生が少ない場合 ⇒ 天敵放飼まではエコピタ（液）100 倍 ※ 

うどんこ病 

発生が見えなくても保温開始までに防除を行う。 

カリグリーン・ハーモメイトの散布（予防的防除） 

発生時は治療剤（パレード 20○フ、プロパティー○フ等）を連続散布する。 玄米品評会のお知らせ 
開催日：１１月 24 日（水）   規 格：玄米 500g （うるちのみ） 

締 切：11 月 17 日（水）    袋へ氏名・連絡先・品種名を明記してください  

提出先：東部営農経済センター  担当：深井 

茶園共進会の出品園募集！！ 

 12 月上旬に JA 静岡市茶園共進会を予定しています。 

茶園評価の良い機会にもなりますので、茶園を出品して頂ける方を募集します。 

 ＜茶 園＞ 平成 28 年以前に定植したハサミ刈りの成木茶園 

 ＜期 日＞ 令和 3 年 11 月 19 日（金）までに東部営農経済センターまでご連絡ください。 
 

☆★天敵利用のポイント★☆ 
 

① 25℃が発育適温です。（放飼時期、ハウス内温度管理に注意しましょう。） 

② 放飼前にハダニの防除を徹底しておく。（ゼロ放飼でお願いします。） 

③ 天敵放飼後 2 週間は薬剤散布を控え、定着を促す。 

④ 放飼後にハダニが多発生した場合は気門封鎖剤を発生した場所にスポット的に散布する。 
 

天敵に影響の大きい薬剤（ミヤコ・チリ）※一部抜粋 
グレーシア乳剤（100日） モベントフロアブル（45 日） モレスタン水和剤（21日） 

ダニトロンフロアブル（21 日） モスピラン顆粒水溶剤（14 日） ディアナ SC（14 日） 

コテツフロアブル（14日） バロックフロアブル（14 日） アファーム乳剤（7 日） 

コロマイト水和剤（7 日） スピノエース顆粒水和剤（7 日） ストロビーフロアブル（7 日） 

 

 


