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年特肥料予約申し込み、お忘れではありませんか？ 

ぜひ、JA の安心・信頼できる肥料をお得な年特で購入してください！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

センター長 杉山 購   買 後藤・谷米 女 性 部 横山 

水稲・野菜・苺・ＴＡＣ 松尾・大村 茶・柑橘 熊ヶ谷 

購買地区担当 海野（東豊田・豊田）・栗田（久能・大谷）・久保田（高松・大里） 配送員 立花 

 

野菜 
たまねぎ 

・ 植付の深さは白い部分が出る程度（緑葉部がかくれるほど深植えすると伸びてこない） 

・ 追肥は 12 月・1 月に化成肥料で行う。※遅い追肥は腐りを増加させるので、1 月下旬まで。 

病害虫名 農 薬 名 希釈倍数 使用基準 

べと病・白色疫病 リドミルゴールド MZ 1000 倍 ７日-３回 

アザミウマ類 ディアナ SC 2500～5000 倍 前日-２回 
 

ほうれんそう べと病は抵抗性品種を使用し窒素過多、排水不良、密植を避け、風通しをよくする 

べと病 
アリエッティ水和剤 1500 倍 前日-２回 

ランマンフロアブル 2000 倍 ３日-３回 

アザミウマ類 

シロオビノメイガ 
ｽﾋﾟﾉｴｰｽ顆粒水和剤 5000 倍 前日-2 回 

ハスモンヨトウ アニキ乳剤 1000～2000 倍 前日-3 回 
 

こまつな 白さび病は防除が困難。過繁茂、多湿を避け、発病を認めたら直ちに抜き取り処分する 

白さび病 アミスター２０フロアブル 2000 倍 7 日-2 回 

アブラムシ類 アクタラ顆粒水溶剤 2000 倍 ３日-２回 

コナガ アファーム乳剤 2000 倍 ３日-２回 
  

さやえんどう（スナックエンドウ） 

うどんこ病 ラリー水和剤 ４000～8000 倍 前日-３回 

ナモグリバエ アディオン乳剤 3000 倍 前日-３回 
 

はくさい 軟腐病は根元中心に防除を行う 

軟腐病 バリダシン液剤５ ５00 倍 ３日-３回 

菌核病 ベンレート水和剤 2000～3000 倍 7 日-2 回 

菌核病・黒斑病 ロブラール水和剤 1000 倍 １４日-３回 
 

非結球あぶらな科葉菜類 
からしな・こまつな・非結球はくさい・タアサイ・たかな・チンゲンサイ・てごろな・のざわな・パクチョイ・みずな・等 

白さび病 ランマンフロアブル 2000 倍 3 日-3 回 

ﾏﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ・ｺﾅｶﾞ カスケード乳剤 2000 倍 7 日-2 回 

 

水稲 
1. ケイ酸資材の施用 10ａあたり （下記資材いずれかを施用） 

珪カ燐 6～8 袋 ケイカル・リン酸の補給 

オイスターミネラル 5 袋 カキ殻によりケイ酸の吸収率ＵＰ 

けい酸加里プレミア３４ 2～3 袋 
ケイ酸、カリの他、苦土、ホウ素、石灰、鉄を含む。施肥

量が珪カ燐の 3 分の 1 で済む。 

とれ太郎 3 袋 省力型肥料で、リン酸、苦土、ケイ酸、石灰を含む 
 

2. 稲わらすき込みの場合 10ａあたり ※水温が高い方が分解されやすいので早めに行う。 

石灰窒素 10～20kg 

生わらの分解促進、翌年の元肥を減らす 

※ 石灰窒素 1 袋（20kg）に 4kg の窒素成分が含まれます。 

※ コシヒカリ・倒伏圃場ではこの方法は適しません。 

ワラ分解キング １0kg 稲藁分解促進の微生物資材、散布直後に耕転する 
 

3. その他の土づくり資材 10ａあたり 

ようりん 40～80kg 
土壌の有効リン酸を高める 

苦土重焼りん 20～40kg 

アヅミン 30～50kg リン酸などの肥効を高める 
 

4. ジャンボタニシ対策 

(1) スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）は寒さに弱い。冬起こしを行い、貝を表面に出し、 

寒さにさらす。その後、出来るだけ細かく耕転する。 

(2) 稲わらが表面に残っていると貝の越冬場所になるので注意する。 

 

茶 
【防除】～ 着花多発園は『灰色かび病』にご注意を！！ ～ 

秋整枝後 カンザワハダニ オマイト乳剤 1500 倍 14 日-2 回 

11 月～12 月 灰色かび病 フロンサイド SC 2000 倍 14 日-1 回 

※ カンザワハダニの防除は、１０月の整枝後に防除してない茶園が対象です。 

※ 灰色かび病は、秋開花して落ちた花に感染し、そこから葉や芽に感染します。 

この時期に気温が高く、降雨が続く場合は特に注意してください。 

柿 
【防除】 

12 月（発芽前） 
越冬害虫類 

カイガラムシ類 
アタックオイル ５０倍 - 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷５－３ 

ＴＥＬ：２３７－５５８０ ＦＡＸ：２３７－５１５５ 
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♬JA 健康サロン♬ 
交流磁器治療器を無料体験してみませんか♪ 

今大人気の交流磁器治療器「リラクゼーションパーク」を１５分間無料体験できます。 

リラクゼーションパークは肩の！腕の！腰の！足の！装着部位をコリ及び結構を改善す

る効果がみとめられた治療器です。まずはお気軽にご来場ください♬ 

開催場所…ＪＡ静岡市大谷支店２Ｆ 静岡市駿河区西大谷５－３ 

問合わせ先…０５４－２３７－５５８０    ～☆土日祝日を除き毎日開催中☆～ 

受付時間…10：00～12：30 １４：００～16：30 

農業用廃ビニール回収について 
・回収日：令和 3 年１２月 7 日（火） 

・場 所：JA 高松支店 駐車場 

・時 間：久能地区‥8：30～9：30 他地区‥9：30～11：00 

※８月に委託委任状を提出した方が対象です。 

※回収時の混雑を避けるため、支店別の回収時間をお守りください。 

（支店別の回収時間は、配布しました案内をご確認ください。） 

※回収時に配布した『産業廃棄物運搬携帯票』の持参および車両への掲示をお願いします。 

いちご 
株の管理 

・ 摘葉は老化葉の整理を主とし、一度に極端な葉かきはしない。最低 5 枚は確保する。 

果実の日当たりを極端に遮る葉や果房に絡まっている葉は、ハサミで切り落とす。 

・ 頂果房は３分枝⇒１０果、２分枝⇒７果を基本とし、株の草勢をみながら調整する。 

※1.5 番果房の発生が見られる場合、頂果房と合わせて 10 果程度とする。 

1. ハウス内環境管理 

・ 温度管理：午前２７℃ 午後２５℃ 厳寒期は低温に遭遇させない。 

・ 夜間ハウス温度：最低８℃（高設栽培の場合は１０℃） 

・ 二重被覆は隙間のないようにする。 

・ 暖房：4 段サーモ設定温度の例 

 

 

 

2. ミツバチの管理 

・巣箱が冷えるとミツバチが消耗するので防寒対策を行う。巣箱を外に設置している場合は 

冷たい風が巣門や通気口に直接吹き込まないよう注意する。→毛布や発泡スチロールで囲む等。 

・エサは１１～２月は２週間に１回、３月以降は１週間に１回、１回あたり 150～200cc 

★ミツバチ専用エサ★ 

ハニーシラップ（１斗缶）‥人工蜜エサ（オリゴ糖） 

どれどれのエサ（4ℓ ）‥ビタミン C・ビーセント入り 

・設置直後ミツバチが巣箱から出ない場合ビーセントルアーやカモンビービー等を吊り下げる。 

・ミツバチ用の飲み水を設置する。⇒トレーに井戸水を入れ、巣箱の近くに置く。 

※農薬散布の際は飲み水に農薬が入らないように注意 

・農薬散布はミツバチへの影響日数を目安にし、散布後は良く換気をして、薬剤が乾いてから 

ミツバチを放つ。 

3. 病害虫防除 

  薬剤 倍率 日数 回数 蜜蜂 備考 

うどんこ病 

パンチョＴＦ顆粒水和剤 2,000 倍 前日 2 〇 EBI 系統 

ハーモメイト水溶剤 800 倍 前日 － ○  

ショウチノスケﾌﾛｱﾌﾞﾙ 2,000 倍 前日 2 〇 ※ﾌﾙﾋﾟｶ＆ｶﾞｯﾃﾝ 

発生が止まらない圃場は 4～5 日間隔で防除を行う。 

ハダニ 
エコピタ液剤 100 倍 前日 － 〇 気門封鎖剤 

スターマイトフロアブル 2,000 倍 前日 2 １日 天敵影響少 

アザミウマ 

カスケード乳剤 4,000 倍 前日 3 １日 
IGR 系統 

マッチ乳剤 1,000～2,000 倍 前日 4 １日 

春先に大発生する前に年内と年明けに防除をしておく。 

ヨトウ 
プレバソンフロアブル 5 2,000 倍 前日 2 １日 残効性 

ハウス内では 11 月でも発生するので、花を食害されないように注意！ 

★ローテーション散布の例 

時期 殺菌剤 対象病害 殺虫剤 対象病害 

1２月２週目 
パンチョ TF 顆粒水和剤 

（2000 倍-前日-２回） 
うどんこ 

チェス顆粒水和剤 

（5,000 倍-前日-３回） 

アブラムシ 

コナジラミ 

1２月４週目 
アフェットフロアブル 

（2000 倍-前日-３回） 

うどんこ 

灰カビ 

マイトコーネﾌﾛｱﾌﾞﾙ 

（1,000 倍-前日-２回） 

ハダニ 

※天敵影響少 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

5：００ 7：００ 16：００ 2２：００ 

10℃ 15℃ 10℃ 8℃ 

・ボイルずわいカニ爪   5,980円 

（数に限りがございます。） 

 

・静岡牛肩ロースすきやき 4,200円 

 

・かまぼこセット     4,100円 

申込締切 1１/３０（火） 

チラシは各支店＆営農センター

窓口にございます。 

是非ご利用ください！！ 

・漬け魚セット  3.500円 

 

・干物セット   3,900円 

 

・銀座フルーツクーヘン  3,240円 


