
 

 

 
 

 （R3.11.20 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) ・ 渡辺(南藁科) ・ 松尾(清沢・大川) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 
（木） （金） （土） （日） （月） （火） 

15時まで営業 休 休 休 休 通常営業 

ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          購買ミニフェア開催 
                            ＊ お茶販売    ＊ 農作業衣類販売 

                      ＊ 女性部加工グループの惣菜や菓子など販売 
 
 
【税務関係】 

コロナ支援金関係 税務対応について 

・高収益次期作支援金(面積)を受けた方は、農業収入の雑収入 へ計上して下さい。 

 
【茶】 
≪赤焼病の防除≫  ☆春先に発病が多く見られた園では、秋・春の２回散布をおすすめします 
・薬剤 カスミンボルド－ １０００倍（３０日） 又は ドイツボルド－Ａ ５００倍（１４日） 

・春先に多発した園や冬場強風にさらされる茶園では、秋と春（２月頃）２回の防除が効果的です。 

・銅剤を１ヶ月以内に連続して散布すると薬害が生じることがありますので、注意して下さい。 
 

≪灰色かび病の防除≫ ☆着花が多く、開花期に気温が高く、降雨が多いと発生しやすくなります 

・時期 開花盛期～落弁期（１１～１２月） 

   ・薬剤 フロンサイドＳＣ ２０００倍（１４日）  又は ベフド－水和剤 ５００倍（１４日） 

≪チャトゲコナジラミの防除≫ ☆防除も徹底され、減少傾向ですがよく観察を 

・多発園では、秋冬期（年内の散布は控える）にマシン油を１００倍で、間隔を空けて２回散布して下さい。 

・２回散布する場合は１ヶ月間、間隔を空けて散布して下さい。 

・マシン油は赤焼病の発生を助長することがありますが、１～２月に散布することで被害を軽減できます。 

プルートＭＣ 予約〆切 １１月３０日（火） 

プルートＭＣは完全予約販売です。忘れずにお申し込みください！ 

 

 

お得な年間注文のご利用をお願い致します！ 

注文書の様式が新しくなりましたので、書き方などご不明な点は 

お気軽にお問い合わせください。宜しくお願い致します。 

 

 
  
 人気ベスト３            新商品 

１位 ボイルずわいカニ爪      ・豚ロース ステーキ・カツ用 

２位 静岡牛肩ロースすきやき    ・漬け魚 ５種セット 

３位 厚焼き玉子          ・干物 ５種９枚セット 

４位 ハンバーグセット       ・銀座千疋屋  

５位 イクラしょうゆ漬け       フルーツクーヘンセット 

 

            服西・飯間・清沢・大川 の旧支店に郵便受けを 

新設しました。 

回覧物や提出書類があれば 

こちらに投函して下さい。 

 

  

 

７～８月に部農会回覧で種馬鈴薯の予約注文を承りましたが、出荷元の北海道の天候不順により 

注文数の確保が困難となりました。納品予定割合は以下の通りです。 

 「男爵」１００％納品   「メークイン」８０％納品   「きたあかり」５０％納品 

ＪＡへの納品及びお客様への配達は１２月上旬を予定しておりますが、 

納品割合に応じてご注文数量を調整させていただくことをご了承ください。 

ご迷惑おかけして申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 

  

 
 

金賞二席  北澤 治 様      銀賞一席  望月 政司 様   

銀賞二席  森 正治 様      銅賞一席  繁田 正博 様 

おめでとうございます！       [令和 3 年 11 月 16 日（火）開催]  



【柑橘】 

【水稲】 

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）対策について 
 

＜田面＞寒い時期に耕起し越冬期の貝を寒気するとともに、貝を破壊する。    

⇒耕運時には走行速度を遅くし、回転速度を早める。数回耕起すると効果が高い。 

＜その他＞用排水路のどろ上げ、雑草除去などを地区全体で行うと効果が高い。 

 

【いちご】 
 摘花    頂花房は１０果程度。摘蕾ではなく、摘花をしてください。 
         時期の目安は残す果実が決まった頃です。 
 
摘葉    収穫時は７～８枚を目安とします。 

老化葉は除去し、葉の展開を促進させ薬剤散布の効果を高めましょう。 
病害虫の発生が心配な場合は早めに整理してください。 
 

温度管理 保温開始は最低気温１０℃を目安とします。（きらぴ香は１２℃を目安） 
日中：２６～２８℃程度、夜間：７～８℃。 

 
重油対策 日中の温度を大切にする。（早めに閉める） 
        隙間風が入らないように工夫する。暖房機の掃除をする。 
 
病害虫防除     

※ダニオーテは銅剤との混用・近接散布（１０日以上）を避けて下さい。効果低下のため 

  
 

  薬剤名 使用基準 

温州ミカン 貯蔵病害 
ベンレート水和剤  

＋ ベフラン液剤２５○劇  
４０００倍 
２０００倍 

収穫前日まで 

 
【果樹】 
 

ウメ １２月中旬 ウメシロカイガラムシ 
マシン油 ５０倍 発芽前 

カキ １２月下旬 フジコナカイガラムシ 

 

【女性部】       ＜行事・会議＞     ＜教養講座＞ 

12/ 1(水) 8:30～受付 特定健診【服西】   一閑張り  12/ 6(月)13:30～【中藁】 

12/ 6(月)13:30～ ひかりの会【藁科】   藁科体操  12/ 7, 21(火)19:00～【藁科】 

12/ 7(火)13:00～ 本部委員会【本店】   パッチワーク 12/ 8, 22(水)9:30～【藁科】 

12/ 7(火)14:00～ 厚生病院対話会【本店】 北部ピアノ 12/ 8, 21(火)13:30～【藁科】 

12/ 8(水)13:30～ 寄せ植え教室【藁科】  フラダンス 12/ 9, 23(木)19:00～【藁科】 

12/ 8(水)19:00～ 寄せ植え教室【中藁】  書 道   12/10, 24(金)19:00～【藁科】 

12/ 9(木) 8:30～受付 特定健診【中藁】  藁科フラワー 12/27(月)13:00～【藁科】 

12/10(金) 8:30～受付 特定健診【藁科】  清沢フラワー 12/28(火)19:00～【清沢】 

12/13(月) 9:30 サンフラワー定例会     
12/27(月) 8:00～ ふれあい朝市【高松】   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

【有害鳥獣駆除】  ☆１１月１５日～２月１５日まで猟期に入ります。 

※尚、イノシシ・ニホンジカは、１１月１日～３月１５日までが猟期になります 

猟期中、イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマは猟獣狩猟者登録した者であれば捕獲すること

ができます。サルおよび鳥獣保護区につきましては、上記の期間駆除許可をとっています。 

山に入る際は十分気をつけて下さい。駆除のご相談は部農会長様を通し、営農センターへご相談下さい。 

 

 

 

病害虫 ＲＡＣ 薬剤名 倍率 回数 日数 蜜蜂 天敵 

ハダニ 
25Ｂ ダニコング（フ） 3000 1 前日 1 日 なし 

33 ダニオーテ（フ）※ 2000 2 前日 1 日 なし 

アブラムシ 

コナジラミ 

29 ウララＤＦ 2000～4000 2 前日 1 日 なし 

9Ｂ チェス顆粒水和剤 5000 3 前日 1 日 なし 

スリップス 
15 カウンター乳剤 2000 4 前日 1 日 なし 

28 ベネビアＯＤ 2000 3 前日 1 日 なし 

うどんこ病 
7 パレード 20（フ） 2000～4000 3 前日 1 日 なし 

50 プロパティ（フ） 3000～4000 3 前日 1 日 なし 

灰色カビ病 2 スミレックス（くん煙） 6ｇ/100㎥ 3 前日 1～3 日 なし 

 

 

  文化祭の代わりに文化的な公演を開催します。   

  令和４年 2 月 1 日(火) 13：30～15：30  

 会 場：グランシップ 中ホール         

 参加費：無料                  

 浪曲師：玉川 奈々福 さん            

お申込みは女性部回覧へご記入ください。 

 

 

 ミニでも存在感バッチリ！新年の縁起物に。  

 12 月27 日(月) 14:00～15:30 中藁支店 

材料費：２,０００円               

講 師：望月 輝男 先生             

お申込みは回覧か藁科営農経済センターへ 

① マルチ資材について樹下に敷くことにより、温州みかんでは糖度向上及び色付け、いちじくでは

色付け及びスリップス被害軽減等に役立つ資材になります。 

② コロナウイルス感染症関係により、引き合いが強い資材となっておりますので、早期予約注文を 

  今回行います。 

③ つきましては、購入希望の方またはマルチ資材について話しを聞いてみたい方は、藁科ＡＣ深井

まで連絡をお願いします。 

④ マルチ資材の紹介(一部になります) 

・温州みかん用⇒「美味シ－ト」幅 1.5ｍ×長さ 100m 概算価格 18,216 円(他資材、規格有り) 

・いちじく用 ⇒「タイベック」幅 1.5m×長さ 100m 概算価格 19,360 円(他資材、規格有り) 

⑤ 予約注文締め切り日 ⇒ 令和３年１２月１０日(金)まで 

※当用での購入は難しいと予測されますので、ぜひこの機会にご検討下さい。 


