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この時期ならでは︑酸味がほどよく効
いてさわやかな風味の極早生ミカン︒
ビタミンCも豊富です︵９月６日撮影︶

紀南風物

極早生ミカン
地名や発見した人の名前にちなんで名付
けられるケースが多いです。例えば「日南１
号」
は宮崎県日南市の由来、
「ゆら早生」
は日高郡
由良町、「上野早生」や「田口早生」は発見者の名
前です。最近注目の
「ＹＮ26」
は、
「ゆら早生」
のロー
マ字頭文字Ｙ、新しい
（ＮＥＷ）
のＮ、試験育成した
番号（26 番目）
をとった特殊な名前です。

Ａ

Ｑ２.代表的な栄養価は？
かしわぎ

Ｑ３.ミカンのカロリーはどれくらい？
１個 100ｇ
（果皮を除く可食部分 80ｇ）の早
生ミカンですと、約 39kcal となります。
おや
つで食べるお菓子や菓子パンなどと比較しても低
カロリーでヘルシーであることが分かります。（参
考：日本食品標準成分表）

Ａ

一 号﹂
や﹁ゆら早生﹂︑﹁上野早生﹂な
どが続きます︒
ミカンはカロリーが低く︑ビタ
ミンＣも豊富で︑風邪の予防とし
て食べる人も多いでしょう︒１日
の摂取量で最適なのは２〜３個が
目安と言われています︒︵左参照︶
これからますます色づき︑甘く
なってきますが︑さわやかな味は
この時期ならでは︒ぜひ毎日の食
卓に︑おやつの代わりにミカンを
食べてもらいたいと思います︒
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ビタミンＣが豊富なため、肌荒れや風邪予
防に効果があるといわれています。
また果
肉の袋には便秘改善の作用がある
「ペクチン」が
含まれ、白い筋には高血圧や動脈硬化を予防する
効果があると言われる
「ヘスペリジン」が含まれて
います。
さらに、生活習慣病の防止に期待ができる
「β-クリプトキサンチン」
も含まれています。
（参考：
農林水産省ＨＰ）

Ａ

田辺市上秋津

品質にこだわった栽培

秀和さん（44）

父の跡を継ぎ今年で就農８年
目︑温州ミカンでは﹁日南の姫﹂
など ㌃栽培しています︒糖度や
着色を高めるためのマルチ︵白い
シート︶を園地に敷いたり︑病害
虫の防除を計画的に行うなどし
て︑高い品質のミカンを作ること
を心掛けています︒
今年産は８月に続いた長雨の影
響で品質の低下が心配されました
が︑事前の対策が功を奏し︑甘く
ておいしいミカンができました︒
ＪＡの営農指導員と相談しなが
ら︑今後も糖度と品質にこだわっ
たミカンを作っていきたいです︒

柏木

ひでかず
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ほどよい酸味と甘味が特徴のミカン

Ｑ１「Ｙ
. Ｎ26」
など品種名の由来は？

初秋に入り︑いよいよ紀南の特
産である温州ミカン︵以下＝ミカ
ン︶の季節がやってきました︒い
まの時期は﹁極早生﹂という路地
のミカンでは最も収穫が早い種類
で︑色はまだ緑色が残り︑ほどよ
い酸味と甘味が特徴です︒
温暖な気候により︑ＪＡ紀南の
ミカンは他の産地よりいち早く全
国にお届けできます︒品種もたく
さんあり︑トップバッターの
﹁日南
の姫﹂
や
﹁ＹＮ ﹂から始まり︑﹁日南

ミカン 生 産 者

極早生ミカンQ&A
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担当者が漁港に出向き、当日
の朝水揚げされたピチピチの
魚を売り場へ直行！新鮮な地
場産の魚が並びます。

精肉

国産をメインに、「肉のプ
ロ」が目利きした上質な肉
をご提供！ 味に自信あ
りです。

こ！

ええと

こ！

ええと

空き缶回収機でクミカポイント
空き缶を自動回収機に入れていただ
くと、クミカポイントを付与する用紙
が出てきます。1,000 円以上のお買い物
で、レジでポイントを付与します。

こ！

ええと

多彩な食のフェア！
大人気「コストコフェア」をはじ
め、北海道や九州などご当地フェ
アを随時開催し、「食」を楽しんで
いただいています。

「新鮮な食材、上質な味わい」をモットーに、ＪＡ
紀南のＡコープは田辺から串本まで９店舗で運営
しています。食材へのこだわりをはじめ、地産地消
の実践やリサイクル活動、ためてお得なクミカポイ
ントなど…。さまざまなＡコープの「ええとこ」を紹
介します。
＊撮影のためマスクを外しています。

野菜
旬の野菜、果物をより新鮮
な状態でお届けするため、
担当職員による鮮度管理も
徹底しています。

こ！

ええと

生産者コーナー

※たなみ店を除く

ＪＡならでは「地産地消」の生産者コー
ナー。新鮮で安全・安心はもちろんで
すが、地元の農家が心を込めて育てた
農作物を取りそろえています。

こ！

Ａコープマーク品

※一部取り扱いの無い商品もございます。

とこ！

ええ

Ａコープ移動スーパー
買い物不便地域への貢献と、地
域の見守りも兼ねて運行している
Ａコープ移動スーパー。
「新鮮な食
材が届いてうれしい」と好評です。

ＤＥＬＩＳＩＳ

ＩＮＡＲＩ

Ａコープのご利用が、農業の応援や
地域の活性化につながっています。

ＪＡ紀南は、
「元気な農業・元気な地域づくり」をめざす協同
組合です。組合員や地域の皆さんにＡコープを利用いただくこ
とにより、農業の応援・地域の活性化につながります。

こ！

ええと

ええと

全農の商品開発研究部が、『安全
で健康を守る』というコンセプトに
基づいて、厳しい独自の品質基準を
作ったプライベートブランドです。

朝採りで
新鮮ですよ！

環境への取り組みとして店頭で食品
トレーやペットボトルの回収を行って
います。いつも洗浄、乾燥、分別回収へ
のご協力ありがとうございます。

Ａコープの
ええとこ！

いつもありがとう
ございます！

トレー・ペットボトル回収

ＪＡの店舗ならでは︑
安全・安心︑品質へのこだわり

鮮魚

新鮮な食材、上質な味わい

クミカ特典！

品割引

クミカ価格で商

ＪＡ紀南の組合員カ
ード
「クミカ」
はとっ
てもお得！ 商品の
割引や日によっては
優遇ポイントデー
もあります。

イント２倍

５のつく日はポ

券を進呈

1,000pt で商品

このほか、ポイント 10 倍デーなども実施！

ただいまキャンペーン実施中！
シールを集めてお得に購入！
クミカポイントも進呈します

シール
を貯め
ると対
象商品
が
お得に
買えま
す！

シール進呈期間
11/28（日）まで
商品購入・ポイント交換
期間 12/5（日）まで

ＤＥＬＩＳＩＳ

ＩＮＡＲＩ

田辺市稲成町３１９７
９：００〜２０：００

ＣＯＯＫ

ＧＡＲＤＥＮ

田辺市下万呂５７３
９：００〜２０：００

あぜみち

白浜町栄６９１
9：00 〜 19：00（７・８月は 19：30）

ＡＰＩＡ

熊野古道なかへち

あゆかわ

熊野古道ちかつゆ

たなみ

ＶＡＳＥＯ

上富田町朝来１３７５−１
９：００〜２０：００
田辺市中辺路町近露１７９４−１
８：３０〜１８：００

田辺市中辺路町栗栖川３５８−２
９：００〜１９：００
串本町田並１０６８−１
９：００〜１８：００

田辺市鮎川５９７−５
９：３０〜１８：３０
串本町串本１５５１-１
９：００〜２０：００

⑤見事──が的中しました

⑥文鳥に雑穀や菜っ葉を──として与えまし

⑧大水が出たとき、これを積んで水をせき止
た

めることもあります

──前線

⑬大きなかんきつ類

ハガキに答えとあなたの住所・氏名・年齢・電話番号と本紙の感想やＪＡへのご
意見等を書いて、ＪＡ紀南広報係（〒646−0027田辺市朝日ヶ丘24−17）までお送り
ください。締切りは１０月４日（月）
（当日消印有効）。当選は発送をもって代えさせ
ていただきます。応募で得た個人情報は抽選と商品発送のみに使用いたします。

①左のQRコードを
読み取る。
②友達追加する。
③投票画面から
「南紀白浜真鯛
の梅彩丼」に投票。
ともし照明にします

ブンタンともいいます

LINEでの投票の仕方
⑭赤、青、黄、緑、紫などさまざま

ＪＡ紀南の商品券（1,000円分）
⑮これを狙って矢を射ます
をお贈りします。
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⑪だんだん速くなっていきます
⑩花が咲くこと

生徒が考案した「南紀白浜真鯛の梅彩丼」

★タテのカギ

われた﹁うまいもん甲
子園﹂の近畿エリア選
抜大会に︑梅を使った
﹁南紀白浜真鯛の梅彩
丼﹂を考案して出場す
るも︑惜しくも予選敗
退︒しかし︑全国で1
校のみに与えられる敗
者復活の出場権利獲得
を目指し︑最後のチャ
ンスにかけています︒
出場するためには︑
うまいもん甲子園の公
式LINEからの投票
で︑最も多い得票数が
必要︒生徒たちは﹁紀
南の魅力を全国に伝え
たい︒地域の皆さんの
応援をよろしくお願い
します﹂と協力を呼び
かけています︒
投票の仕方は下記の
通り︒期間は9月 日
まで︑1人1回です︒

①喜びのあまり、ほおにポロポロと流れます

うまいもん甲子園敗者復活へ

食べます

味料

〝お菓子男子〟がテレビ出演

ＪＡ職員紹介

神島屋が投票を呼びかけ

⑨真っ白になるほど精製していない、甘い調

ドライフルーツをアピール

⑦小さな豆が入っている緑色のサヤを丸ごと

梅や︑地域特産物の普
及とPR活動に励む神
島高校の商品開発プロ
ジェクト﹁神島屋﹂は︑
高校生の料理コンテス
ト﹁うまいもん甲子園﹂
の最後の１枠をかけて︑
SNSアプリ
﹁L I N E
︵ライン︶﹂での投票を
呼びかけています︒
神島屋は︑８月に行

⑫みんな同じ、──の衣装をまとって登場

⑮開けると風が入ってきます

番組は︑朝日放送の
情報番組﹁おはよう朝
日です﹂の地域のお宝
を紹介する﹁ふるさと
ＯＨＡ Ｔｕｂｅｒ﹂
のコーナー︒出演した
のは︑加工部営業課の
岡﨑誠さんで︑この
春︑全国 社が参加し
て開かれた﹁お菓子男
子コンテスト﹂でグラ
ンプリを受賞した若手

②ランクアップ

〝日本一のお菓子男
子〟がドライフルーツ
をPR︱︱︒ＪＡ紀南
の職員が９月8日︑朝
の情報テレビ番組に出
演し︑紀州南高梅など
6種類のドライフルー
ツを笑顔でアピールし
ました︒

から1軍へとか

係長から課長へとか、2軍

の営業マンです︒
日本一のお菓子男子
として登場した岡﨑さ
んは︑ＪＡ紀南のドラ
イフルーツ﹁紀州南高
梅﹂を﹁農家の皆さん
が心を込めて作った梅
をＪＡの工場で加工
し︑素材の風味を生か
して仕上げました﹂と
紹介︒一口試食して
﹁あの頃の甘酸っぱい
記憶がよみがえってく
るなぁ﹂と面白おかし
くコメントしました︒
番組ではゲストのタ
レント・浅尾美和さん
が﹁梅干しとは違う梅
のドライフルーツが気
になります︒ぜひ食べ
てみたい﹂と話してい
ました︒

①万国旗を飾り綱引きやリレーをしたりする

イベント

中で火を
⑯お寺や日本庭園に立っています

＊Ａコープや紀菜柑、ＪＡのガソリン
スタンド等でご利用できます。

⑨今は誰も住んでいない家

正解者から抽選で
10名様に

③嵐のとき、水面に大きく立ちます

問題

④梅干しを見ると出てきます

Ｑ二重マスの文字をＡ〜Ｆ
の順に並べてできる言葉は
何でしょうか？

★ヨコのカギ

読者プレゼント
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日本一のお菓子男子・岡﨑さんが笑顔でＰＲ

ＪＡに入組して２年目︑中央支所で
金融渉外を担当しています︒もともと
口下手な性格でしたが︑組合員や利用
者の皆さんに話しかけてもらったり︑
お礼を言われることが励みになり︑成
長につながっていると実感します︒一
人前になるにはまだまだ勉強が必要で
すが︑今後もミスのないよう心がけ︑
信頼される職員になりたいです︒
高校から始めたテニスが大好きで︑
大学時代まではよく練習していまし
た︒コロナ禍ということもあり︑今は
テレビで試合観戦するのが趣味です︒

ますみ
さわおか

真澄（24） 中 央 支 所
澤岡
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投票（応援）を呼びかける「神島屋」の生徒たち

