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【柑 橘】 

 病害虫防除   

６月中～下旬 （温州みかんを除く）収穫 90 日前 4 回（温州みかん）収穫 30 日前 

○黒点病 ジマンダイセン水和剤 600 倍 166ｇ／水 100 ㍑ 

○ミカンハダニ アタックオイル 又は ハーベストオイル 

150 倍  666ml／水 100 ㍑ 

○ミカンサビダニ 

チャノキイロアザミウマ 

 

ハチハチフロアブル 収穫前日 2,000倍 50ml／水100㍑ 又は 

コテツフロアブル 収穫前日 6,000 倍   16ml／水 100 ㍑ 

（発生園に散布） 

 摘果 （大津・青島） 

  大津・青島は大玉果になりやすいので、隔年交互結実をしてなり込ませます。 

裏年の樹は７月中に全摘果しましょう。表年の樹はこの時期の摘果を控え、１０月下旬からの仕上げ摘果で

上を向いた極大果だけを摘果しましょう。 

 摘果 （不知火・はるみ） 

不知火・はるみは樹冠上部に着果させると樹勢の低下につながります。 

生理落果が始まったら樹勢強化の為、樹冠上部 1/3～1/4 は全摘果し樹勢の強化を図りましょう。 

 

 

【う め】 

 病害虫防除  6 月上旬（漬け梅に散布）重要防除 

○黒星病・すす斑病 アミスター10 フロアブル 収穫前日 1,500 倍 66ml／水 100 ㍑  

 収 穫  

収穫後の取扱いは丁寧におこないましょう。当たり傷はその時は目立たなくとも後日、出荷先や 

購入者からのクレームの原因となります。 

（梅干用） 果実表面の毛じが半分以上脱落し、果面に光沢が出てきた頃になります。 

１樹を１度に収穫せずに期間を空けて２回以上にわけ、未熟果は出荷をしないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【キウイフルーツ】 

 病害虫防除  6 月～8 月 

○カメムシ多発時 スタークル顆粒水溶剤 収穫前日 2,000 倍 50ｇ／水 100 ㍑ 

 夏 肥  6 月上旬    

キウイ配合 80kg／10ａ  

初期肥大促進のために重要。着果が多くなる場合は、２０～４０kg 増量します。 

 摘果  二回以上に分けて摘果しましょう。 

・荒摘果 ６月上～中旬  

奇形・扁平・傷・病害・小玉果を除去。荒摘果はできるだけ早く行うと果実肥大が良好になります。 

・仕上げ摘果 ６月下～７月上中旬 

 奇形果・傷果・小玉果から摘果する。1 ㎡あたり 25 着果を目標に摘果しましょう。 

 

【く り】 

 病害虫防除  ６月下旬～7 月下旬 

○カミキリムシ類 トラサイドＡ乳剤 収穫 14 日前 200 倍 500ml／水 100 ㍑ 

＊葉にかからないよう樹幹に散布します。 

 

【か き】 

 病害虫防除  6 月上旬～中旬 重要防除 

○カキノヘタムシガ  フェニックス顆粒水和剤   収穫 7 日前 ４,000 倍 25g／水 100 ㍑ 

○落葉病・うどんこ病 スコア顆粒水和剤      収穫前日    3,000 倍 33g／水 100 ㍑ 

 追 肥  ６月中下旬  

  柿配合 50kg/10a 

 摘 果  

生理落果が終了する７月中旬までに１結果母枝２～３果にしましょう. 

 

【水 稲】 

 水管理  田植え後、4～5 日は水温を保つため深水とします。（掛け流しはしない） 

      以降は 3～5ｃｍ前後の深さを保ちましょう。 

 雑草防除  主な除草体系（例） 

通常 一発処理剤（トップガン R1 ㌔粒剤 51 など） 

雑草多発田 一発処理剤＋後期剤（クリンチャーバス ME 液剤 など） 

ノビエ多発田 一発処理剤＋中・後期剤（ヒエクリーン 1 ㌔粒剤、クリンチャーバス ME 液剤、 

クリンチャーＥＷ など） 

コナギ多発田 一発処理剤＋後期剤（バサグラン粒剤 など） 

クログワイ 

多発田 

クログワイに効果のある一発処理剤（トップガン R1 ㌔粒剤 51 など） 

＋後期剤（バサグラン粒剤、クリンチャーバス ME 液剤など） 

藻類多発田 一発処理剤＋モゲトン粒剤 

＊ 水稲の一発処理剤（および初期剤）は、移植後日数の早い時期に散布するよう心がけ、散布後 

７日間は止め水にし、湛水状態を保ちましょう。 

＊ 水稲除草剤の散布時期は薬剤によって異なるので、ラベルをよく確認しましょう。 

 

                   

中井営農経済センターでは、アポロ電気柵や新車ハイゼットトラック JA西湘スペシャルの 

お見積もり･ご予約を承っております。 各種応援プログラム※も併せてご案内差し上げます。 

お気軽に窓口までお問い合わせください！ 
※ 助成には一定の要件がございます。詳細につきましては職員までお尋ねください。 



※ 網掛けの農薬につきましては医薬用外劇物となりますので、購入の際には印鑑が必要となります。 ※ 網掛けの農薬につきましては医薬用外劇物となりますので、購入の際には印鑑が必要となります。 

 

【お 茶】 

 二番茶の摘採  一番茶摘採から 4５日後が目安となります。 

 病害虫防除   ※安全使用日数や周辺の摘採日程に十分留意し防除しましょう。 

6 月上旬～6 月中旬 （二番茶摘採園） 

○ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ   

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ    コテツフロアブル（劇） 2,000倍 摘採７日前  50ml／水100㍑ 

ｶﾝｻﾞﾜﾊﾀﾞﾆ 

ﾁｬﾄｹﾞｺﾅｼﾞﾗﾐ 

※チャトゲコナジラミを対象とする場合は６月上旬までに散布する。 

○チャノホソガ多発時    カスケード乳剤     4,000 倍 摘採７日前 25ml／水 100 ㍑ 

○もち病          オンリーワンフロアブル 3,000 倍 摘採７日前 33ml／水 100 ㍑ 

  ※新梢枯死症対策として使用する場合は 2,000 倍 50ml／水 100 ㍑とします。 

6 月下旬～7 月上旬 

○輪斑病・新梢枯死症    カスミンボルドー    1,000 倍 摘採 14 日前 100ｇ／水 100 ㍑ 

＊前年の多発園では摘採直後（3 日以内）に散布しましょう。 

 施 肥  

（一番茶摘採のみの場合） 6 月下旬 なたね粕 100 ㎏／10a 

（二番茶摘採を含む場合） 二番茶摘採１５日前   硫 安     40kｇ／１０ａ 

二番茶摘採後    なたね粕  100kｇ／１０ａ 

一番茶の芽出し肥を多く施用した方は、二番茶の芽出し肥を減らしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 回覧･注文書の取りまとめについて 

 ・ 防鳥資材   ・ 被覆植物種子  

 

 申込締切日：令和４年 6 月９日(木)までに 

・中井管内の方は、中井営農経済センター(到着)までお届け下さい。 

・相和管内の方は、相和支店（到着）までお届け下さい。 

・下中管内の方は、下中集出荷場（ポスト）・前羽ポスト・下中支店（到着）までお届け下さい 

 

② JA のおすすめ飲料特別価格についてのご案内 

中井営農経済センター管内では JA のこだわり飲料を４月から１０月までの期間限定価格でご案内 

させていただいております。ぜひこの機会にご賞味ください！！（価格はすべて税込みです） 

 

 

 

 

☆中井営農経済センターからのお知らせ☆ 

梅の風 
290g×24本入り 

2,140 円 
（通常より 210 円引き） 

 

足柄茶リシール缶 
490g×24本入り 

2,300 円 
（通常より 290 円引き） 

 

湘南ゴールド 
290g×24本入り 

2,900 円 
（通常より 500 円引き） 

足柄茶リシール缶 
290g×24本入り 

2,150 円 
（通常より 210 円引き） 

 

○ 『足柄茶』 新茶取り扱いしています○ 

山吹（100ｇ×10 本）        
やまゆり（100ｇ×10 本）      

極上（100ｇ×10 本）       

さかわ（100ｇ×10 本）      

みやがせ(100ｇ×10 本)     

さがみ(100ｇ×10 本)       

荒づくり(300ｇ×5 本)    

 

お問い合わせ先 

中井営農経済センター  ℡81-2776 

今なら、電気柵セットお買い上げの方に 

バスタ液剤 

500ml・1 本プレゼント！！ 

 

バスタ液剤プレゼントキャンペーン実施中！ 

2022 年 5 月   7 月末日 

期間中、各種【電気柵セット】1 セットお買い上げ毎に 

【バスタ液剤 500ml ボトル】を 1 本プレゼントいたします。 

電気柵おすすめセット例 

Ｚ-1500-SR-ONE ハイパワー菜園用ソーラータイプ 2 段 200m セット 

55,430 円 （税込） 

 

 

13,716 円 

11,556 円 

10,497 円 

9,396 円 

7,452 円 

5,832 円 

5,292 円 


