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JA kitchen garden

ベランダ菜園

ベランダ野菜
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ベランダ栽培のポイント

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
種まき
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収穫
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ホウレンソウ
（アカザ科）

緑黄色野菜
の代表

　ビタミン豊富な葉菜です。発芽および生育の適温は15～20度と冷涼な気候を好み、寒さには強いのですが、暑さや湿気には弱く、ま
た日の長い条件のもとではとう立ちしやすい特徴があるため、夏季の栽培はむずかしくなります。酸性土壌にもきわめて弱いので要注意。
pH調整済みの市販の培養土ならそのまま使えます。半日陰でもじゅうぶんに育ちます。

コンテナの大きさ栽培の難易度

難 中 易 標準

株式会社  農 協 観 光

お申込み・
お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業 第939号
（社）日本旅行業協会正会員
〒500-8356　岐阜市六条江東3-1-3

（株）農協観光代理店業
 JAとうと旅行センター

岐阜県知事登録旅行業代理業　第1026号
〒507-0037　岐阜県多治見市音羽町3-25

総合旅行業務取扱管理者：田辺 裕規
TEL（0572）21-3646

《旅行企画》

《お申込み・お問い合わせ》

岐阜支店 TEL（058）276-5020

2014.9～11月

総合旅行業務取扱管理者：坂﨑 浩一

※天候や交通機関等の都合により、スケジュールが変更になる場合がございます。
※全てのコースに専用チラシを準備しております。詳しくはJAとうと旅行センターまでお問い合わせ下さい。
※上記旅行代金は、定員（国内旅行）・ツイン（海外旅行）にて算出してあります。
※写真は全てイメージです。

トレドの街並み（イメージ）

スペイン広場（イメージ）

サグラダファミリア（イメージ）アルカサール（イメージ）

スペイン新幹線AVE（イメージ）

フラメンコ
（イメージ）

旅行情報旅行情報

当センターでは皆様のために、

など、いろいろとご用意できます。

貸切バス

旅館

観劇

JR券

航空券

ホテル

ご注文・お問い合わせ　ＪＡとうと経済部　　68-5120

全コース、ご安心のNツアー添乗員が
旅のエスコートに努めます。

の旅温 泉 三 昧

た だ 今 、旅 行 参 加 者 を 募 集 し て い ま す！！
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情熱のスペイン 人気の2大都市 マドリード ・ バルセロナ1

5

平成26年度 岐阜県下ＪＡ海外キャンペーン

世界遺産の美しい町「トレド」、
世界を代表する美術館「プラド美術館」、
ガウディの最高傑作「サグラダファミリア」、
カタルーニャの聖なる奇岩「モンセラ」、等
とても充実した観光内容です。

添乗員同行

6日間

世界遺産の美しい町「トレド」、
世界を代表する美術館「プラド美術館」、
ガウディの最高傑作「サグラダファミリア」、
カタルーニャの聖なる奇岩「モンセラ」、等
とても充実した観光内容です。

■旅行期間／平成２６年１１月２８日（金）～３０日（日）
■旅行代金／大人おひとり様  ５９，８００円 （エコノミークラス ２名様１室利用料金）

■募集人員／３０名様（最少催行人員２０名）
■申込方法／申込金２０，０００円を添えてお申込み下さい
■添乗員／同行いたします
■利用航空会社／ＣＺ（中国南方航空）
■定員になり次第締め切りとさせていただきます
■旅行代金に含まれないもの

■利用ホテル  上海  天虹国際大酒店 又は同等クラス

環球金融中心展望台（イメージ） ポストイナ鍾乳洞（イメージ） モスタル橋（イメージ）

天虹国際大酒店（イメージ）

イスタンブール
（イメージ）

カッパドキア（イメージ）

上海・蘇州 満喫 3日間

※一人部屋追加料金 8,500円（2泊分）
※燃油サーチャージ 約14,000円（H26/5/1現在）
※渡航手続料 4,320円
※中部国際空港施設利用料 2,570円
※現地空港税 約1,800円

４ツ星
ホテル利用

■旅行期間／平成２６年９月１７日（水）～２５日（木）
■旅行代金／大人おひとり様  367,000円（エコノミークラス ２名様１室利用料金）

■募集人員／３０名様（最少催行人員２０名）
■申込方法／申込金50,000円を添えてお申込み下さい
■添乗員／同行いたします
■利用航空会社／ＡＹ（フィンランド航空）
■定員になり次第締め切りとさせていただきます
■旅行代金に含まれないもの

9日間

※一人部屋追加料金 64,000円（7泊分）
※燃油サーチャージ 約49,000円（H26/3/1現在）
※渡航手続料 4,320円　※中部国際空港施設利用料 2,570円　※現地空港税 約6,240円

ドブロブニク／グランドホテルパーク、アリストン・インポータンネ・リゾート のいずれか
スプリット／アトリウム、ホテルグロボ のいずれか
ザグレブ／フォーポインツバイシェラトンパノラマ、アリストス のいずれか
リュブリアーナ／オーストリアトレンドホテルエリュブリアーネ、
グランドホテルユニオンビジネス  のいずれか

■利用ホテル

フィンランド航空で行く！ 豊かな自然と美しい街並みに魅せられて
「魅惑のアドリア海の真珠」クロアチア＆スロベニア

アドリア海の風を感じながら
中世の浪漫を訪ねる充実の旅行
アドリア海の風を感じながら
中世の浪漫を訪ねる充実の旅行

■旅行期間　平成２６年１０月１５日（水）～２０日（月）
■旅行代金　大人おひとり様198,000円（2名1室 エコノミークラス利用）

■募集人員／20名様（最少催行人員１０名）
■申込方法／申込金30,000円を添えてお申込み下さい
■添乗員／同行いたします
■利用航空会社／ＫＥ（大韓航空）
■定員になり次第締め切りとさせていただきます
■旅行代金に含まれないもの

奇岩カッパドキアとイスタンブール周遊 6日間

※一人部屋追加料金 39,000円（4泊分）
※燃油サーチャージ 約47,000円（H26/5/1現在）
※渡航手続料 4,320円 ※中部国際空港施設利用料 2,570円
※現地空港税 約3,630円

■利用ホテル イスタンブール／レガシーオットマンホテル、バルセロエレシントプカプ 又は同等クラス
カッパドキア／ツーリストアンドリゾートホテル、ペリシアホテル 又は同等クラス
イスタンブール／シェラトンアタキョイ、ザマルマラタクシム 又は同等クラス

■旅行期間／平成２６年9月2日（火）～4日（木）
■旅行代金／大人おひとり様  33,000円 4名様１室利用料金
■募集人員／40名様（最少催行人員25名）
■申込方法／申込金12,000円を添えてお申込み下さい
■添乗員／同行いたします
■定員になり次第締め切りとさせていただきます
■利用ホテル／大町温泉：黒部ビューホテル又は同等クラス

2泊3日

湯ったり の～んびり

内風呂（イメージ）

黒部ビューホテル（イメージ）

露天風呂（イメージ）

■旅行期間／第1班10月26日（日）～31日（金）【土岐・瑞浪地区】
　　　　　  第2班11月  5日（水）～10日（月）【多治見・瑞浪地区】
■旅行代金／大人おひとり様  243,000円
■募集人員／各班35名様
　　　　　　（最少催行人員25名）
■申込方法／申込金30,000円を添えて
　　　　　　お申込み下さい
■添乗員／同行いたします
■利用航空会社／ＡＹ（フィンランド航空）
■定員になり次第締め切りとさせていただきます
■旅行代金に含まれないもの

■利用予定ホテル
　マドリード／コンフォテール・アルカラノルテ
　　　　　　 又は同等クラス
　バルセロナ／トリップ・アポロ 又は同等クラス

※一人部屋追加料金 36,000円（4泊分）
※燃油サーチャージ 約57,000円（H26/3/1現在）
※渡航手続料 2,160円
※中部国際空港施設利用料 2,570円
※現地空港税 約5,180円
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品種を選べば、真夏と
真冬以外は栽培可能。
コンテナに直接種をま
いて育てます。酸性土
壌にとても弱いので、
石灰を多めに入れるか、
酸度調整された土を
使いましょう。

1.スタート 種まき
コンテナに土を入れ、
平らにならす。条間（列
と列の間）10～15cm
くらいになるようにまき
溝を2本つくる。指先で
調節しながら、1cm間
隔で1粒ずつ種をまく。

①種をまく ②土をかぶせる
土の厚さは、種の大き
さの約3倍が目安。厚
くかけると発芽しにくく
なるので注意。手のひ
らで軽く押さえて、鉢底
から水が流れるくらい
たっぷりと水やりする。

双葉の形の悪いもの、
生育の遅れているもの
を抜きながら、3cm間
隔に間引く。

①間引きをする ②土寄せする
間引きが終わったら、苗
の周囲の土を軽く指先
で寄せて、根元を押さえ
て苗をまっすぐにする。

本葉が2～3枚になったら、1回
めの追肥。化成肥料10gを条
間にばらまく。

①追肥をする

②土寄せする
条間を耕すようなつもりで
土と肥料を混ぜ合わせ、
小さな畝をつくるように株
元に土を集める。

ホウレンソウは株間が
3cm程度あればじゅう
ぶんに育つので、間引
きは1回です。よりしっ
かりした株を作りたい
場合は、2回目の間引
きをして5～6cm間隔
にしてもよいでしょう。

追肥（1回目）
草丈が8～10cmくらいになったら、2回目の追肥
をします。栽培のプロセスはこれで終わり。しっかり
日に当て、生長を待ちましょう。

草丈8～10cmで2回目の追肥。化成肥料10gを
株元にまく。株間が適切なら、根元まで光と風が通
り、順調に生育する。

追肥（2回目）

収穫

間引き
種まきから4～5日で
発芽し、1週間くらいで
芽がそろいます。双葉
が出そろったところで
早めに間引きましょう。

草丈が20cm
以上になったら
収穫を開始しま
す。必要な分ず
つ収穫しますが、
長くおくと葉が
かたくなるので、
早めに収穫しま
しょう。

1株ずつ根元か
らはさみで切り
取る。コンテナ
を いくつ か 用
意し、時期をず
らして種まきを
すれば、長期間
にわたって収穫
を楽しめる。

1．春まきは、とう立ちの遅い品種を選ぶ。
2．間引きで間隔をしっかりとって丈夫な株に育てる。
3．夜間に光の当たる場所に置かない。

お 茶 メ ー カ ー

新登場 特価

18,800円（税込）
●挽いて、沸かして、点てるがこれ一台の手軽さ！

粉末にするから少ない茶葉でＯＫ！
さらに急須で入れるより約1.9倍の
カテキンや食物繊維もとれます！

お茶の栄養成分、
まるごと召しあがれ。

ヘルシオ
お茶PRESSO

こんなのなかった！  毎日の｢お茶｣の飲み方が変わります！

●TE-GS10A-B（ブラック系）

●TE-GS10A-W（ホワイト系）

●粉末茶にするから栄養成分まるごとお茶に！

●粉末茶は料理やお菓子作りにも色々使えます！




