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●カラーは選べる6タイプ（シンプリー）

アイビーストッカー
 BJN-097D メ52,920円(税込)を

34,398円(税込)

すっきり収納
シンプリー

 MJN-115B メ44,280円(税込)を

28,782円(税込)

おしゃれに収納

※組み立て費は別途です。 ※組み立て費は別途です。

●15 16 ●

シソ
（シソ科）

欲しいとき、
すぐそこに

　シソは生育適温が20度前後ですが、暑さには比較的強く、土質も選ばないので作りやすい野菜です。日本では古くから香辛野菜
として利用されており、若い葉や花穂、実にいたるまでさまざまに楽しめます。日当たりのよい場所に置き、土が乾いたらたっぷりと水を
やります。

コンテナの大きさ栽培の難易度

難 中  易
標準

シソはこぼれ種でも発芽するくらい繁
殖力が旺盛で、育てやすい野菜です。
コンテナに直まきしても作れますが、2
～3株あればじゅうぶんなので、ポット
まきのやり方を説明します。

1.スタート 種まき
3号ポットに土を入れ、
平らにならす。種を7～
8粒まく。

①種をまく ②土をかぶせる
薄く土をかけ、手のひ
らで押さえたらたっぷり
と水を与える。

本葉4～5枚になったら
植えつけます。根がしっ
かりと張るまでは日当
たりのよいところで育
てますが、その後は多
少日陰でもじゅうぶん
育ちます。

露地栽培では肥料いらずで雑草の
ように増えるシソですが、コンテナの
場合は追肥が必要です。肥料切れは、
葉が小さくなったり、葉の色が悪くな
る原因となります。

本葉7～8枚になったら、化成肥料
10gをまいて土となじませる。液体
肥料でもよい。以後、2週間に1回
追肥をする。

追肥

収穫

間引き

植えつけ

生長に合わせて間引きながら育てま
す。本葉1～2枚になったら3本に間引
きます。さらに本葉2～3枚になったら
1本にします。

草丈が30～40cmにな
ったら、収穫のスタート
です。必要な分だけ、大
きく育った葉から摘み取
ります。穂ジソは、1本の
穂の花が3分の1くらい
開花したらとりごろです。

葉の色が悪くなったり、葉が小さく
なったりしたのは、肥料切れを起こし
ているためかもしれません。すぐに
効果が表れる液体肥料を与えて回
復を促し、その後も定期的な追肥を
心がけましょう。

葉の色があせて小さいのは？

収穫時には枝の先端を摘むようにすると、そ
の下のわき芽が伸びて新しい枝が増える。さ
らにその先端を摘めば枝数が増え、収穫しな
がら株を大きくする
ことができる。

発芽率がよく、あっという間に込
み合ってくる。適切な時期に間
引きを。

コンテナに土を入れて10～15cm間隔で苗
を植えつける。表面をならしてたっぷりと水や
りする。植えつけ時に1本間引いてもよい。

1．収穫期に肥料切れを起こすと、葉が小さくなって色も悪くなる 
　ので、追肥はこまめに与える。
2．ポット栽培では、7～8粒まいて間引く。

お見積り・ご注文はJAとうと経済部まで　☎ 0572-68-5120

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

添乗員同行

2015.2～4月

総合旅行業務取扱管理者：坂﨑 浩一

■旅行期間　平成27年3月4日（水）～9日（月)
■旅行代金　お一人様238,000円（2名1室 エコノミークラス利用）

■募集人員　20名（最少催行人員10名）
■添 乗 員　同行します
■利用ホテル  ネゴンボ：ザ ゲートウェイ
キャンディ：アマヤヒルズ
ダンブラ：ヘルタスカンダラマ   又は同等クラス

6日間

※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。

■旅行期間　平成27年2月24日（火）～3月3日（火）
■旅行代金　お一人様438,000円（2名1室 エコノミークラス利用）

■募集人員　20名（最少催行人員 15名）
■添 乗 員　同行します
■利用航空会社／NZ（ニュージーランド航空）、NH（全日空）
■利用ホテル／クライストチャーチ：ザ シャトー オン ザ パーク
 クイーンズタウン：メルキュール リゾート クイーンズタウン
 ロトルア：ノボテル ロトルア レイクサイド ホテル
 トンガリロ：シャトー トンガリロ
オークランド：アモラ ホテル オークランド   又は同等クラス

イメージ

イメージ

ニュージーランド南北周遊 8日間

6日間

4日間

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

　第1班は10月26日に、第2班は11月5日に中部国際空港より「情熱のスペイン6日間の旅
」に出発いたしました。スペインまでは乗換時間を含めて約17時間かかりますが、初めて長時
間フライトを経験されたお客様も、現地では疲れた様子もなく元気に観光をされました。
　マドリードでは、本場「フラメンコショー」をお楽しみいただいたほか、世界遺産の美しい街

「トレド」や世界を代表する「プラド美術館」、ディズニー映画「白雪姫」のモデルとなった「アル
カサール城」などをご覧いただき、バルセロナでは、ガウディの最高傑作「サグラダファミリア」
やカタルーニャの聖なる奇岩「モンセラット」など世界的な名所めぐりを楽しまれました。

11月5日出発のツアーに参加された皆さん

※1人部屋追加料金、燃油サーチャージ、渡航手続き料金は別途必要となります
※パスポート 入国時3ヶ月以上の残存が必要です

※1人部屋追加料金、燃油サーチャージ、渡航手続き料金は別途必要となります
※パスポート 入国時6ヶ月以上の残存が必要です

※1人部屋追加料金、燃油サーチャージ、渡航手続き料金は別途必要となります

※一人部屋追加代金、燃油サーチャージ、空港税、
　渡航手続き料金が別途必要となります
※中部国際空港起点となります。送迎バスはありません
※パスポート 台湾入国時3ヶ月以上の残存が必要です

※中部国際空港起点となります。送迎バスはありません。
※パスポート グァム入国時45日以上が望ましい。

■旅行期間　平成27年1月13日（火）～
　　　　　　3月31日（火）まで毎日出発
■旅行代金　お一人様29,800円～
　　　　　　　　　（2名1室 エコノミークラス利用）

　　　　　　2/18～22、3/17～23出発は、
　　　　　　　お一人様4，000円追加になります
■最少催行人員　2名
■添 乗 員 　同行しません
■利用航空会社／CI（中華航空）
■利用ホテル／台北：ザ・ディラー
　　　　　　　（エコノミークラス）
　　　　　　　 又は同等クラス

イメージ

イメージ

■旅行期間　平成27年3月28日（土）
■旅行代金　お一人様12,800円
■募集人員　35名（最少催行人員25名）
■添乗員／同行します■旅行期間　平成27年3月3日（火）～3月6日（金）

■旅行代金　お一人様99,800円（2名1室 エコノミークラス利用）

■最少催行人員　30名
■添 乗 員　同行します
■利用航空会社／DL（デルタ航空）
■利用ホテル／レオパレス リゾートグァム
■ゴルフ場／レオパレス カントリークラブ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

3日間

緑と世界遺産の楽園 スリランカ

自然美の宝庫へ！

第10回 Nツアーゴルフカップ in グァム
グァム島の大自然の中でナイスショット！

得！得！ 台北フリータイム
日頃の感謝をこめて・・・・ 半日観光付きで

この価格！

イメージイメージ

行 っ て き ま し た！！

た だ 今 、旅 行 参 加 者 を 募 集 し て い ま す ！！
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日帰り

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。　○4コースは添乗員は同行しません。注

情熱のスペイン 人気の2大都市 マドリード ・ バルセロナ
平成26年度 岐阜県下ＪＡ海外キャンペーン

大河ドラマ「花燃ゆ」と
門司レトロ3日間

■宿 泊 地　湯田温泉、萩
■実施時期　平成27年4月～5月頃に予定しています （イメージ）

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。　○4コースは添乗員は同行しません。注

予告

話題
のドラ

マの舞
台へ！

イメージ

イメージ

2名催行コースです。
お友達とお気軽に台北へお出かけ下さい。

「SLお花見列車」・　　　　　「掛川花鳥園」花と鳥の楽園の
バードショー見学

鉄橋を越え下泉
まで余裕の乗車！

は　　こは　　こ

仕舞う物置にもこだわりを！ガーデニングを楽しむ・・・イナバのアイビーストッカー＆シンプリー仕舞う物置にもこだわりを！ガーデニングを楽しむ・・・イナバのアイビーストッカー＆シンプリー仕舞う物置にもこだわりを！ガーデニングを楽しむ・・・イナバのアイビーストッカー＆シンプリーイナバ物置
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