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JA kitchen garden

ベランダ菜園

ベランダ野菜

ベランダ栽培のポイント
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種まき
期間
植えつけ
期間
収穫
期間

3.2～3週間後

6.12～13週間後

ちょう か　らい

スティックセニョール
〈茎ブロッコリー〉

（アブラナ科）

茎が甘くて
おいしい

　茎ブロッコリーとも呼ばれ、ブロッコリーと中国野菜のカイランをかけ合わせたものです。花蕾とともに、長い茎のおいしさが特徴。やわ
らかくて甘い、アスパラガスに似た味わいです。中央にできる頂花蕾を早めに収穫し、あとにできる10～15本くらいの側花蕾を楽しみます。

1.花蕾ができる前に、できるだけ大きな株に育てておく。
2.最初に伸びた花蕾(頂花蕾)は摘芯を兼ねて早めに摘み取る。
3.花茎がおいしいので、20cmくらいの長さをつけて収穫する。

スティックセニョールはブ
ロッコリーよりも暑さに強
く、3月～8月半ばに種ま
きができます。生育期間は
約3か月。収穫時期も5月
下旬から11月いっぱいと
幅広く、真夏にも収穫でき
るのが魅力です。ただし、
害虫がつきやすいので注
意してください。

1.スタート 種まき ポットまき

本葉3～4枚になった
ら2回めの間引きをし
ます。1本立ちにした
ら、本葉5～6枚にな
るまで育苗して植え
つけます。

本葉5～6枚になっ
たらコンテナに植え
つけます。市販の苗
を購入して植えつけ
てもよい でしょう。
害虫が多く発生する
ので、見つけたら捕
殺します。

頂花蕾の収穫 ・ 追肥 側花蕾の収穫

間引き（1回め）
双葉が開ききって
本葉が見え始めた
ころ、1回めの間引
きをします。風通し
と日当たりのよい場
所に置きます。

花蕾が10円玉大に
なったら収穫します。
や わ ら か い 茎 を
20cmほどつけて、
側花蕾を切り取りま
す。1株で10～15
本くらいの側花蕾が
できます。収穫期間
が長いので追肥を
忘れずに。

中心の主枝にできる花蕾を頂花蕾といいます。頂花蕾の直径が5cmくらいになったら摘芯を兼
ねて収穫します。今後、わき芽が次々と伸びて側花蕾に育つので、10～20日おきに追肥をして
養分を補給してやります。

コンテナに土を
入れ表面をなら
す。中央に植え
穴をあけて苗を
植えつけ、たっ
ぷりと水をやる。

茎のおいしさを味わう野菜なので、
茎を20cmくらいつけて長めに切
り取る。

根のよく回った
植えつけ適期の苗

側花蕾が
できている

いちばん大きく元気
のよい苗を残す。

本葉が1～2枚出たとこ
ろで3本に間引く。

土をかけて、たっぷりと水やりする。

3号ポットに土を
入れ、平らになら
す。指先でまき穴
を5か所あけて、種
を1粒ずつまく。

株まわりに化成肥料10gをまいて
軽く土寄せする。

頂花蕾を切る。切り口に水
がたまると腐りやすくなるの
で、先端を斜めに切る。はさ
みだと組織がつぶれてしまう
ので、包丁やナイフで。

①頂花蕾を収穫する（摘芯） ②追肥をする

パンフレット
の請求先は 観光庁長官登録旅行業第939号　〒509-0214 岐阜県可児市広見5-93

TEL（０５７４）６２-１０７０
株式会社  農協観光

めぐみの営業支店

■旅行月日　10月20日（火）～10月22日（木）
■旅行代金　基本旅行代金 96,800円～

■旅行月日　11月17日（火）～11月19日（木）
■旅行代金　基本旅行代金
　　　　　 99,800円～
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Nツアー 北海道イベント3

※掲載 のツアーはこの広告でのお申し込みを受け付けておりません。
　お申し込みの際は、専用チラシを当社下記店舗にご請求ください。
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■旅行月日　平成28年1月20日（水）～1月23日（土）
■旅行代金　基本旅行代金149,800円～ イメージ
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■旅行月日　10月7日（水）～10月10日（土）
■旅行代金　基本旅行代金
　　　　　 208,000円～
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 ハバロフスクとウラジオストック5
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■旅行出発日　９月３日（木）・９月２０日（日）・１０月１１日（日）発
■旅行代金　基本旅行代金 9/3  198,000円～ 
　　　　　 　        9/20 248,000円～　　
　　　　　           10/11 218,000円～
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■旅行月日　10月15日（木）～10月17日（土）
■旅行代金　基本旅行代金
　　　　　 94,800円～
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ぐるっと出雲めぐり 3日間

3日間

FDA出雲便就航記念 岩手クラッシック街道 3日間
かんばろう東北！
平泉・花巻・遠野を巡る21

4日間

4日間

■旅行月日　平成28年1月26日（火）～1月29日（金）
■旅行代金　基本旅行代金 99,800円～

Nツアー ゴルフカップ in バンコク
美しいコースの中でナイスショット！

富山空港ヤクーツク航空チャーター便で行く！
 世界遺産九寨溝・牟尼溝・黄龍・北京
ベストシーズンに行く！

紅葉の道南めぐり函館夜景と札幌北海道食の夕べIN札幌 八重山5島めぐりと本島ハイ祭イベント
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Nツアー 沖縄イベント

＊別途燃油サーチャージ
　等諸経費がかかります

＊別途燃油サーチャージ等諸経費がかかります

＊別途燃油サーチャージ等諸経費が
　かかります
※このコースは中部国際空港発着になり
　ます。空港までの送迎は付きません。

※このコースは中部国際空港発着になります。空港までの送迎は付きません。
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パンフレット
の請求先は 観光庁長官登録旅行業第939号　〒509-0214 岐阜県可児市広見5-93

TEL（０５７４）６２-１０７０
株式会社  農協観光

めぐみの営業支店

2015.9～2016.1月

■旅行月日　10月20日（火）～10月22日（木）
■旅行代金　基本旅行代金 96,800円～

平成２８年2月～３月

旅行情報旅行情報

日本人にとって「近くて遠
い場所」とも言える皇居と
赤坂御用地で4日間清掃
などの奉仕活動を行いま
す。活動の合間には皇居施
設の見学や都内観光も行
います。奉仕活動終了日は
富士山温泉に宿泊して帰
ります。（5泊6日の予定）

●団員への参加条件
　①ご自身の健康に責任の持てる方　
　②奉仕に参加する期間中の年齢が15歳～75歳までの方
●作業予定日
　平成２８年２月～３月 ※決まり次第改めてご連絡します。
●募集予定人員　40名
●団員申込期限　平成27年8月28日（金）
●概算参加費用　 148,000円 予定
　※正式な参加費については、決定次第ご連絡させて いただきます。
●団員申込先
　JAとうと各支店まで ※定員になり次第締切りいたします。 

■旅行月日　11月17日（火）～11月19日（木）
■旅行代金　基本旅行代金
　　　　　 99,800円～
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奉仕活動終了日は富士山温泉に宿泊
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★JAとうと皇居奉仕団団員募集！

※掲載 のツアーはこの広告でのお申し込みを受け付けておりません。
　お申し込みの際は、専用チラシを当社下記店舗にご請求ください。
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■旅行月日　平成28年1月26日（火）～1月29日（金）
■旅行代金　基本旅行代金 99,800円～
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パンジーKM27パンジーKM27
特価94,000円
KM27 BDH／通常価格98,000円（税込）

　（税込）（平成27年8月末日まで）
広がる作業、用途で選べる豊富なアタッチメント（別売）

ヰセキ ミニ耕うん機

カンタン
うね立

て！

カンタン
持ち運

び！

ハウス内
の細かな

作業もラ
クラク！

ナタ爪
ロータ

うね立て
プレート

移 動
尾 輪

クリーン
トレイ

ご注文・お問い合わせ　ＪＡとうと経済部　　68-5120

楽しい農作業をしっかりサポート楽しい農作業をしっかりサポート

コンテナの大きさ栽培の難易度

難 中  易
大型

間引き（2回め） 植えつけ

2.1週間後

4.4週間後

5.9～10週間後

か　らい

そく   か 　らい

 


