
ずっと思い出に残る旅をぜひこの機会に…
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

詳しくは、
最寄りの窓口まで

藤　井藤　井

営農経済部からのお知らせ

営農経済課　TAC

藤井　拓也

まずカキ殻で根張りを良くし、
吸収性の高いケイ酸が効果
的に効くようになっています。

お知らせです！

セルカ オイスター ミネラル®
カキ殻入りケイ酸質土壌改良材

寒冷紗とパオパオの違いを
紹介します！

1,037円（税込）

　秋冬野菜の播種後、よく使用する「寒冷紗」と「パオパオ」の被覆資材の違いを、今回紹介さ
せて頂きます。
　寒冷紗は、霜の水滴を吸収する効果や、遮光率１０～５０％などの商品があり、日光を遮る効
果もあります。秋冬野菜は暑さに弱い品種が多く、早生の品種を植える頃（８月～９月頃）暑くな
りすぎないようにトンネル資材として使われています。
　しかし、温度を生育適温に近づけると同時に、日光も遮るため徒長気味になりやすいので、
安易に遮光率が高い物を選ぶ時は気を付けて下さい。
　また、パオパオは遮光率が概ね１０％ぐらいの商品が多く、作物にとって良好な生育環境を保
ちます。発芽の促進や保温、栽培期間短縮の効果があり、べた掛け資材として使われています。
　寒さ対策としてはどちらも有効な資材ですが、作物によって暑さに強い品種と弱い品種があ
りますので、事前にしっかりと品種の特性を確認し、被覆資材を使い分けましょう。

愛称：オイミネ

ケイ酸資材 カキ殻+ の 効果
ダブル

（イメージ図）
ケイ酸資材
（吸収性の高いケイ酸含有）

カキ殻
（有機石灰セルカ）

●保証成分　　　可溶性ケイ酸：17％、アルカリ分：45％
●含有成分　　　苦土：3％、カルシウム、鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛 他
●施用量の目安　10a当り　100kg
●施用時期　　　年内～代かき前

☆

☆

オイスターミネラルは、水稲にはケイ酸、麦や大豆にはカルシウムや微量要素など特に必要とされる
成分を含有しているため、輪作体系の中で時期や作物に限定されることなく一貫した継続的な土づ
くりがこれひとつで可能となります。
従来のケイ酸資材に比べ抜群の崩壊性。

JA京都市 企画旅行

東北で人気の老舗高級旅館に泊まる！東北で人気の老舗高級旅館に泊まる！

１日目
宿泊
旅館

秋保で唯一名取川を眺めながらの温泉
など4種の湯巡りをお楽しみください。

2日目
宿泊
旅館

40年間、旅館百選に選ばれ続ける伝統が薫る
おもてなしのお宿です。

（イメージ）（イメージ）

申込金 30,000円（旅行代金に充当します）30,000円（旅行代金に充当します）
募集
人員

各班30名様（最少催行人員各班25名様）
※定員になり次第締め切らせていただきます。
各班30名様（最少催行人員各班25名様）
※定員になり次第締め切らせていただきます。 添乗員 同行いたします。同行いたします。

平成30年 ① 1 月30日（火）～ 2 月 1 日（木）　② 2 月13日（火）～ 2 月15日（木）　③ 2 月14日（水）～ 2 月16日（金）① 1 月30日（火）～ 2 月 1 日（木）　② 2 月13日（火）～ 2 月15日（木）　③ 2 月14日（水）～ 2 月16日（金）

132,000円 大人お１人様（2名１室利用）大人お１人様（2名１室利用）
※基本２名１室でのご利用となります。その他お部屋人数希望の場合は、お問い合わせください。

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

旅 のポイント

現在の建物は1604年に伊達政宗公が造営した東北
地方最古の桃山建築です。

国指定重要文化財・五大堂

自然の景観をそのまま活かした工場内には赤煉瓦の
貯蔵庫などがあります。

ニッカウヰスキー工場

まるで水墨画のような世界を観ながらの舟下り。寒い
冬でもこたつのおかげでぽかぽかです。

最上川舟下り（こたつ舟）

武田の笹かまぼこ焼き体験と、天童の書き駒体験を
お楽しみください。

ご当地体験

日本有数の生マグロの水揚げ量！一般のお客様も新鮮
素材が卸値でご購入いただけます。

塩釜水産物仲卸売市場

仙台といえば「牛たん」！
本場・仙台の牛たんをお召し上がりください。

仙台名物 牛たん

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
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旅行
実行日

旅行
代金

食事日次 行 　 程 　 表

1

2

3

×

昼

夕

朝

昼

夕

朝

昼

軽

※天候・交通事情またはその他の理由により変更になることもございますので予めご了承ください。

◎入場観光　◯下車観光

スケジュール

■食事条件 ： 朝2回・昼3回・夕3回（うち軽食1回）
■利用予定ホテル： 「秋保温泉 伝承千年の宿 
　佐勘」／「かみのやま温泉 日本の宿 古窯」
■利用交通機関 ：=== バス 航空機
　 vvvv 船
■利用予定交通機関：航空機（ＡＮＡまたは同等

クラス）、貸切バス（送迎 ： ヤサカ観光バス、
　現地 ： 仙台バスまたは同等クラス）
※集合・解散地（および時刻）は最終書面にて

ご案内します。

　   出発　　　　　　　　 　　　　　　　  ANA           　　　　　　　　　　　　　　 昼食
京都駅  =====  伊丹空港  　　　　　　　 仙台空港  =====  松島佐勘 松庵  =====  

7:30～8:00　　　　　 9:30～10:00　　　　　　　　 11:00～11:30 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　   観光　　　　　　　　　　　　　　   　 笹かまぼこ焼き体験　　　　　　　　 宿泊
=====  ○日本三景松島観光（五大堂など）  =====  ◎武田の笹かまぼこ  =====  秋保温泉

　  　　 17:00～17:30

出発　　　　　　　　　　　 工場見学と試飲　　　　　　　　　　　
ホテル  =====  ◎ニッカウヰスキー工場  =====  （高速道）  =====  古ロ港  vvvvv

8:30～9:00　　　　　　　　　　   　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　         
   　　　　　　　　   舟中弁当                   　　　　　　　　　　　　　　　　　  書き駒体験　　 宿泊
vvvvv  ◎最上川舟下り（こたつ舟）  vvvvv  草薙港  ====  ◎将棋むら天童タワー  ====  かみのやま温泉

　　　　　　　　 　                　  　　　　　　　　　　  　　  17:00～17:30

出発　　　　　　　　　 　　　　　　  お買い物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 お買い物
ホテル  =====  ○ぐっと山形（山形県観光物産会館）  =====  ○塩釜水産物仲卸売市場  =====

8:30～9:00　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　 昼食　　　　　　　 名取市復興仮設店舗でお買い物　　　 　　　　　　  ANA　　 軽食積込　　　　　   到着
==== 伊達の牛たん本舗 ==== ○閖上さいかい市場 ==== 仙台空港 　　　　 伊丹空港 ==== 京都駅

　 16:30～17:30　　      18:30～19:00　   19:30～20:00

ご一緒にいい旅しませんか？
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※価格は当時のものとなります。

smt-ct098
タイプライターテキスト




