JA本渡五和だより
航空券･JR･ホテル･旅館等の手配予約は旅行センターで!
お一人様よりお気軽にご相談ください。
あなたの旅をバックアップ

JA天草旅行センター

知って得する旅行情報
航空券はJA天草旅行センターで

TEL(0969)23-2262 FAX23-2263

ＪＡ本渡五和ふれあい旅行

食事付！
五穀豊穣祈願ツアー
観光付！
大谷山荘に泊まる長州路の旅２日間

●出

発 日 平成23年 1 月26日
（水）

●旅行代金

21,000円

お一人様

3名1室利用
2名1室利用

1人2,500円追加
1人4,500円追加

●お申し込み締切日

平成23年 1 月12日
（水）

◆募 集 人 員／35名（最少催行人員／30名）
◆食
事／朝食 1 回・昼食２回・夕食 1 回
◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います
◆利用ホテル／大谷山荘
●スケジュール
貸切バス

1/26（水） 本渡

松橋IC

参拝

下関IC

赤間神宮

昼食

火の山展望台

東行庵･記念館（幕末の志士･高杉晋作の墓）
1/27（木） ホテル
昼食

ショッピング

金子みすず記念館

千春楽城山

大谷山荘（泊）

海鮮村北長門

村田かまぼこ

美弥IC

松蔭神社
松橋IC

本渡

食事
昼
夕
朝
昼

☆大谷山荘☆
プロが選ぶ日本のホテル旅館100選
もてなし・料理・施設・総合４部門入
選の大谷山荘に泊まります！
ホテルへは早めのチェックイン・遅
めのチェックアウトで、ゆっくりお過
ごしいただけます！
！
幕末の志士高杉晋作が眠る、東行庵を
訪れます。
赤間神宮と松蔭神社で新春の五穀豊穣
祈願をいたします。

東行庵

本渡北

五和西

五和東

796

1,201

373

842

734

596

4,542

准

194

404

832

467

590

294

2,781

正

788

1,193
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594

4,517

（前期末比）
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熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

12

月 日㈭ は午後 時まで

■編集責任者 参事 宮崎淳二

お く や み

TEL 22-0983
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月 日 ・ 月 日
月 日
定休日

■発行 JA本渡五和

217

プリエールほんど

信頼と助け合いのJA葬祭

※

平成22年11月20日発行

朝夕めっきり寒
くなりました︒立
冬も過ぎ︑暦の上
では本格的な冬を迎えます︒
二〇一〇年は︑記憶に新しいと
ころでノーベル化学賞に日本人が
二名受賞するといった日本人とし
て誇らしいニュースや︑日本の外
交の弱さを露呈した中国漁船衝突
事件がありました︒また︑農業関
係では宮崎県で被害が拡大した口
蹄疫問題がありましたが︑新たに
日本の農業にとって大きな火種と
なるＴＰＰ︵環太平洋戦略的経済
連携協定︶参加問題が浮上しまし
た︒関税撤廃を目指すこの協定
に︑日本政府がどのような対応を
していこうとするのか︑その動向
から目が離せない状況です︒安い
農産物が国内に流入するのを阻止
するために︑私たちは﹁断固反対﹂
を 訴 えていかなければいけ ません︒
年末まで一カ月とわずかになり
ました︒組合員の皆様には︑風邪
やインフルエンザなどにかからな
いよう体調管理に気をつけてお過
︵タカ︶
ごしください︒

2010

合 計

本渡南

平成22年
10月末

本渡西

施設デコポンの収穫（下浦町・吉田新一さんのハウス）
2頁に関連記事

平成22年
3月末

平成22年10月末現在 （単位：人）

正

地 区
項 目

本渡東

■組合員異動状況

旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し
いたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。

松蔭神社

1 20

（土）
（月）

5

天草市瀬戸町1-1

12
31

（金）
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平成二十二年産 本渡五和農協

が十一月十一日︵木︶︑下浦町の

全と高値販売を祈願し︑収穫祭

格的収穫を目前に収穫作業の安

平成二十二年産デコポンの本

リレー販売で来年五月連休頃ま

日から始まり︑露地栽培までの

が関東・関西を中心に十二月一

デコポンの販売は︑加温栽培

ら本格的な収穫が始まります︒

施設デコポン収穫祭を開催

吉田新一さんの園地において開
で続きます︒本年度は︑出荷量

親善グラウンドゴルフ大会

第十五回 天草地区ＪＡ年金友の会

を計画しております︒

一︑二〇〇トン︑販売額五億円

催されました︒
収穫祭には︑熊本県天草地域
振興局︑天草市など関係者約五
十名が参加︒施設デコポン部の
江崎晃部長が主催者挨拶を行
い︑神事の後来賓関係者により
た︒今年は夏場高温でしたが︑
ウンドゴルフ大会が︑天草地区

草地区JA年金友の会親善グラ

十月十四日︵木︶︑第十五回天

ム︵五十四名︶が出場し︑本町

た予選会で上位入賞した九チー

当JAからは︑九月に行われ

ハサミ入れ式が執り行われまし
生産者の方の努力により果実の
三JAの代表三十二チーム︵百
︵ 寺 領 ︶チ ー ム が 優 勝 ︑ 本 町︵ 鶴

が展開されました︒

品質もよく︑十一月二十日頃か
九十二名︶の参加により本渡運
A︶が四位︑下浦デコポン五位︑

次回は十二月八日︵水︶︑﹁地

しています︒

します︒県大会での活躍を期待

で開催される熊本県大会に出場

十八日
︵木︶
にパークドーム熊本

と下浦・本渡北チームが十一月

競技の結果︑本町の二チーム

るレベルの高い大会でした︒

れ︑ホールインワンも数多く出

管理も万全で元気にプレーさ

しました︒選手の皆さんは体調

本渡北B六位と優秀な成績を残

動公園において開催され︑熱戦

本渡五和女性 大 学

とができとても良かった﹂との

和食
食の
のテ
テー
ーブ
ブル
ルマ
マナ
ナー
ー研
研修
修会
会
和
本渡五和女性大学は︑十月六

産地消漬け物講習会と花の寄せ

声が聞かれました︒

において受講生・スタッフ五十

日︵水︶︑ホテルメルパルク熊本
二名が参加し︑和食のテーブル
植え﹂を行います︒

十月十九日︵火︶にJA本渡五

ＪＡ本渡五和
交通安全研修会

マナーの研修を行いました︒テ
ーブルマナー講師の前田晴美様
より︑正式な場での振る舞や心
構え︑日本料理の基本である五
味・五色・五法を学び︑箸使い
やお椀の開け方などについて指
導を受けました︒昼食では︑早
速マナーの実践を行い楽しいひ

通安全研修会が行われました︒

言する勇気を持ってほしい︒

③自分だけでなく︑同僚にも進

和本店にて︑全職員対象に︑交

参加された受講生からは︑

職員百六十四名が参加し︑天草

と時を過ごしました︒
﹁和食のテーブルマナーは初め

警察署の井田交通課長による︑

アグリキッズスクール
六月に山口地区に田植えをした
モチ米の収穫・掛け干しを行い
ました︒

十月十六日︵土︶︑第四回アグ
間が掛かっていましたが︑しば

まく使えず一株を刈るのにも時

稲刈りの最初は︑のこ鎌がう
リキッズスクールを開催しまし
らくするとコツをつかみ︑次か

収穫体験
た︒今回の体験は︑五月に茂木
ら次へと刈り取っていました︒

郷土料理体験を行います︒

ち米とから芋を使った餅つきや

十二月には︑今回収穫したも

ったようです︒

べ︑みんな満足いく収穫体験だ

ち米とから芋を使った料理を食

昼食には︑生徒が作ったうる

喜びの声をあげていました︒

に大きないもが出てくるたびに

ら芋掘りでは︑移植ごてを片手

なで楽しく収穫できました︒か

心配していたケガもなく︑みん

根の畑に定植したから芋掘り︑

タケノコ伐竹講習会
十月二十七日
︵水︶
に︑本渡南
全職員気を引き締めて︑交通

ノコの伐竹講習会が開催されま

と︑力強く述べられました︒

てで︑日本料理の基本を学ぶこ

﹁交通事故当事者が教えてくれ

ルールを守り交通事故を起こさ

した︒タケノコ部会では︑例年

て出荷がなされ︑二月の下旬に

ますが︑今後は年末需要に向け

干︑遅れ気味の生育となってい

新規で出荷を希望される方は本

出荷を予定しておりますので︑

また︑四月には加工用向けの

ださい︒

店営農課まで︑お問い合わせく
す︒

は青果の最盛期となる見込みで

本年は夏場の高温により若

います︒

りタケノコの出荷に取り組んで

化を進め︑希少価値の高い早掘

伐竹講習会を行い︑竹林の園地

の谷川憲一郎さんの竹林でタケ

るもの﹂と題した講習会が実施

ないよう決意を新たにしました︒

されました︒
講習会では︑交通事故は当事
者だけでなくその家族を苦境に
たたせ︑その後不安な生活を強
いることになると︑実際の事故
の事例を基に切々と語られまし
た︒また最後に︑
①自分の身は自分で守る︒
②臆病になってほしい＝慎重で
想像力を持った人になってほ
しい︒

指導を受けながら稲を刈り取る子どもたち

２
３

倉田会長によるあいさつ

たくさん掘れたかな?
優勝した本町
（寺領）
チームの方々

たわわに実ったデコポン

第 1 号議案 平成２２年度上半期内部監査報告に
ついて
第 2 号議案 上半期事業実績について
第 3 号議案 法人団体借入申込について
第 4 号議案 借入申込みについて
第 5 号議案 法人団体条件変更について
第 6 号議案 ＪＡマイカーローン「ウィンターキ
ャンペーン」実施に伴うキャンペー
ン金利の取扱いについて
第 7 号議案 ＪＡ教育ローン「希望」キャンペー
ン実施に伴うキャンペーン金利の取
扱いについて
第 8 号議案 ＪＡ貯金「プレミアムちょきんぎょ
キャンペーン２０１０」の取り組みに
伴う金利上乗せについて
第 9 号議案 総代選挙の管理者及び立会人の承認
について
第10号議案 第３次農業振興計画について
天草署の井田交通課長による講習

報 告 事 項 余裕金運用状況について、有価証券
評価損益管理報告について、法人・
個人借入枠設定期間および残高につ
いて、大口貸出経営状況報告につい
て、延滞債権報告について、楠浦支
所コイン精米機設置について、おし
ゃれサロン実績報告
伐竹の様子

平成２２年１０月２８日（木）、本店第３会議室にお
いて理事会が開催され、次の議案が審議・承認さ
れました。

神事の様子
真剣に話を聞かれる女性大学の参加者

アファーム乳

２，
０００倍（３日／３回）

フェニックス顆粒水和 ２，
０００倍（前日／２回）
使用基準を厳守してください。
【タカナ】
守し散布してください。年内に縁腐れ症の予防を行い
ましょう。
・斑点細菌病、緑腐れ病
コサイドボルドー １，
０００倍
クレフノン

１００〜２００倍

・コナガ、アオムシ防除

）

混用

エビセクト水和 １，
０００倍（２１日／２回）

（

１型の追肥は１２月１０日
２型の追肥は１２月２０日

）

を中心に

硝燐加安Ｓ６４６を１０ａ当り２０㎏散布しましょう。
【バレイショ】
種いもを受け取ったら、ただちに開封し、浴光処理
を行ってください。
浴光処理……植え付けまでの間、種イモを日光に当
て、長さ１㎝前後の太く短いしまった
芽を育ててください。
５

甘長とうがらし
（新規導入品目）

栽培者募集
手軽にできる夏場の作物
です。作り方は簡単で、

農機センターよりお知らせ

高齢者や女性でも栽培できます。

特典として
JA本渡五和
２倍！
の
利
金
頭
金利が店

加温機・レタス包装機の点検
今年度も使用時期となりました。加温機・レタ
ス包装機の点検を行っておりますので、点検をご
希望の方は、農機センターまたは各支所へ申込み
ください。
ＪＡ農機センター（五和）

ぜひ講習会にご参加ください。
栽培講習会

1 19

日時：平成23年 月
日（水）午後1時30分
場所：本店２階第４会議室
甘長とうがらしの特徴
・長さ１２〜１８ｃｍで収穫

電話34−0163

適期定植を行ないましょう。病害虫防除は基準を厳

成績であり︑香川県の肥

トルネードフロアブル ２，
０００倍（７日／２回）

育農家は今後も天草産子

１，
０００〜２，
０００倍（３日／３回）

牛を購入したいと話して

プレバソンフロアブル５

和牛部会青年部が
香川県肥育農家 を 視 察

■オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ナモグリバエ

いました︒また反対に枝

１，
０００〜２，
０００倍（７日／５回）

和牛部会青年部は︑十一月七

スミブレンド

肉重量のとれる牛を購買

ロブラール水和 １，
０００〜１，
５００倍（１４日／３回）

日から九日まで︑香川県農協中

・灰色カビ病、菌核病

したいが︑脂肪が付いて

（収穫間際のものには散布しない）

いる牛は増体しないため

ナレート水和 １，
０００倍（２１日／２回）

讃畜産振興センター︑香川県の

キノンドーフロアブル １，
０００倍（２１日／５回）

購買できないなどの意見

・斑点細菌病、軟腐病、腐敗病

「ＪＡとのお取引はこれから」というお客さまもお気軽にお問合わせ・ご相談ください。
(ご利用に関しては、組合員加入のための出資が必要となります。）

肥育農家︵五戸︶の視察研修に

布を行なってください。

も出ました︒

期収穫に努めてください。なお、防除基準を厳守し散

開催日：平成22年11月28日㈰ 9:00〜15:00
場 所：ＪＡ本渡五和 本渡北支店
☎0969-22-4175

行きました︒香川県には︑飼養

収穫間近になっています。採りおくれのないよう適

農家が三百十一戸あり︑肉用牛

【レタス】

ＪＡローン相談会

住宅ローン・マイカーローン・教育ロー
ンその他の融資のご相談もお気軽に!!

今回の研修を通して︑

菜

一万八千五百頭が飼育されてい

野

視察を行う和牛部会の会員

和牛部会青年部としては

〃

夏場では普通に育っていた子牛も、気温が低下する
と自分の体を維持するために栄養分を消費します。そ
のため、冬場の代用乳の給与は夏場より温度が冷めて
しまうので、温度を高くして代用乳を作り給与しまし
ょう。代用乳を給与する温度は３９〜４０℃に近い温度
にすると良いです。更に代用乳は６０℃以上の高温で
溶かすと、蛋白質の消化が悪くなることがあるため、
お湯の温度に気を配ることも大事です。
また、冬場の離乳は子牛にとって大きなストレスと
なり、子牛のトラブルが多い現状にあります。離乳を
慎重に行う目的から、代用乳は長く給与しましょう。
敷料について冬場は地面から寒気により牛の体が冷
え、下痢などになりやすい傾向にあります。それを軽
減するために、おが屑だけではなく籾殻をまぜて敷料
にしてみたり、子牛の寝床には保温性の高いワラを敷
くなどの工夫をオススメします。

前記のような意見を取り

10ａ当り６㎏

は種量

◎これから更に厳しい寒さになります。

ます︒今回視察した肥育農家

〃

入れ︑飼養管理を見直

11月下旬〜12月上旬

は︑生産コストを抑え︑増体を

種

し︑いい体型の素牛づく

は

はるしずく

重視した肉牛づくりをすすめて

シロガネコムギ

りを目指し︑経営安定を

種

図ります︒

品

■空胎防除 １２月14日（火）

いました︒

麦】

天草産子牛の肉牛出荷におけ

【大

産

る前年度実績は︑出荷頭数が約

麦】

畜

百七十頭︑枝肉重量が平均で四

物

七二・八㎏︑枝肉単価が平均で

【小

の

千六百十八円︑枝肉金額が平均

作

で七十七万九百六十九円という

12 月 営農情報

平成
平成22年
年

する甘いとうがらし
・露地またはハウス栽培
・栽培期間は４月〜１１月

本渡百姓倶楽部

『12月セットもの
ふるさと便』受付

本渡百姓倶楽部では、現在「ふるさと便12月分」
のご注文を12月上旬まで受け付けております。
セット内容は、新米（普通期）・温州みかん・か
らいも・コッパ餅・高菜漬け、その他野菜を予定
致しております。
ふるさとの味を遠く離れた方へ、またお歳暮と
してお届けになられてはいかがでしょうか。１ケ
ースは５千円（関西地方まで送料・消費税込）と
なっております。
発送は１２月中旬の予定です。
詳しいお問い合わせは、山口支所（吉村）まで
ＴＥＬ 2 2 − 3 2 8 6

・１戸あたりの栽培面積５ａ以上可能
・１０ａあたりの収穫量は２ｔ以上可能
・出荷は、１㎏ダンボールにバラ詰め
・販売目標単価は、１ｋｇ５００〜３５０円

（0969）
:
23-2231
売り物件ご相談受付中！ 連絡先
e-mail：yukiyuki@ja-hondoituwa.or.jp

JA本渡五和本店内 不動産係

免許証番号 熊本県知事（2）第4360号
（社）熊本県宅地建物取引業協会会員 （社）全国宅地建物取引業保証協会会員

■不動産売物件一覧
物件
種目
NO.

1

土 地

取引態様：仲介

所在地

土地面積
（うち私道負担）

地目（現況）

天草市
志柿町
字樋渡

３８４㎡
（１１６坪）
私道負担なし

畑
（雑種地）

用途地域

建ぺい率
・容積率

都市計画区域内・
第一種住居地域

60%
200%

情報提供日：平成22年10月26日

現況

交通及び
所要時間

法令に基づく制限

価格
（税込）

更地

中の浦バス停
より徒歩2分

農地法規定の許可

1,276万円

４

お 使 い 道

自動車・バイク購入（中古車を含む）、
点検・修理、
車検、
購入に付帯する諸費用、
共済（保険）掛金に必要な資金、
カー用品（ナビ等）費
用、
運転免許取得費用、
車庫建設費用（100万円以内）、
他金融機関等の自動車資金の借換に必要な資金（営業用自動車は対象外）

据置期間を含め最長13年６ヶ月（在学期間＋７年６ヶ月）の範囲内とします

担保・保証人

担保は不要、保証人も原則不要

ご返済方法

元利均等返済で次のいずれかの方法
①毎月払い ②毎月払い＋半年払い

保

ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただきます
保証料が別途必要となります
熊本県農業信用基金協会の場合（正組合員：年0.36％ 准組合員：年0.50％ 一括前払い）

証

料

■詳しくはＪＡ本渡五和各支店の窓口まで

③半年払い

※③については農業者のみ

「ＪＡとの取引はこれから」というお客様もお気軽にお問合わせ・ご相談ください
（ご利用に際しては、組合加入のための出資が必要となります）

税務署からのお知らせ

お借入期間

国税だより

※プリエールとはフランス語で「いのり」といいます。

借入日より借入対象となるお子様の卒業予定年月日の６ヶ月後までに到来する利払い日までの範囲内とします

〜相続または贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約

会員のご加入は各支店、支所、
または葬祭センターでよろしくお願いします。

500万円以内（１万円単位）とします（所要金額の範囲内）

据 置 期 間

等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について〜

本渡バス
センター

お借入限度額

詳しくは︑国税庁ホームペー

プラザ
ホテル

入学時：入学金など入学時に必要な資金 在学時：授業料など１年以内に必要な資金と
します（借入申込日より２ヶ月前に支払済みとなった資金を含む）

相続︑贈与等により取得した

横山
歯科

お 使 い 道

︼をご覧い
www.nta.go.jp
ただくか︑当税務署にお問い合

熊本ファミリー
銀行

至瀬戸大橋

組合員または組合員になれる方、
高校以上の学校に就学予定または就学中のお子様を
有すること,借入申込時年齢２０歳以上、
最終償還時71歳未満の方,原則として勤続（営
業）年数および地区内居住年数が１年以上の方、
年収が150万円以上の方

ジ︻

国 道 ３ ２ ４ 号

ご 利 用
いただける方

生命保険契約や損害保険契約等

至五和町

【キャンペーン金利の適用条件】
（いずれかに該当されたお客様）
①ＪＡカードを契約中または新たに契約申込される方
②ＪＡに給与振込を指定されている方、または新たに指定される方
③ＪＡに公共料金の口座振替を指定されている方、または新たに指定される方
（電話・電気・水道・ガス・ＮＨＫから一項目以上）
※表示金利は平成22年11月1日〜平成23年2月28日までにお申込みいただき、
かつ平成23年3月31日までにお借入れされた場合の適用金利です。また、適
用金利は金融情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。

に係る年金の所得税の取扱いを

丸善興産
ＧＳ

川

「会員の特典」の範囲は、会員カードに登録された
会員本人、または二親等以内の親族といたします。

南

一回限りの入会で
「安心」と「信頼」がお求めになれます

天草
市役所

町山口川

会員には、次のような特典があります

JA本渡五和
本店

ＪＡ教育ローン商品概要

せください︒

プリエールほんど

入会希望のお客様は、所定の入会申込書を提出され
ますと会員カードを発行いたします。
斎場葬儀・自宅葬儀いずれの場合も祭壇の価格割引
をいたします。さらに生花・花環・蓮花・灯籠の価
格割引きをいたします。

選果所

（固定金利型）

改めることとしました︒この取

募

美来
プラザ

2.35%

年

天草税務署

（いのり）

至本渡港

プリエールの会 会員集

■斎場案内図

キャンペーン適用金利

り扱いの変更により︑所得税の

「ＪＡとの取引はこれから」というお客様もお気軽にお問合わせ・ご相談ください
（ご利用に際しては、組合加入のための出資が必要となります）

期間：平成22年11月1日〜平成23年2月28日

︵電話二二︱二五一〇︶

料

還付を受けることができる場合

証

ＪＡ教育ローン キャンペーン
2010

※自動音声案内

保

500万円以内（１万円単位）とします（所要金額の範囲内）
６ヶ月以上７年以内
不要
原則不要。ただし20歳未満の借入者は法定代理人を連帯保証人とします
元利均等返済で次のいずれかの方法 ①毎月払い ②毎月払い＋半年払い ③半年払い ※③については農業者のみとします
ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただきます
保証料が別途必要となります
熊本県農業信用基金協会の場合（正組合員：年0.55％ 准組合員：年1.10％ 一括前払い）

があります︒

お借入限度額
お借入期間
担
保
保
証
人
ご返済方法

厚生連
ニュース

が一番低下しているため︑この

夜中の一時〜四時ごろは体温

時間に起きていることは身体に

●睡眠

見られるようになってきまし

負荷をかけ︑冷えにつながりま

女性に圧倒的に多い﹁冷え

た︒また︑﹁冬になると悩まさ

す︒

性﹂ですが︑最近では男性にも

れるもの﹂というイメージとは

●食事

偏った食事は偏った身体をつ

違って︑最近は夏でもエアコン

が多いため︑一年を通して辛い

くり︑便秘などを引き起こしま

の効いた室内に長時間いること

症状に悩んでいる人が増えてい

す︒基本的に食物繊維や体温に

ＪＡマイカーローン商品概要

組合員または組合員になれる方、借入申込時年齢18歳以上、最終償還時71歳未満の方、
原則として勤続（営業）年数および地区内居住年数が１年以上の方、年収が150万円以上の方

ご加入の手続きは簡単です

７

ウィンターキャンペーン
【キャンペーン金利の適用条件】
（いずれかに該当されたお客様）
①ＪＡカードを契約中または新たに契約申込される方
②ＪＡに給与振込を指定されている方、または新たに指定される方
③ＪＡに公共料金の口座振替を指定されている方、または新たに指
定される方（電話・電気・水道・ガス・ＮＨＫから一項目以上）
※表示金利は平成22年11月1日〜平成23年2月28日までにお申込
みいただき、かつ平成23年3月31日までにお借入れされた場合
の適用金利です。また、適用金利は金融情勢等の変化により見直
しさせていただく場合があります。

ご
利
用
いただける方

■詳しくはＪＡ本渡五和各支店の窓口まで

JA
葬祭

1.9%

年

ます︒

（固定金利型）

近い食物を摂り︑冷たい飲み物

2.1%

年

︻原因︼

以下の適用条件を満たす方、
さらに金利引き下げ

キャンペーン適用金利

や生ものは避けましょう︒

の多い方は︑運動不足になりま

期間：平成22年11月１日〜平成23年2月28日

冷え性は︑血行障害ですが︑

す︒運動を取り入れ︑趣味をも

●ストレス解消

①自律神経によるもの

つこともストレス解消につなが

その原因はいくつかあげられま

②ホルモンのアンバランス

デスクワークなどの精神過労

③低血圧

ります︒

す︒

④貧血

︻冷え性におすすめの食材︼

ねぎ︑大根︑ごま︑もち米︑

⑤ダイエットによる摂取エネル

ギーの不足

からし︑にんにく︑かぼちゃ︑

ら︑山椒︑えび︑唐辛子︑わさ

にんじん︑鶏肉︑キムチ︑に

筋肉を動

び︑たまねぎ︑しょうが︑こし

︻対策︼

かす運動を

ょう︑栗

●運動

目的としま

ビール︑きゅうり︑トマト︑

なす︑レタス︑トロピカルフル

︻控えたが良い食材︼

シャワーだけではなく︑必ず

ーツ︑柿︑バナナ︑海藻類︑ス

す︒

湯船に入ることです︒足湯や腰

イカ︑塩分の多い食事

●入浴

湯は一日二十分以内としましょ

う︒

ＪＡマイカーローン

６

