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４月になり︑暖房

も必要がなくなり陽

が温かくなりまし

た︒しかし︑季節の

変わり目で体調を崩してしまう

人も多いのではないでしょう

か？また︑学生は新学期が始ま

り︑社会人は新しい事業年度が

やってきます︒春は始まりの季

節︒体調管理に気をつけなが

ら︑気持ちよく新しい生活をス

タートさせたいですね︒私も風

︵Ｍｉ︶

佐々木 崇さん

（前期末比）

邪をひきやすいので︑体調管理

宮地岳町

正

を頑張ります︒

農業 人
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■組合員異動状況
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平成

安なことや心配だらけの自分
ですが今年も一年新たな気持
ちで目標達成を向けて最後ま
で頑張ります﹂と述べ︑立川
大職員が﹁組合員を始め地域
より良い関係を築き︑感謝の

年度 事業推進決起大会開催
ましても決起大会を期に熱心
気持ちを忘れる事なく取り組

住民に広く積極的に働きかけ
に取り組んでいただきたい﹂
んで行くことを誓います﹂と
決意表明を行いました︒最後

と挨拶を述べました︒
今年度は︑営農事業販売 高
に頑張ろう三唱を︑髙井友美
となく早期達成を目指して︑

職員の﹁誰ひとり脱落するこ

億２ ︐
２００万円︑経済事

億５００万円︑個人貯金

平均残高３２８億円︑共済推
頑張ろう！﹂の掛け声のも

業

４ 月 ８ 日︵ 土 ︶︑ 本 店 ２ 階
進総合目標５００万ポイント

より来賓を迎え︑役職員１３

会を開催しました︒関係団体
体験発表を行い﹁まだまだ不

には︑山中雄一郎職員がＬＡ

役職員によるだるま入瞳後

ＪＡ本渡五和事業推進決起大

６名が参加し︑事業目標の確
認と達成に向けて意志統一を
図りました︒久保源三組合長
は︑﹁組織再編を行って２年

職員研修で

た︒

氏を講師に迎え﹃ストレス対

厚生連から保健師の村岡優子

起大会の開催前に︑ＪＡ熊本

４ 月 ８ 日︵ 土 ︶事 業 推 進 決

ただければと思います﹂と話

対処が出来るよう活用してい

り生活習慣の振り返りなどで

した事が︑物の考え方だった

研修会では︑ストレスとは

場環境の向上に努めて参りま

役職員一丸となりより良い職

研修で学んだことを実践し︑
何か︑どんなときに感じるの

す︒

対処法の中にはすぐに実践で

状があることを学習しました︒

や息切れ︑不眠など様々な症

あり︑イライラ︑頭痛︑動悸

面・行動面のストレス反応が

向にあること︑心理面・身体

ろの病気にかかる人が増加傾

て︑近年働き盛りの方でここ

ストレスはだれもが持ってい

の対処の仕方など詳しく説明︒

か︑自分で出来るケアと周り

研修を行いました︒

されました︒

ら始まり対処法について紹介

村岡保健師は﹁ストレスか

ていました︒

に研修を受け話しに耳を傾け

きることもあり︑職員は熱心

﹃ ストレス対処法 ﹄を学ぶ

JA熊本中央会 経営組織部
尾崎部長の来賓挨拶

処法について﹄と題し︑職員

ＪＡ熊本厚生連
保健師 村岡優子氏

29

目となります平成 年度は︑

頑張ろう三唱を
行う髙井友美職員
頑張ろう三唱でモチベーションアップ

29

統廃合後の成果を示す年にな

▲

山中雄一郎職員の
LA体験発表

向けて決意を新たにしまし

大会議室において平成 年度

17

と︑役職員全員で目標達成に

久保源三組合長の挨拶

を目標に掲げました︒

２９

ると思います︒各事業につき

ダルマの入瞳

8
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職員代表の立川大
職員の決意表明

事業目標達成へ向け全役職員結集

特集
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ＪＡくらしの活動

野菜づくり講習会開催

春 夏野菜 の作り 方講習会 が３ 月
名の 方が参加 さ

日︑ 旧本町支 所と 本渡北支 店に

おい て行わ れ ︑

イチゴ中間
検討会の開催
年度 イチゴ 中間

３月 日
︵火︶︑本渡北野菜集荷
所に おいて 平 成
検討 会を開 き︑生 産者６ 名が 出席
しました︒
検 討会に おいて ︑喜多 指導 員よ
り販 売実績 ︵中間 実績︶ につ いて
説明 が行わ れたほ か︑着 色お よび
収穫 時間変 更や 注意事 項︑交 配用
ミツ バチの 延長 につい て確認 が行
さん は︑イ チゴ 出荷規 格表で 説明
が参 加し︑ 加工用 タケノ コ出 荷会

所に おいて 生産 者

名ほ か関係 者

を受 け現物 を見 比べ︑ 全員で 出荷
議が行われました︒

３月 日
︵木︶︑本渡北野菜集荷
30

基準 を確認 し︑ 今後の 収穫・ 出荷

われ ました ︒参 加した 生産者 の皆

加工用タケノコ出荷会議の開催
いきたいと話されました︒

学ん だ事を 今後の 活動に 活か して

支 部長の 皆さん は︑今 回研 修で

が聞かれました︒

アイデ アが浮か んだ﹂ と喜びの 声

鱗 だ った﹂
﹁良いヒントを貰い︑

全員が 驚き︑そ の発想 に﹁目か ら

のつく だ煮とパ ンの組 み合わせ に

した︒ 部員から は︑切 り干し大 根

いと注意を呼びかけました︒

出荷 をして いた だきた い﹂と お願

には 十分に 気を付 けられ ︑沢 山の

えて きてい るので ︑作業 を行 う際

Ｊ Ａから ﹁農作 業中の 事故 が増

ていました︒

心に 話を聞 きメ モを取 るなど され

注意 などを 話さ れ︑参 加者達 は熱

大き さや根 切り ︑出荷 を行う 際の

者の 担当よ り収 穫・調 整につ いて

など につい て説明 を行い ︑加 工業

用タ ケノコ の出荷 規格と 出荷 日程

会 議では ︑喜多 指導員 より 加工

25

れま した︒ 吉本和 喜指導 員より ︑

病害 虫の防 除の時 期や使 用する 農
薬︑ 肥料の 種類や 欠乏と 症状︑ 障
害に ついて 説明が 行われ ました ︒
について意志統一を図りました︒

日︑ JA本 渡五和 女性部

ＪＡ本渡五和女性部
支部長研修開催
３月

名は ︑地域 に根ざ した

貢献 活動を してい るＪＡ くま 女性

女 性部で は︑部 員が減 少す る中

や口 ・腕 を使 った運 動法 や健 康に

参加したがとても楽しく過ごせ

﹃自 分達の 活動の ヒント につ なが

部を 訪ね︑ 視察 と交流 を兼ね た研

た﹂︑﹁ 温 泉 が と て も 気 持 ち 良 か っ

れば ﹄と今 回の研 修を企 画︒ ふれ

ついての話をしていただきまし

た﹂︑﹁ お 弁 当 も 美 味 し く ︑ 脳 ト レ

あい 館﹃あ ゆ夢 ﹄では 米粉の パン

修を行いました︒

や講 話など 全部が 楽しか った︒ま

かけ︑ 研修を通 して親 睦を深め ま

いフ レッシ ュミ ズの部 員にも 声を

の研 修では 普段 はあま り接点 の無

て︑ 交流を 図り ました ︒また 今回

方法・活動源の話を聞いたりし

んに 軌道に 乗る までの 苦労や 運営

を務 め︑柔 和な 雰囲気 の大無 田さ

てい る﹃一 勝茶 屋﹄を 訪ね︑ 代表

を用 いたお もて なし料 理を提 供し

作り を体験 し︑ その後 に地元 食材

した︒

た参 加した い﹂と の声が 聞かれま

た︒ 参加 者の 方から は︑ ﹁初 めて

の支 部長

出荷規格を確認する生産者の皆さん

本町 ではお 茶の栽 培をさ れてい る
とこ ろが多 いこと から茶 栽培管 理
につ いても 話され ました ︒参 加者
はメ モをと るなど 熱心に 講習を 受
け︑ ﹁元肥 えの振 り方︑ 連作 障害
について知りたい﹂
﹁お茶の渋みや
甘み︑ 臭いは何が 影響して いるの
か﹂など具体
的な質問が多
く挙げられま
した︒

ＪＡ本渡五和女性部助け合いの会

名が 参加さ れまし

旧本町支所講習会の様子

ょっ とい いお 歯なし ﹂と 題し ︑舌

回ミニデイサービス開催

にお いて︑ 今年度 ２回目と なる 第
回Ｊ Ａ本渡五 和女 性部助け 合い

管内 の高齢 者

た︒
ま ず始め に血圧 と体温測 定の健

康チ ェック を行い ︑脳トレ として

歴代 総理大 臣や海 の魚の名 称探し

の問 題を解 いたり ︑お手 玉を用 い

た認 知症予 防の運 動など を行い ま

した ︒午後 からは ︑社会 教育指 導

員の 吉永智 昭氏を 講師に 迎え﹁ ち

28
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吉本和喜指導員
吉田陽子会長
社会教育指導員
吉永智昭氏

３月 日
︵水︶本渡温泉センター
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の会 ミニデ イサー ビスを 開催し ︑
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本渡北支店講習会の様子
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野

菜

（バレイショ）
１株平均400ｇ以上（10ａ当たり200Ｃ／Ｓ）
、
Ｌ級
以上が50％以上に達したら、掘り取り出荷して
ください。
病害虫防除
◎エキ病防除（予防散布の徹底）
バレイショ栽培では、もっとも恐ろしい病気で
す。７〜10日毎に防除してください。
エキナイン水和剤3000倍、グリーンダイセン
400〜600倍を収穫 7 日前まで 3 回ほど散布し
防除を行ってください。
液肥散布
生育が遅れている圃場では、クロロゲン青また
は、
メリット青の500倍を収穫７日前までに散
布し、枝葉の拡大を図ってください。
（インゲン）
ハウス栽培は収穫期に入っています。乾燥や
肥料不足は曲がり莢になるので、適宜かん水、
追肥を行い品質低下を防ぐ。収穫はＳ級で行
い、規格を守り出荷してください。

営農組織だより
天草営農組合は、昨年より３日遅れの４月１日
に早期米の田植えを始めました。
今年は平成２８年度経営体育成支援事業で田植
機を１台購入。田植機２台を使い、組合員１３名
は二組に分かれて約６．
３haの田に「コシヒカリ」
の田植えを行いました。ＪＡ本渡五和の育苗セン
ターで播種したコシヒカリの苗１２００箱を３日間
で田植えをし、同時に施肥も行いました。田植え
を行った組合員は今後の管理として、「田植え後
一週間以内に除草剤の散布を行う。去年は雑草が
多く発生しており、今年は例年どおりの防除の他
に、雑草が発生する５月にも散布を行うようにし

平成29年３月28日、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。
実 績 報 告 平成28年度２月末事業実績について
第１号議案 平成28年度内部監査実施報告並びに
平成29年度内部監査実施計画につい
て
第２号議案 法人団体借入申込みについて
第３号議案 借入申込みについて
第４号議案 貸出金利（住宅・
リフォーム・マイカー・教
育・農機ハウス・フォローアップ資金）の
平成29年度施策金利の設定について
9
7

トンネル栽培は倒伏防止のため早期に誘引を行い、
健全な株１株を残し早めに切断してください。
病害虫防除
◎キンカク病、灰色カビ病
セイビアーフロアブル1,000倍〜1,500倍（収穫
前日まで）
３回
◎アブラムシ…モスピラン水溶剤2,000倍〜
4,000倍（収穫前日まで）３回
◎スリップス
アファーム乳剤2,000倍
…
◎マメハモグリバエ
（収穫前日まで）２回
摘葉
通風、採光を良くするため株の中心部や古葉を
摘葉する。
シシトウ病害虫防除
アブラムシ アクタラ粒５粒剤 １ｇ／株
ヨトウムシ アタブロン乳2,000倍
（収穫前日まで） ３回
オクラ病害虫防除
斑点細菌病 Ｚボルドー500倍
アブラムシ モスピラン水溶剤4,000倍
（収穫前日まで）３回

)

早期米の田植えを行いました

営 農
情 報

平成29年4月 営農情報

作

物

早期水稲
（早期水稲・水管理）
５月は分けつが最高に進みます。分けつ促進
のため浅水で管理してください。
（普通期水稲）
◎種子消毒 ヘルシードＴフロアブル２００倍
（水10ℓに50㏄）。混合液に２４時間浸漬す
る。浸漬中に１〜２回かく拌する。
◎箱苗処理（イモチ、
ウンカ、
コブノメイガ防除）
ビルダーフェルテラチェス粒剤、
1箱当たり50ｇ
（田植３日前より田植直前まで）

茶
茶工場の操業について
各工場にて操業を開始いたします。製茶の品
質向上のため早めに摘んで持ち込んでくださ
い。

畜

産

■本町茶工場（むし茶）（ヤブキタのみ受付）
場
所 本町 ☎２３−３５３５
受付時間 午前１１時〜午後６時
加工料金 生葉１㎏当たり260円
新茶の販売について（本町茶）
新茶は本町茶工場にて販売しておりますので
ご利用ください。
200ｇ 真空パック入 1,200円（税込）
500ｇ 真空パック入 2,700円（税込）
グリーントップなどで販売します。
■五和茶工場（むし茶）
場
所 城河原 ☎３４−０９６３
受付時間 午前１０時３０分〜午後６時
加工料金 生葉１㎏当たり260円
◎前日に摘んだ葉を持ち込まないでください。
◎生葉の受付については、停止する場合もあり
ますのでご了承ください。
◎海岸地帯では早めに摘んで持ち込みくださ
い。
※天候等による変更もありますので、詳しくは
支店・工場にご確認ください。

☆舐めない時はタオルで拭いて乾かしてください。
（親牛の代わりになる）

◎異常産注射２回目
５月15日㈪ 五和地区
５月29日㈪〜30日㈫ 本渡地区
後日申し込みされた方へは案内を郵送いたします。
◎子牛品評会 ５月10日㈬〈畜産農協〉
◎子牛セリ市 ５月17日㈬
◎成牛セリ市 ５月17日㈬ 子牛セリ後

仔牛品評会の開催

「ひさかつふく号」が
首席に輝く

■３月子牛セリ成績
ている。管理を行う上で、雑草処理が一番の課
題となっている」と話されました。
今後は、順調に生育が進めば８月の上旬に稲
刈りが行われる予定です。

第５号議案 規程の制定及び一部改正について
第６号議案 役員推薦委員の選出及び区域集会の
日程について
第７号議案 平成29年度非常勤役員の日当につい
て
報告事項
１．ＪＡ本渡五和事業推進決起大会および平成
29年度行事予定について
２．グリーントップ移動販売巡回コース変更につ
いて
３．役員報酬審議会の答申について

前回同様高値で販売されていますので、今後も
子牛の飼養管理等を徹底し、粗飼料を十分に給与
した子牛の生産に努めましょう。
■分娩後に行うこと。
①子牛を逆さにつるし羊水を吐き出させる（20秒
くらい、貧血防止、羊水で初乳が薄まらないよ
うに、哺乳欲を出させる）
②へその緒（臍帯の消毒、
ヨードチンキなどで）
③稲ワラを敷く
（長め、納豆菌や乳酸菌があり、
子牛にはよい環境となります）
④初乳をあたえる
その他に、親牛が子牛を舐めるか確認する。
血液の循環をよくする
マッサージ効果
呼吸を促進する

３月１０日（金）、天草畜産農協で仔牛品評会が
行われ、１９頭が出品されました。厳正な審査の
結果、五和町手野の山形栄樹さんの「ひさかつふ
く号」が首席に輝きました。「ひさかつふく号」
は、父が「安福久」、母の父が「勝忠平」、母の祖
父が「平茂勝」。
井上審査員は、
「 全体的に発育が良好で品位に
優れた牛が多く見られました。仔牛セリまでの
一週間、十分に手入れをされて仔牛市場で高く
販売されるように頑張ってください」と述べられ、
首席に輝いた山形さんは「首席をいただき、と
ても嬉しかったです」と話されました。
（売却のみ集計・消費税込）

雌
去勢
計

頭数
154
208
362

最高価格
１，
３７３，
７６０
１，
３４３，
５２０
１，
３７３，
７６０

平均価格
８０１，
９７０
９０８，
７０１
８６３，
２９６

平均体重
280
307
296

平均日齢
277
270
273

前回比
-３，
３６４
-３９，
１３４
-２３，
４６７
8
6

農林水産省・警察庁 からのおしらせ

JA共済

公道での事故例から農機操作の危険なポイントを検証しよう
農機の死亡事故は、単独事故と他の車両を巻き込む追突事故等に分かれます。
ケース

１

農耕車が関係する交通死亡
事故の事故形態別件数

公道における、農機操作中に不注意で起きる事故の主な原因

（平成27年）

道路外への逸脱・坂道駐車で転落・横転

その他
３件

農機が公道から逸脱し、水田や用水路等へ転落または傾斜地に乗り上げ横転。
坂道に駐車をする際にサイドブレーキをかけ忘れ、横転して下敷き事故になる。

追突事故
8件

作業中による農機の重心の変化で横転
運転席が高い位置にある農機は重心が上にあり、傾斜地での微妙
な操作でパランスを失いやすく、転落や横転して死亡事故になる。
ケース

2

単独事故
（転落・横転）
19件

出典：警察庁資料より

公道における、一般車両との接触・追突による死亡事故の主な原因

走行中の転落・追突事故
後続車を先に行かせようと、道路脇に寄りすぎた農機が公道から逸脱し
転落事故になる。
農機に反射板を取り付けいない、取り付けていても汚れのため後続車が
認識できず、追突事故になる。

職

平成30年

２月15日㈭ 卒業式・味の交換会
※内容は変更になる場合があります。

⑤一日でも早く仕事を覚え、
組合員の方々や地域農業の
発展に貢献できるよう頑張りますのでよろ
しくお願いします。

退職のご挨拶

エーコープマーク商品研修
花の寄せ植え、野菜品評会

若草のもえる季節となりま

11月

したが︑皆様方には︑益々ご

日帰り研修

健勝のこととお喜び申し上げ

10月

①坂 本 信 介（２３歳）
②物流センター
③本渡北地区
④魚釣り、旅行

31

日

９月14日㈭ 野菜作り講習会②・研修会

①氏名（年齢） ②配属先 ③出身地
④趣味・特技 ⑤今後の抱負

旧

参事
営農経済部長
企画生活課 課長
営農経済部 営農課 課長待遇
営農経済部 経済課 係長
営農経済部 営農物流センター所長 調査役
営農経済部 営農課
本渡南支店 貯金係兼出納係
監査室 監査室係
金融共済部 金融課 為替係
本渡北支店 貯金係兼出納係
五和西支店 貯金係兼出納係
本渡東支店 出納係兼貯金係
総務部 総務課（嘱託）
新規採用
新規採用
新規採用
嘱託職員 本渡西支店 貯金係兼出納係
臨時職員 営農経済部 営農課
臨時職員 営農経済部 経済課
臨時職員 営農経済部 営農課
新規採用
金融共済部長

ま す ︒ さ て ︑ 私 こ と 3月

７月６日㈭

入学式・交流会
講 演「食と健康について」
野菜作り講習会①

名

をもって定年退職を迎えまし

学習・実習内容

10

月に入組し︑

開催日

よろしくお願いします。

55

年

■学習計画

新入職員紹介

た︒昭和

第30期生

36

年6か月の月日が経ちまし

たが︑在職中は︑組合員の皆

様をはじめＪＡの諸先輩から

暖かいご指導ご鞭撻を受け︑

充実した社会生活を送ること

ができました︒ＪＡという組

織の中で今までに得た貴重な

体験を生かして︑今後の人生

▲抽選箱から抽選券を取り出す組合長

自分磨きをしたい女性を募集します ＪＡ本渡五和女性大学

9

を歩んでまいりたいと思う次

当ＪＡで１５本当選され、当選された皆様には後日商品をお届けさせ

第でございます︒また︑皆様

と厳正に行われました。

のご厚情を長く胸に刻ませて

３月１５日に当ＪＡ本店において久保組合長、関係役職員の立会いのも

役

参事（金融共済部長兼務）
営農経済部長（企画生活課長兼務）
監査室 課長待遇
営農物流センター所長 課長待遇
本渡東支店 支店長代理
営農経済部 経済課 係長（昇格）
調査役（昇格）
本渡西支店 貯金係兼出納係
本渡西支店 渉外係
本渡南支店 貯金係兼出納係
金融共済部 金融課 為替係
本渡東支店 出納係兼貯金係
五和西支店 貯金係兼出納係
本渡北支店（正職員）
試用職員 総務部 葬祭センター
試用職員 営農経済部 営農物流センター
試用職員 営農経済部 営農課
嘱託職員 本渡北支店 貯金係兼出納係
嘱託職員 営農経済部 営農課
嘱託職員 営農経済部 経済課
嘱託職員 営農経済部 営農課
嘱託職員 本渡西支店 渉外係
選択定年退職

戴き心より感謝申し上げます︒

復興応援商品」
（農産物加工品詰め合わせセット）の抽選会が平成２９年

新

田口 真吾
松下 眞一
江﨑るみ子
坂本 伸也
浦上大五朗
川本 哲也
山中三千綱
伊藤 貴美
山下 浩昭
松本あづみ
小嶋 優希
砂月 海音
谷川
遥
谷本 大樹
池田 智彦
坂本 信介
川峯 大和
坂上 由佳
小林伊都子
田口 恵子
松下 和代
糸田 龍正
松本 太一

末筆ではございますが︑皆

金・定期積金「農業復興応援キャンペーン２０１６」の特典として「農業

（平成29年４月１日付）

名

様のご多幸とご健勝をお祈り

平成２８年１１月１５日から平成２９年１月３１日まで実施した定期貯

ＪＡ本渡五和女性大学では、学習や実習をとおして自
分磨き、楽しく学んで仲間づくりを行う女性大学の受講
生を募集いたします。
募集要項
＊受講期間 １年（最長３年まで）
＊受 講 料 4,000円
※学習内容では、一部負担が必要となる場合があります。
＊対
象 本渡・五和地区在住の女性
＊募集定員 50名（先着順）
＊受講を希望される方は５月31日（水）までに、
【氏名・住
所・電話番号】お申し込みください。
＊連絡先 ＪＡ本渡五和本店 企画生活課
担当／高井 ☎２３―２２３１

氏

申し上げます︒

ＪＡバンク熊本
「農業復興応援キャンペーン２０１６」抽選会実施

ていただいております。

人事異動

松 本 太 一
（前金融共済部長）

①池 田 智 彦（２４歳）
②葬祭センター
③本渡南地区
④音楽鑑賞、書道、旅行
⑤組合員の皆さん、地域の皆さ
んに信頼されるＪＡ職員を目指
します。何事に対しても、素直さ謙虚さをいつま
でも忘れず頑張ります。よろしくお願いします。
①川 峯 大 和（１８歳）
②営農課
③宮地岳地区
④魚釣り、音楽鑑賞
⑤分からない事ばかりでご
迷惑をおかけすると思いま
すが、笑顔で元気よく一生懸命頑張りますの
でよろしくお願いします。
8

ひ ろ ば !
頭の体操

ゴールデンウィークのATM取引時間のご案内
本渡北支店

本渡西支店

イオン天草店

とれたて市場

下浦

２日（火曜） 8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

9:00〜19:00

9:00〜19:00

8:45〜19:00

３日（水曜） 9:00〜17:00

9:00〜19:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜19:00

9:00〜17:00

日

本店

５日（金曜） 9:00〜17:00

9:00〜19:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜19:00

9:00〜17:00

６日（土曜） 9:00〜17:00

9:00〜19:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜19:00

9:00〜17:00

７日（日曜） 9:00〜17:00

9:00〜19:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜19:00

9:00〜17:00

８日（月曜） 8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

9:00〜19:00

9:00〜19:00

8:45〜19:00

宮地岳

本町

城河原

二江

わかみや直売所

２日（火曜） 8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

３日（水曜） 9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

日

楠浦

システム停止日（稼働休止）

４日（木曜）

１

6

8

E

C

9:00〜17:00

9:00〜17:00

７日（日曜） 9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

9:00〜17:00

８日（月曜） 8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

8:45〜19:00

Ｄ

Ｅ

52

F

8 6 3 0 0 3 1

22

※個人情報につきましては、プレゼントの発送や
広報誌の編集以外では使用致しません。

読者の声

３月号当選者

ラ ン ド セ ル

前回の答え

葉

みんなの言の

近年、楠浦のおばが作って分けてくれるカリフラワ
ーが『天草一号』というカリフラワーだと今年にな
ってから知りました。見かけのインパクトもですが
…その美味しさで『おばちゃんのカリフラワー』は
楽しみです。家庭菜園をしているので、苗や種が欲
しいです。作るのは難しくないのかな？
（五和町御領Ｉさん）
４月から３年生。来年の春休みにはＪＡツアーの旅
行に参加してみたいです。
（五和町二江Ｍさん）

今月の顔
宮地岳町

佐々木

崇さん

（23歳）

就農して３年目になります。
両親と姉の４人家族で、繁殖
牛 ７ 頭 を 飼 育 し 、水 稲１．
７
ha、飼料稲１．
９ha、牧草７６a
を母と一緒に経営しています。
「繁殖・肥育一貫経営を目指
11
9

29

29

6

5

８

中から抽
者の

5

名様

方 法

５月４日（木）はシステムメンテナンスのため、全てのＡＴＭ
（他金融機関・コンビニＡＴＭでの利用を含む）
の取引を休止させていただきます。
※ＪＡネットバンクについても５月４日
（木）
は利用できません。
５月３日
（水）
から７日
（日）
は県内の一部のＡＴＭのみ稼動いたします。
４日
（木）
を除く日は、コンビニ提携・ゆうちょ提携についても取引可能となっております。

Ｃ

8
10
13
14
16
17
19

選で

9:00〜17:00

Ｂ

20
21
22

5

応 募

9:00〜17:00

18

17

端午の節句に食べます
映画の撮影時にカチンと鳴らします
人事
で所属部署が変わった
二つで１組のものを数えるときに使う
言葉
初節句に
飾りとこいのぼりを用意
した
野球の走者のこと
家を留守にする際は忘れずに
袖振り合うも
の縁
チョウの仲間。カラス、
アオスジといえば
ボルトやナットを回す工具
すし屋の符丁で茶のこと
布地を裁断した物

1
2
3
4

官製ハガキに必要事項をご記入の
上︑左記の要領でご応募ください︒
応募締切 平成 年 月 日
︵当日消印有効︶
平成 年 月号誌上

9:00〜17:00

20

表

６日（土曜） 9:00〜17:00

B

13

ヨコのカギ

発

9:00〜17:00

22

お寄せいただいたご意見やご感
※
想︑イラストなどはイニシャルで
ご紹介させていただきます︒あら
かじめご了承ください︒

9:00〜17:00

16

井戸などでくみ上げて使います
土を小高く盛り上げたもの
人がたくさん住んでいます
車に乗って出掛けます
孫悟空の乗り物です
中国の
に由来することわざは多い
まき割りや枝打ちに使う刃物
東南アジアの国。首都はクアラルンプ
ール
人を怒らせることを「
に触れる」
ともいいます
インドから伝わる心身調整法
太陽や星がよく見える天候
台所ですることの一つ

熊本県天草市南新町９ ―

9:00〜17:00

D

12

4
5

1
4
6
7
9
11
12
15

19

ＪＡ本渡五和
企画生活課

9:00〜17:00

F

7

タテのカギ

21

15

10
3

18

11

●こたえ
●郵便番号
●住所︵必ず番地まで記入︶
●氏名︵ふりがな︶
●電話番号
●ご意見・ご感想
今月号のよかった記事や
※
身近な出来事や話題など

9:00〜17:00

14

9
A

2

Ａ

５日（金曜） 9:00〜17:00

知っ
得

Ｑ 二重マスの文字をＡ〜Ｆの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

システム停止日（稼働休止）

４日（木曜）

クイズに正解するとステキな商品が当たる！

＝クロスワード＝

正解

み ん な の

こだわりドレッシング３点セットを
５名様にプレゼント！

下浦町 Ｋさん 亀場町食場 Ｔさん 本渡町広瀬
五和町城河原 Ｄさん 五和町二江 Mさん

Ｔさん

今月の顔の須賀原さんの笑顔は最高でした。デコポ
ンには加温・無加温デコポンがあることも知りまし
た。生産者の方の努力に敬意を払いつつ食べさせて
いただこうと思いました。
（五和町二江Ｋさん）
天草に転入して３年、こちらの情報をよく読み、地
域にとけ込むようになる手助けになっています。
（五和町城河原Ｉさん）
女性大学で多くの方が学んでいらっしゃるんだなぁ
と感動しました。天草に帰って３年、もう少し安定
したら参加してみたいと思いました。
（五和町手野Ｍさん）

しています。飼育で気をつけ
ていることは、病気をしない
ように衛生面に気をつけてい
ます。まずは頭数を３０頭へ
増やすことを目標に頑張りま
す」

エーコープマーク商品の紹介

こだわり

ドレッシング
（ミックス野菜）

230ｍℓ340円（税込）

●こめ油の原料米ぬかとにんじん、
コーン、ビートは100％国産です。
コクのある優しい甘味が感じら
れます。濃厚で、鮮やかな色が
食卓で彩ります。
10
8

