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

飛鳥Ⅱクルーズ

豪華客船「飛鳥Ⅱ」で行く山陰３日間
特選オプショナルツアー

伝説と古代浪漫を巡る・
・
・出雲・松江・隠岐の島
●出

発 日 平成２２年１０月１１日
（月・祝）

120,000円〜

●旅行代金

お一人様

◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います。

★ショーなどのプログラム多数！
！
★特選オプションで隠岐の島を巡る！
！
★天草⇔博多港の専用送迎バス無料！
！
★交通費（移動費用）・宿泊費・食事代・エンターテーメント（ショー
コンサート・映画）・カルチャー教室・スポーツ施設使用料など全
て代金に含まれており、個人的なもの以外は、ほとんどが無料！
！

5月31日（月）までにお申込みいただいたお客様は…

早 〈ロイヤルスイート、アスカスイート、スイート〉

旅行代金より お一人様10,000円引

割 〈デラックス〉 旅行代金より お一人様 5,000円引
日帰り企画

野球観戦ツアー （ナイター）
ソフトバンク vs 読売ジャイアンツ
●出

発 日 平成２２年６月１２日
（土） A指定
（3塁）

●旅行代金

●募集人員

お一人様

9,000円

２０名（最少催行人員 １５名）

◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います。
◆食
事／なし

日帰り企画

木）
４月１日（ 始
予約開

予告

野球観戦ツアー （デーゲーム）
ソフトバンク vs 読売ジャイアンツ
●出

「大奥」

（3塁）
発 日 平成２２年６月１３日
（日） A指定

●旅行代金

●募集人員

お一人様

9,000円

●出

発 日
平成２２年７月予定

４０名（最少催行人員 ３５名）

◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います。
◆食
事／なし

本渡北

五和西

五和東

平成22年
2月末

795

1,201

374

841

739

594

4,544

准

193

400

813

439

588

298

2,731

1,201

377

844

734

597

4,537

正

784

（前期末比）

−11

0

3

3

−5

3

−7

准

197

406

833

466

589

297

2,788

4

6

20

27

1

−1

57

（前期末比）

■編集責任者 参事 宮崎淳二
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■発行 JA本渡五和
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プリエールほんど

信頼と助け合いのJA葬祭

月 日

平成22年 3 月20日発行

三月に入ってか
らも雪がちらつく
日があり︑三寒四
温を繰り返し春に
向かうとはいうものの気温差が激し
いですね︒組合員の皆様はいかがお
過ごしでしょうか︒早期米を作られ
る組合員の方は田植えの準備も本格
的に始められる事かと思います︒体
調管理には十 分 気 をつけてください︒
先月オリンピックが開催され︑日
本選手はもちろん各国選手が全力で
競技に挑む姿に感動しました︒中でも
タニは︑フィギュアスケート男子の
織田選手に共感してしまいました︒
競技を中断した時は怪我をしたのか
と思いましたが︑最後まできっちり
演技を終えよく頑張ったなーと︑と
ころがインタビューでは﹁切れてい
た靴紐を結びなおして …
﹂︑ タ ニ
﹁準備不足？﹂テレビに尋ねてしま
いました︒その後も泣きながら自分
を責める織田選手︒本来あってはい
けないミスですが︑メダルを争う選
手達も同じ人間﹁ゲンを担ぐ﹂勝手
に思い込んで入るのですが︑そんな
言葉が頭に浮かんで︒人一倍努力
し︑自分の使う道具一つ一つ大事に
する人があそこにいるのだとしみじ
み︒四年後も楽しみですね︒
︵タニ︶

2010

合 計

本渡南

平成21年
3月末

本渡西

菜の花の刈り取り（枦宇土町）

平成22年２月末現在 （単位：人）

正

地 区
項 目

本渡東

■組合員異動状況

※詳細は後日掲載
します。

天草市瀬戸町1-1

8

第二十二期生

農村女性大学卒業式

平成二十一年度園芸部会

生産者大会開催

さんに修了証書
節約低価格志向は強まるが︑飲

﹁景気の後退から続く消費者の

二月二十二日
︵月︶
︑生産者・

授与︑二十八名
食業界では従来より単価を上げ
安全を売ることで成功しており︑

辞をいただきま

家の光講師︑萬野保子様に〝自
の皆勤者に皆勤
ているにも関わらず売上げを伸
我々生産者も安全で安心な作物

第二十二期女性大学卒業式が

分磨きでいきいきと輝きましょ
賞が授与されま
ばしている企業もある︒この企
を作ろう﹂と挨拶して大会が始

関係者約七十名が参加し︑園芸

う〟と題し講演があり︑﹁いき
した︒また︑学
業は国産のものを使い︑安心・

部会生産者大会がＪＡ本店にて

いきと輝くために①食事︵食事
級長の有馬米子

した︒蓮池学長

の摂り方で性格に大きく影響︶
さんより年五回

より卒業生を代

②飾る︵内面も飾る︶③職業を
の学習や学習に

二月二十三日︵火︶︑本店にて開

もつ︵張り合いが出る︶という
対する謝辞を述
朝早くから料理を作っていただ

開催されました︒金子部会長が

生活の中で三つのことを行い︑
べられ︑
卒業式は終了しました︒
いたことに感謝をしながら楽し

表して久保邦枝

いくつになっても学ぶことは大
その後卒業生の方が持ち寄っ
いひとときで謝恩会を終了しま

催され︑五十九名が修了証書を

事なことであり︑知識を身につ
た自慢の料理で味の交換会を行
した︒

授与されました︒卒業式の前に

けいきいきと輝きましょう﹂と
いました︒プロ並の料理がテー

消費者から期待される安全・安

販売力の強化を図るとともに︑
目ごと回答をいただき︑具体的

会では︑生産者からの質問に品

していただきました︒意見交換

の環境や特色と販売情勢報告を

者にもご参加いただき︑各市場

大会には取引市場五社の代表

議されました︒

導係長より説明︑満場一致で決

販売計画について︑吉本営農指

二十二年度生産販売基本方針・

まりました︒大会に提出された

続いて卒業式が行われ︑学長
ブル狭しと並び︑料理の紹介・

心な﹁熊本野菜ブランドの構築﹂
な要望や提案が出されました︒

話されました︒
である蓮池組合長より﹁この大
作り方の説明が行われる中で︑
第五十一回熊本県野菜振興大
を目指し︑開催されています︒

着物の手入れ法や着物の文化︑

芸功労賞を受賞されました︒

く環境については全国的に大差
がなく︑本渡五和の生産者が現
在行っている安全・安心な作物

下水道
引込工事

この大会は︑本県野菜生産者

作りを徹底していけば必ず目標
達成できるし︑市場も全力でバ
ックアップしていきますと心強

１,２００万円（非課税）

く答えてもらいました︒

―

や関係者が一堂に会し︑県野菜

ることにより農林家の経営の安
定に資することを目的に実施さ
れています︒今回︑本渡南地区
の久保田昇さんが奨励賞を受賞
されました︒また︑表彰式終了
後には講演と農林水産大臣賞受
賞園の現地研修会が実施されま
した︒

水ノ平バス停
より徒歩３分

振興のための課題認識と意識統

（平成22年2月28日付）

激励賞を受賞した久保田昇さん

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

一に努め︑地域枠を超えた生産

推進ポイント制導入について

けのこ等の生産技術を向上させ

報告事項

組織の連携・協調による生産・

現在︑女性部では︑正組合員
運動を行っています︒正組合員
に加入し︑ＪＡ運営に参画して
いただきますようご協力よろし
くお願いいたします︒

平成二十一年度熊本県
たけのこ園経営管理
コンクール奨励賞受賞
熊本県たけのこ園経営管理コ
ンクール表彰式並びに研修会が
二月二十五日
︵木︶
に︑上益城郡
山都町で開催されました︒
このコンクールは︑竹林の園

について

たことは財産であり︑これから
も活かしていただきたい﹂と挨
会が二月二十三日
︵火︶
に熊本テ

喪服に付いている紋の意味など

﹁今まで間違った収納をしてい

計画書について

どの市場の方も農業を取り巻

拶のあと︑安田市長︑天草地域

ンバーで行う﹃目的別グループ
の話をされたあと︑藍染めの体

たから︑今日話しが聞けてよか

びに平成２２年度内部監査年間実施

地化技術および経営管理技術の

信用手数料の各種変更について
固定資産の取得について

の原田時男さんが熊本県野菜園

ルサで開催され︑前園芸部会長

活 動 ﹄〟 が 重 要 で あ り ︑ 女 性 部

験では︑ハンカチに輪ゴムをく

その後︑㈱ワソーの小松さん

った︒楽しかった﹂と話されて

平成２１年度内部監査実施報告書並

向上を図り︑たけのこの品質向

法人団体借入申込みについて

第 4 号議案
第 5 号議案
第 6 号議案

本渡五和女性部

リーダー学習会開催
本渡五和女性部では︑二月二
日︵火︶︑本渡五和本店において
部員七十一名が参加して︑リー
ダー学習会を開催しました︒
熊本中央会営農生活センター
の一村部長より︑〝女性組織の
活性化・女性参画について〟と
題し講演があり︑﹁高齢化で部
員数の減少に歯止めがかからな
い中で︑部員が〝やりたいこと

の活性化につながる︒また︑正

くり模様をつけた作品ができ上

をやりたいときに︑やりたいメ

組合員になり︑ＪＡ運営等へ参

と熊本中央会営農生活センター

がりました︒参加された部員は

の熊見さんに︑着物の手入れ法

いました︒

った着物︑タンスに眠っている

した︒今ではなかなか着なくな

と染物体験を行っていただきま

だきたい﹂と話されました︒

画し︑女性の声を反映していた

手作りのご馳走がずらり

振興局松田課長より来賓のお祝

熊本県野菜園芸功労賞受賞

学で学ばれ︑多くの人と出会っ

大会の様子
価格（1区画）
／453万円〜504万円 ・合併浄化槽
佐伊津小学校 ８区画
最多価格帯／504万円台（3区画） ・上水道管理費
より徒歩４分 （21区画）
土地面積94坪〜104坪
月額500円
2

１月末事業実績について

上と生産量の増大並びに早掘た

必要な設備・
負担金など

都市計画
天草市
３８２．
１４㎡
宅地
60％
土 地 本渡町本泉 （１１５．
区域内・
６坪）
（雑種地）
200％
用途指定なし
字森ノ木 （私道負担なし）
3,178.8㎡
天草市
都市計画
雑種地および山林
土 地
（約961坪）
―
佐伊津町
区域外
（現況：雑種地）
私道負担なし

価 格（税込）

1

平成２２年２月２４日（水）
、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。

２
３

挨拶する金子部会長
表彰を受けた原田時男さん

職
退
織
香
束
穂

おせわになりました

職
退

職制規程及び給与規程の一部変更

第 3 号議案

情報提供日：平成22年3月10日
取引態様：仲介

■不動産売物件一覧

販売区画数
（総区画数）
所在地

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

JA本渡五和本店内 不動産係

交通及び
所要時間
建ぺい率
地 目（現況）
用途地域
・容積率

土地面積
（うち私道負担）

物件
種目
NO.

リーダー学習会の様子
皆さん見事な藍染めの作品

第 1 号議案
第 2 号議案

講演を行う萬野保子さん
松本女性部長

て︑いつも満面の笑みで話しか

から湯気を出す子牛に向かっ

の出産現場で︑生まれたての体

ることは︑毎日生まれてくる牛

私の記憶の中に鮮明に残ってい

や学ぶことばかりでした︒特に

を微塵も感じさせないものでし

見てきたものは︑農業の温かさ

く返ってきました︒私がそこで

﹁ N o ! ﹂︒ 何 の た め ら い も な

か？﹂と質問しました︒答えは

の家で生産した牛乳を飲めます

まらずボスに︑﹁あなたは自分

の死体があるのです︒そこでた

だきました各支部の青壮年部員
ける農場主の姿です︒生命誕生
た︒

北海道では︑一日一日が感動

皆さんをはじめたくさんの方々
を新鮮な気持ちで真摯に向き合

倉田政幸 氏 全国青壮年大会盟友の主張
全国大会優秀賞 を受賞
方々も固唾を飲んで見守ってい
ありがとうございました︒
ここに︑全国大会優秀賞を記
れがプロフェッショナルの農業

う彼を目の当たりにして︑﹁こ
郷︑熊本に帰ってきました︒し

そして︑多くの思いを胸に故

くない状況に︑応援にいかれた

六日から十八日にかけて︑東京
ました︒
本渡五和青壮年部初の全国大
念して倉田政幸さんの発表

青壮年部全国大会が︑二月十
日比谷公会堂で開催され︑九州
ブロックを代表し本町倉田政幸
会出場︑そして優秀賞受賞と本

に素晴らしい日本の農業が農産

た生活を送る中で﹁何でこんな

このような北海道での充実し

な﹂このようなことを何度も耳

の悪かけんあんまり無理すん

うことです︒﹁今は︑社会情勢

は﹁一〇〇％の現実主義﹂とい

でした︒その中で︑一番の悩み

かし︑冒頭でも述べましたよう

当に倉田さんおめでとうござい

私の家は祖父の代から続く果
物のグローバル化で国際競争に
にしました︒私は︑﹁なぜ現実

に︑私の農業人生のスタートラ

樹農家です︒祖父・父は根っか
負けるのか﹂という疑問を持つ
が悪い状態ならそれを変えるた

だ﹂と痛烈に感じ︑私も常に感

んたん家は︑倒産しとるのと同
らの農業人で︑我が家のみかん
ようになりました︒それ以来

動して物が作れるプロの農業者

さんが出場︑優秀賞を受賞され
ました︒そして︑全国大会へ出

然 ば な ん ︒ 協 力 で きん﹂︒ こ の
山には祖父が建てた〝農魂〟の
﹁海外の農業に触れてみたい﹂
めの一歩を踏み出さないのか﹂

インは﹁理想﹂と﹁現実﹂の大

やり取りは︑私が就農した時に
石碑があります︒二人は戦後の
との思いが強くなり︑アメリカ

になりたい！と︑思うようにな

ました︒最優秀賞の近畿ブロッ
ク代表西山和人さんとは結果発
場するにあたり︑ご支援をいた

﹁ it s my dream
﹂を掲載いた
します︒

表までどちらがとってもおかし

農協の方と交わした言葉です︒
混乱期や国際経済の影響で日本

きなギャップに悩み苦しむもの

私の家は︑確かに︑貧乏農家で
の農業が衰退していく時代に
理解できませんでした︒そのよ

りました︒

した︒しかし︑決して倒産はし
へ行くことを決めました︒
うな葛藤の中で︑私に一筋の光

しました︒

ていませんでした︒なぜなら︑
﹁農業で家庭を守り︑農業こそ
そこでも刺激の多い二年間で

﹁牛を飼わせてください﹂
﹁あ

きちんと親から子へ農業という
が我が国の柱﹂との思いでやっ

いる時︑その人から﹁五十代六

バトンパスができ

十代の人たちは︑今は現実を見

を指し示してくれたのが盟友の

糞尿がたまり︑牛が歩くことも

つめるので精一杯︒未来を創造

方々との出会いです︒

ままならない状況で︑凄い異臭

し︑構築していくとがあんたの

した︒特に驚いたのが研修先の

私は農業が好きでたまらず︑
がするのです︒また牛舎の隅に

す︒そして︑日本の農業が今ど

酪農経営者の考え方です︒低所

琉球大学卒業後︑北海道帯広の
目を向けると︑ウジがわいた牛

のような状況にあるのか︑また

てきました︒そんな偉大なる二

だと私は思ってい
酪農家で一年間研修することに

た気がして熱いものが込み上げ

日本の農産物が作り出す環境が

たからです︒農業

ます︒このような
しました︒

てきました︒

どれだけ素晴らしいかを地元の

とある研修会で︑盟友の大先

思いで私の長い農

いくつかの目標を掲げました︒

また︑少しずつ規模拡大を行

得層のメキシカンを雇って自分

業人生はスタート

その一つがＪＡ本渡五和で成績

い︑現在は加温デコポン五十ア

人の後姿を見て育ち︑物心付く

私の夢は︑今増えている耕作放
の良いデコポン園で行われる収

頃にはすでに農業の虜になって

棄地を利用した和牛繁殖の放牧
穫祭に我が園が選ばれることで

の倒産は︑次の世

役目︒大御所に冷や水をかけら
とデコポン栽培の複合経営で

営農組織の一員として組織活動

代にバトンパスが

れたぐらいで︑しぼむ程度の農
す︒祖父がスタートした三ヘク

ール︑繁殖牛四頭・水稲飼料作

を通じて次の世代の人たちに伝

輩に私の悩みを聞いてもらって

業魂ではプロの農業者にはなれ
す︒そして︑試行錯誤の末︑つ

物一・五ヘクタールの複合経営

えていきたいと思います︒

はほとんど顔も出さず︑牛舎に

ん﹂この言葉を聴いた時︑一瞬
タールもの果樹園︒それが時代
いにその目標を達成し︑収穫祭

となりました︒これらの結果

いました︒

肩の力が抜け私の体を風がスー
とともに父の代では︑施設栽培
を行うことができました︒

できなくなった時

と通り抜けた感じがし︑その次
へと転換し︑現在二ヘクタール

この道を究めて︑立派な熊本の

の瞬間腹の底から︑力がメラメ

農業人になります︒そして︑い

一度きりの人生︑牛一頭一

うことを教えてくれるものとな

つしか我が子が私の背中を目標

頭︑デコポン一つ一つに思いを

を産もうとする母牛の姿﹂﹁あ

私はこの先農業を取り巻く環

りました︒

は︑どん底からのスタートだっ

りったけの力を振り絞って立ち

た私には︑最高の自信と次のス

今幼い頃より︑あこがれてい

上がろうとする子牛の姿﹂この

にしてくれるのを夢見て︒これ

牛の方も頭数は少ないですが

た農業に身をおき︑創造してい

境がどんなに変化しても︑デコ

が私の﹁

二〇〇八年の十一月から飼い始

た以上の楽しさややりがいを感

光景を見た時︑やっと自分の目

ポンと和牛と共に歩んでいきま

ものみかんの廃園があります︒

じ︑私は最高の農業環境にいる

指す農業のスタートライン立て

私は︑それを効率よく利活用

自分が作ったデコポンをまだ
と実感しています︒本当の兄弟

ラと燃え上がってきました︒こ

一度もであったことのない人が
や親子みたくいつも接してくだ

の日を境に︑﹁手伝い﹂から﹁職

食べ︑﹁本当においしかったで

さる地元青壮年部︑果樹・和牛

込め︑青年部・地域の方々そし

す︒ありがとうございまし

青年部の方々︑道端で声をかけ

テップへの大きな力となり︑や

た︒﹂と手紙が来る︒また︑ハ

てくださる地域の方々︑そし

め︑去年の九月には︑初の子牛

ウスの中で仕事をしていると夕

て︑どんな時も親身になって私

し︑日本農業の新たな可能性へ

暮れ時は︑散歩している人たち

にご指導してくださる農協職員

業﹂へと私の農業が変わり︑今

がわざわざ自分のハウスまで足

の方々︑これら全ての方へ心の

て祖父・父の思いを受け継ぎ︑

を運んで﹁もうあがらんかな

そこから感謝の気持ちでいっぱ

れば必ず結果は付いてくるとい

ん﹂と一言二言声をかけてくだ

が生まれました︒﹁必死に子供

さる︒これらのことは︑アメリ

いです︒この環境で私が結果を

励行し、実りの多い夏を迎えられるようにしましょ

う。

○田植え

・「コシヒカリ」の適期は４月５日〜１５日です。

・植え付け本数は５５〜６０株／坪程度を標準とします。

一株の苗数は３〜５本が標準です。苗数が多すぎる

と過繁茂の原因となり、倒伏や病害虫が発生しやす

くなりますので注意しましょう。

・植え付けの深さは活着や分げつ等に大きく影響しま

すので２㎝を目安とします。

・分げつを早期に確保するため、田植え後７日目くら

いに硫安を１０ａ当たり５㎏施用しましょう。

○水管理

・新しい根が出るまでは、暖かい日中は浅水にします

が、朝晩は低温から守るために深水にしましょう。

ただし、ジャンボタニシの被害が見られるところで

は食害を防ぐために浅水にしましょう。

・活着後は浅水管理で分げつの促進に努めましょう。

※除草剤はＪＡの栽培暦に基づいて散布し、その後は

掛け流しをせずに、７日間水を溜めてください。

った農業も見えてくるようにな

カの地では決して感じることの

出し切れないなら︑誰のせいで

つではありますが結果が出てく

まもなく早期水稲の田植えの時期です。基本技術を

りました︒

できなかった︑農産物が生み出

もない私自身の努力不足だと思

れがある限り日本の農業は世界

るようになりました︒私は︑プ

（天草農業活性化協議会作物部会より）

﹂です︒
it s my dream

す人と人︑地域と地域のつなが

っています︒

こそが︑日本の農業の最大の魅

のトップだと確信しました︒そ

ロの農業者を目指すにあたり︑

きな農業と接してきて︑少しず

して︑この確信の先に思い描く

力と大切な部分だと発見し︑こ

このような思いで︑毎日大好

りだと感じました︒そしてこれ

挑戦していきたいのです︒

倉 田 政 幸

までは発見することのできなか

ＪＡ本渡五和青壮年部
本町支部

４
５

it s my dream!

国税だより

税務署でのご相談は
予約を

税務署でのご相談は︑事前予

約をお願いします︒

具体的書類や事実関係を確認

する必要があるなど︑相談内容

により電話での回答が困難な場

７

至五和町

国 道 ３ ２ ４ 号
熊本ファミリー
銀行

横山
歯科

プラザ
ホテル

月の営農情報

物

〔早期水稲〕
・健苗づくり（早期水稲箱苗の作り方参照）
苗令2葉、草丈15〜20㎝の丈夫な苗を作りましょう。
・病害虫防除（育苗箱の上から均一に散布）
移植３日前から当日にデジタルコラトップアクタラ
粒剤を１箱当り50ｇ施用し田植する。（長期間薬効
が持続します）
・除草剤（使用後５日間は５㎝程の水深を保つ）
○ シリウスターボ１ｋ粒剤、10ａ当り１㎏
田植後５〜７日（ノビエ2.5葉期まで）
○ クサナインＬフロアブル、10ａ当り500㏄
田植後５〜10日（ノビエ３葉期まで）
○ アピロファインＤジャンボ、10ａ当り10パック
田植後５〜12日（ノビエ2.5葉期まで）、ぬれた手
でさわらない。
・水管理…田植後の活着は、水、地温が高いほど良
い。冷える夜間は深水とし、晴天日はできるだけ浅
水にして地面を暖め、発根を促進させる。
・初期生育促進
（コシヒカリ）
…早く活着させ分けつを
促進するため、元肥に硫安を10ａ当り５㎏施用する。

※農協に苗を委託された方は田植後、育苗箱を
洗って、すみやかに支所まで返却ください。
〔甘藷〕
種いも、苗の消毒を行い、品質の良い甘藷を生産し
ましょう。
・伏せ込み前（種いも）
ベンレート水和剤の粉衣（種いも重量の0.4％）
・植付前（苗の基部10㎝位）
ベンレート水和剤500〜1,000倍液に30分間苗基部
浸漬

菜

〔バレイショ〕
・葉面散布…クロロゲン青、メリット青の500倍液を

３月下旬より収穫７日前まで５〜６日ごとに実施し
枝葉の拡大を図る。
・エキ病防除（予防散布の徹底）…リドミルＭＺ水和
500〜750倍を収穫７日前まで３回程防除する。
・トンネル栽培管理…外気温が高くなると高温障害を
起こすので、晴天日は換気を行う。
・マルチ栽培管理…芽が出て葉が開き始めたら２〜３
本くらいに芽かきをする。
〔インゲン〕
・ハウス栽培管理
開花期以降は高温による落花（果）が著しいので、
30℃以上にならないように換気を行う。
○ 誘 引…倒伏防止のため早めにテープ等で行う
○ かん水…土壌水分を見て定期的に行う
（液肥かん水は500倍）
○ 追 肥…開花を始めたら適宜行う
（Ｓ646号、アサヒエース）
・トンネル栽培
○ 間 引…健全なものを１本残し早めに切断する
○ 土寄せ…本葉３〜４枚になったら土寄せを行う
・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1,500倍 前日／３回
○ サビ病…バイレトン水和1,000倍 前日／２回
○ アブラムシ…モスピラン水溶剤2,000倍〜4,000倍
前日／３回
○ スリップス…アタブロン乳2,000倍
前日／２回
○ ハモグリバエ…アファーム乳2,000倍 前日／２回
〔オクラ、シシトウ〕
圃場準備は播種、定植の２週間前には済ませておい
てください。

畜
■空胎防除

至瀬戸大橋
本渡バス
センター

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。
※プリエールとはフランス語で「いのり」といいます。

〈本渡地区〉
４月12日㈪ 亀場・楠浦・本渡南地区
13日㈫ 枦宇土・宮地岳・下浦地区
14日㈬ 本渡北・本町地区
※本渡地区に関しては、異常産と子牛
注射をいっしょに行います。

産

４月20日㈫、本渡・五和地区

異常産注射・子牛注射のお知らせ

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。

丸善興産
ＧＳ

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

JA本渡五和
本店

4

「食の安全」への関心が高まり生産履歴が明らかな農畜産物が求められております。
常に安心・安全な農畜産物を生産しましょう。

野
江崎石油
ＧＳ

町山口川

会員には、次のような特典があります

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

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。

しております︒

募

未来
プラザ

過敏
敏性
性腸
腸症
症候
候群
群に
につ
つい
いて
て
過

ご加入の手続きは簡単です

■斎場案内図

厚生連
ニュース

（いのり）

至本渡港

プリエールの会 会員集

予約の際には︑お名前・ご住

過敏性腸症候群というのをご存じですか？ 聞き
なれない言葉かもしれませんが︑全人口の三〇％が
一生に一度は経験していると言われるくらい︑実は
身近な症状なのです︒しかし︑ほとんどの方がその
まま放置しており︑病院を受診するまでには至って
いない状態です︒
︿原因﹀
過敏性腸症候群は︑大腸や小腸の形態に関しては
何も問題はないが︑何らかの原因で︑腸の運動が活
発になり過ぎて︑腹部症状があらわれる状態です︒
主な原因としては︑精神的ストレスや過度のプレッ
シャー︑不規則な生活習慣などがあげられます︒
︿症状﹀
症状としては︑下痢型︵一日に何度もトイレに行
く︑慢性的な下痢︶︑便秘型︵便が出にくく固い︑
慢性的な便秘︶︑便秘・下痢︵便秘と下痢を繰り返
す︶があるといわれています︒
︿治療﹀
まずは︑規則正しい生活を送ることが必要です︒
三食決まった時間に摂取することで排便のパターン
を確立することにもつながります︒そして︑活動と
休息のバランスを整えて︑ストレス解消に結び付け
ていくことが大切です︒食事に関しては︑下痢の時
には下痢を悪化させるような︑油料理・刺激物・冷
たい飲食物を避けること︑便秘の時には食物繊維を
とるなど︑症状に応じた対応が必要です︒
まずは︑病院でしっかり検査をして︑大腸や小腸
に疾患がないかどうかを調べてみることが大切で
す︒毎日の生活の中で︑上手にストレス解消をしな
がら︑自分に合ったリラックス方法を見つけていき
ましょう︒
ＪＡ熊本厚生連 伊藤千恵子

JA
葬祭

平成
平成22年
年

作

所・ご相談内容等をお伺いいた

します︒

なお︑税金の納付相談や確定

申告期において申告書作成会場

へお越しいただく際には︑事前

の予約は必要ありません︒

天草税務署

︵電話二二︱二五一〇︶

※自動音声案内

今年もお茶の摘み取りが近くなってまいりました。
生育状況に応じて各工場操業を開始していきますが、
４月中旬以降を現在予定しております。操業日等のお
問い合せは各支店・支所にお問い合せください。品質
向上のため、適宜摘み取りはもちろんですが、安全安
心なお茶製品づくりにご協力ください。
4月1日より
本町工場 本町支所 ☎２３−３５３５
午
後6時まで営業
五和工場 （城河原） ☎３４−０９６３
営農物流センター
営業時間のお知らせ
加工原料たけのこ（缶詰用）
田植え時期に入りまし
た。
の集荷を初めました
お仕事帰り、明日の準
備と
■期
間 平成22年４月上〜
いう組合員の皆様ぜひ
お寄
４月中旬（予定）
りください。
■集荷場所 本渡北集荷所
※詳しくは本渡北集荷所または、営農課までお問い合
わせください。
●本渡北集荷所 ☎２３−８９７３
（午前中対応）
●営
農
課 ☎２３−２２３１

合には︑お電話等で

事前に相談日時等を

予約いただいた上

で︑所轄の税務署に

おいて相談をお受け

知らせ
お茶工場操業について お

〈五和地区〉
・異常産注射
４月14日㈬ 大型農家
15日㈭ 城河原・手野地区
16日㈮ 御領地区

牛営農情報
・子牛注射
４月21日㈬
22日㈭
23日㈮

大型農家
城河原・手野地区
御領地区

６

