JA本渡五和だより
あなたの旅お手伝いはおまかせください！

JA天草旅行センター

TEL(0969)23-2262 FAX23-2263
◎ご相談・お見積もりは無料です！お気軽にご相談ください。

遊んで学べて、夏休み満喫!!

お好みに合わせて
選べる4つのプラン

国内旅行に海外旅行、グループ旅などなど、
夏休みの計画はもう済んでますか?
まだこれからという方は、
JA旅行センターへGO！
もちろん飛行機やJR券
の手配もお任せあれ！

夏の家族旅行
ファミリースペシャル
家族で行けばとってもお得!!

お得な旅行の相談
にものります！

親子3人（大人2人・子ども1人）なら 3世代6人のファミリーでも
全員
合計で

18,000円 31,000円

「てんとう虫プラン」
平日・休日泊／大人２名・子供１名の場合

「てんとう虫プラン」
平日・休日泊／大人４名・子供２名の場合

※詳しくは専用パンフレットを
ご覧ください

●「てんとう虫プラン」宿泊施設（一部）
長崎：矢太樓 ／ 山鹿：富士ホテル ／ 鹿児島：ホテル満秀など

ＪＡ天草旅行センター１０周年特別企画

９月頃

天草エアラインで行く博多座

世界文化遺産と
東北名湯めぐり
3日間

北島三郎特別記念公演
観劇ツアー 2日間
●出

発 日

●旅行代金

平成24年 9 月 7 日
（金）
お一人様

32,500円

※チケット代
（Ａ席）
14,000円は、
旅行代金に含まれております。

2部構成の豪華演出！

◆募 集 人 員／25名（最少催行人員 25名）
1部は、
『め組の辰五郎』。
◆利用予定ホテル／
2部はヒットパレード
キャナルシティ
・福岡ワシントンホテル（2名1室）
『北島三郎、魂の唄を…』。
※１名１室利用：3,000円追加
Ａ席にて、
存分に
◆食
事／朝1回、昼0回、夕0回
お楽しみください！
！
◆添 乗 員／同行致しません
◆申込締切日／平成24年8月3日（金）

残り10席！
本渡北

五和西

五和東

合 計

本渡南

平成24年
6月末

本渡西

オクラの収穫（宮地岳・山本富雄さん）

平成24年
3月末

※詳細は折り込みチラシを
ご覧ください

平成24年6月末現在 （単位：人）
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■組合員異動状況
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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

憂鬱な梅雨も
明け︑夏空がひ
ときわ眩しく感
じられる季節となりました︒組
合員の皆様は︑普通期米の田植
えや︑早いところでは稲刈りの
準備などご多忙のことと存じま
す︒
今年の夏は原発が稼働しない
ため︑深刻な電力不足が問題に
なっています︒計画停電のため
空調設備が不能になったり︑も
しくは使用を控えたりすること
で︑熱中症の増加も心配されま
す︒その上今夏の気温は︑西日
本では平年より高めになると予
想されています︒厳しい環境の
中で熱中症対策を万全に行いな
がら︑﹁節電の夏﹂を乗り切ら
なければなりません︒
のどが渇く前に塩分を含んだ
スポーツドリンク等でこまめに
水分補給を行う等︑屋外での熱
中症対策の徹底もお忘れないよ
︵タカ︶
うに

8

！
！
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■発行 JA本渡五和
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⑵ 地域に密着した高齢者福祉
対策への取り組み
体となった組織再編に伴う店

⑶ 渉外活動の強化︑地域と一
舗や事務所づくりへの取り組
み

化

３．財務の健全化と経営の効率
⑴ 経営基盤強化のための﹁Ｊ
Ａ本渡五和活動総合三カ年計
画﹂への取り組み

事 業 方 針
日本経済は本格的な震災復興

︻第一号議案︶ 平成二十三年度
要の成長が見込まれ︑景気は緩

要増加と雇用創出により国内需

原案どおり承認可決
第二十三回通常総代会が︑六
事業報告および剰余金処分案

施策の推進によって︑着実な需
月二十三日
︵土︶
︑本店大会議室
ますが︑地方への波及には時間

やかに回復していくと予想され

︵報告事項︶
平成二十三年度貸

について

総代五百二十三人中︑四百三

において開催されました︒

済連携協定︶交渉参加に向けた

が必要と思われます︒また︑政

動向に対し︑地域の農業及び組

借対照表︑損益計算書︑注記
︻第二号議案︶ 平成二十四年度
合員の生活を守り︑食料の安定

十七人︵委任状・書面決議書を

事業計画および関連事項につ

府が進めるＴＰＰ︵環太平洋経

として︑泉広幸県議会議員︑天
いて

表および付属明細書について

草市市長安田公寛氏︑ＪＡ熊本

含む︶の総代が出席され︑来賓

中央会常務理事江誠一郎氏をは
から︑ＪＡグループ一丸となっ

供給や多面的機能の発揮の観点

いて

じめ関係機関多数のご臨席を賜 ︻第三号議案︶ 定款の変更につ
りました︒
反対運動を強力に展開していく

て引き続きＴＰＰ交渉参加への
必要があります︒

総代会では︑次の第一号議案 ︻第四号議案︶ 規約の変更につ
から︑第六号議案および付帯決

いて

議︑報告事項まで提出され︑慎 ︻第五号議案︶ 信用事業規程の
変更について
環境は︑農業政策の見直し︑経

農業・農村・ＪＡを取り巻く

重に審議された結果原案通り承
農地利用集積円滑化事業規程
齢化︑担い手不足による正組合

認可決されました︒

員の減少や世代交代の進行など

営環境の変化︑農業従事者の高

の食と暮らし・いのちを守り

︻第六号議案︶ TPPから日本
一段と厳しくなっております︒

の変更について

交渉参加阻止実現に向けた国
このような中︑ＪＡ本渡五和

点事項を実践いたします︒

践最終年度にあたり︑以下の重

は﹁活動総合三カ年計画﹂の実

民運動の展開に関する特別決
議について
中︑軽微な事項の変更・修正

︻付 帯 決 議︶ 本日の決議事項
および誤算・誤字の訂正並び
に法令︑その他行政庁の指示
１．地域農業の復権

重 点 事 項
⑴

による必要な修正加除は︑こ
れを理事会に一任するものと

⑵

するため︑﹁生産工程管理・
記帳運動︵トレーサビリテ
ィ︶﹂への取り組み
土づくりを基本とした高品
天草の特性を生かした生

質︑
低コスト 生産への取り組み

多様な地域農業を支える担

組み

産・販売体制の確立への取り

⑶

⑷
い手の育成・支援

２．組合員︑地域住民への対応
強化
営農・生活相談︑資産管理

結構だが︑実際には今年も原油

目的使用の内訳について説明願

容について︑当期減少高のうち

⑴

相談等の各種相談業務の充実

に困っておられる︒そういう場

の高騰によりデコポン農家など

います︒

への取り組み

額の一億円に達した時点でこれ
合に︑取り崩して支援を行って

は困っている︒取崩基準には農

﹁食の安全・安心﹂を確保

する︒

を取り崩すのか︑あるいは災害
もらえるのか︒

災害が発生した時点で理
ているが︑倒壊したハウスを立

支援をいただきありがたく思っ

ハウスが潰れ︑ＪＡからも人的

また︑一昨年の雪害の際には

や百円値上がりしたら速やかに

ないと思うので︑例えば九十円

として明確な取崩基準が作って

るが︑実際に運用するシステム

た場合には取り崩すとなってい

家経営を圧迫する事態が発生し

います︒

慰労金との関連について説明願

理費︑四十二ページの役員退職

また︑三十六ページの事業管

が発生した時点で順次これを取

事会を開催し︑承認されれ

てなおす費用は全員自己資金で

り崩して使っていくのか︒

ば取り崩して農家支援のため支

立て直した︒そういった時に︑

取り崩すといった方向で検討願

いのための減少や退職者への退

的使用は︑当年度賞与支払

当期の賞与引当金等の目

払っていきたいと考えていま

早急に無利子で融資などをして

す︒
今年の二月三日に寒害が

職金支払い︵平成二十二年度ま
での積立部分取崩し︶と費用

います︒
鬼塚 議長 が ︑﹁た だ今 の

いただければ助かるし︑次の生
産につながっていくと思うが︑

説明し︑役員についても同様の

︵平成二十三年度分の拠出︶を
受けしたい﹂と述べました︒

意見は︑要望事項としてお

あり︑特にビワが壊滅的な

打撃を受けて前年対比一割にも

ビワの被害の件は︑

報 告 事 項 ＪＡ基本方針に基づくＪＡ財務モニ

どのようにお考えか︒

夏期賞与の支給について

満たない収量ということで非常

第６号議案

守︶体制の整備・強化への取

処理がなされていることを説明

法人団体貸付条件変更について

⑵ コンプライアンス︵法令遵

総代会資料三十四ページ

第５号議案

役員の方からも話が出

し︑合計した数字が退職金また

法人団体借入申込みについて

り組み

組合長の挨拶

会場の様子

の賞与引当金︑退職給付引

借入申込みについて

第４号議案

ましたが︑部会からとりま

第３号議案

は慰労金となります︒

平成２３年度業務報告書について

⑶ 自己資本充実への取り組み

答

問

当金︑役員退職慰労引当金の内

第２号議案

とめてＪＡに報告をしてい

認されました。

⑷ 場所別・部門別損益に基づ

おいて理事会が開催され、次の議案が審議・承

ただければ理事会で検討し

５月末事業実績について

たいと思います︒
一昨年の雪害の件につい
ても︑部会からＪＡに要望
を出していただければ考え

第１号議案

く経営管理の実践・徹底
４．支店機能の見直しと再編整
備
⑴ 組合員の要望に対応できる

一昨年の雪害の問い
は課長に要望したが︑
課長のところが一番被害を
受けていたので︑本人から
は言いにくかったのかと思
います︒今後は検討願いま
す︒
また現在︑資材高騰対策
積立金を一千万積み立てて

タリングについて

ていきたいと思います︒

質問をする総代さん

あり︑積立金をされるのは

平成２４年６月２８日（木）、本店第３会議室に

答

問

支店機能の見直し
⑵ 物流体制の合理化・効率化
の実現︵営農物流センターの
充実︶

質 疑 応 答
剰余金処分案について︑
今年から農業振興積立金を

積み立てることに謝意を示した
上で︑取崩し基準としては目標

答

答
問

通常総代会
第２３回

２
３

問

JA本渡五和女性大学
運動で︑足の筋力をつけること

で転倒防止につなげたり︑健康

増進を図るとして︑受講生は熱

入学式では︑前田利男常務よ

心に取り組みました︒

JA本渡五和女性大学第二十

り︑﹁女性大学は︑実践を中心

二十五期生
入学式

五期生の入学式が六月二十七日

とした学習内容であり︑有意義

挨拶があり︑天草市の安田公寛

な学習にしていただきたい﹂と

入学式前の講習では︑﹃ちょ

市長様︑天草地域振興局の川口

学されました︒

っとその場でチェアビクス！﹄

靖浩様に祝辞をいただきまし

︵水︶に開催され︑六十一人が入

と題してＪＡ熊本厚生連の伊藤

今年度の学習・実習内容は︑

験を計画していましたが︑残念

の日は︑山口地区にて田植え体

した︒体験はできずに生徒達は

強をし︑みんなで昼食を食べま

ＤＶＤにて朝食の大切さ等の勉

約束唱和

ながら雷雨のため体験を断念

早期水稲で使用中ですが、音量や使用時間帯に
ついてはご配慮をお願いします。

残念そうでしたが︑ＤＶＤや昼

鳥おどし爆音機について

し︑バスから田植機での田植え

今年度の受講生の子ども達

でした︒

家畜には生産のために最も適した環境温度域（生産
温度域）があり、乳牛は10〜18℃、肉用牛では13〜
25℃とされています。気温が26℃を上回ると、呼吸
数を増加させたり、発汗を活発にして水分を蒸発させ
るなど、体温を一定に保つために体内の熱の放散を活
発に行います。気温が上がると水の摂取量が多くなり
ます。水の働きは、暑さによって失われた水分を補給
するだけでなく、体内を冷
やして体温を上げるといっ
た効果もあります。夏場は
特に、牛が低温で新鮮な水
をいつでも飲めるようにし
ましょう。

食は笑顔が見られ楽しめたよう

《夏季における飼養管理》

チェアビクスの様子

を見学しました︒

その後︑山口支所に移動し︑

○空 胎 防 除 ８月２１日（火）予定（本渡・五和地区）
○本渡地区子牛注射 ８月３０日（木）・３１日（金）
○成牛せり市 ８月２８日（火）（天草家畜市場）

次回の開催は八月四日︵土︶に

ＪＡグループは集荷促進取り組み中です。農家の
高齢化対策として庭先集荷に取り組んでいきますの
で、
ライスセンターに集荷依頼の電話をお願いします。
本渡R.C. ☎２３−７２４５ 五和R.C. ☎３２−１９２０

産

田んぼの草取りとブドウ狩り体

平成24年産米出荷、
集荷への取り組みについて

畜

験を行います︒

・架干し（水分は１５％を目標）
３〜４日間を厳守してください。長くなると胴割
米が多くなります。
【普通期水稲】
・水管理
中干し（７月３１日まで）後は、間断かん水を行う。
・穂 肥 穂数の増加、実入りをよくするため有機苦
土入０３８号を１０ａ当たり２０㎏施用。ヒノヒカリで
８月５日頃です。
・病害虫防除
・いもち、白葉枯
…オリゼメート粒１０ａ当り４㎏、８月上旬散布。
・カメ虫（斑点米）ウンカ防除…畦畔雑草、水田周
辺雑草を除去し、耕種的防除を行ってください。
…キラップジョーカー粉ＤＬ（穂揃期）
トレボンスター粉ＤＬ（乳熟期）

た︒

早刈り

青米・未熟米が
多くなります︒

適期刈り

胴割米・茶米
が 多 く米 質が
悪くなり︑
食味
が低下する︒

収量が多く、
米に光沢があ
り形質・食味
がよくなる。

アグリキッズスクールでは︑

・適期刈取り
1穂の籾のうち、８５％ぐらい熟れたころが適期です。

今年度の受講生の皆さん

今年度第一回目の体験学習を六

刈取り

・シシトウ
・台風対策：圃場の周りに防風ネットを設置し、排
水溝を整備し、支柱や杭にしっかり固定する。
・病害虫防除（収穫前日まで）
斑点細菌病…Ｚボルドー５００倍
スリップス、オオタバコガ
…コテツフロアブル２，
０００倍 収穫前日２回
アブラムシ
…アクタラ顆粒水溶３，
０００倍 収穫前日３回

月十六日︵土︶に行いました︒こ

乳熟期

灌水については、 1週間間隔で行ってください。

千恵子様による研修会を行い︑

家庭菜園講習会︑お茶の入れ方

追肥については、１週間〜10日に１回Ｓ646号を10ａ

受講生は音楽に合わせて手足や

第二の心臓といわれる足裏の運

■

間断かん水

遅刈り

インストラクション︑日帰り研

■

当たり12〜13㎏施用。

深水

５

★オクラの管理

表

穂ばらみ期 出穂期

動など︑椅子に座ったままで手

理

修︑簡単キムチづくり︑花の寄

管

秋冬野菜面積推進取りまとめ中です。
冬レタス、玉ねぎ、秋インゲン、春バレイショ、ス
ナップエンドウ、水菜、タカナ、取りまとめします。
指導員とご相談の上、面積拡大を図ってください。
５〜１２㎝）を厳守してください。
・オクラ…出荷規格（９．
・病害虫防除（収穫前日まで）：
スス病…トップジンＭ水和１，
５００倍 前日３回
灰色カビ病…ロブラール水和２，
０００倍 前日３回
アブラムシ…モスピラン水溶４，
０００倍 前日３回
オオタバコガ…コテツフロアブル２，
０００倍 前日２回

軽に行えるチェアビクスを学び

水

菜

せ植えなど年間五回開催を予定

ポジティブリスト制度が施行されています。
農薬散布時には、近くの方へ散布連絡の一声をかけ
ましょう！
【早期水稲】
水管理
穂が出揃ってからは、根を健全にするため間断か
ん水を徹底しましょう。早めに水を落としますと粒
張り不足や胴割れ米の原因となり、品質食味を落と
します。落水期は刈取りの５日前まで延長しましょう。
間断かん水とは「２日間はかん水、
３日間は落水」
状態です。台風が接近する場合、風が強くなる前に
深水にしましょう。

野

しています︒

物

月の営農情報

ました︒チェアビクスは︑テレ

作

8

ビを見ながらでもできる簡単な

平成
平成24年
年

職員採用試験のお知らせ
職員採用試験を実施いたします。
■試 験 日 平成２４年９月１９日
（水）
■募集人員 ４名
■受験資格 高校・短大・専門学校・大学
を平成２５年３月卒業見込の方または前記
の学校を卒業後概ね３年以内の方
■申込み締切
平成２４年９月７日
（金）
まで必着
■そ の 他 受験希望者は履歴書、卒業見
込証明書、成績証明書を総務課までご提出
ください（郵送可）。
平成２５年３月卒業見込の高校生は学校
からの推薦状が必要となります。
応募者には別途採用試験実施要領・受験
票を送付いたします。
■お問い合せ先
ＪＡ本渡五和 総務課
（人事担当：松本）
☎（０９６９）２３−２２３１
４

厚生連
ニュース

︽甲状腺とは？︾

体がむく
む・気力が
なくなるな
どの身体症
状が出現

ています︒

六十歳代の女性に多いと言われ

し︑四十〜

すぐ横にあり︑蝶が羽を広げた

甲状腺は︑首ののどぼとけの
ような形で気管を包み込むよう
甲状腺は甲状腺ホルモンとい
るという同様の症状が現れるこ

多いようですが︑甲状腺が腫れ

対の身体症状が出現することが

バセドウ病・橋本病は︑正反

うホルモンを作り︑血液中への
ともあります︒

にある小さな臓器です︒

分泌を行い︑体の発育を促した

血液検査・超音波検査等があ

︽甲状腺の検査︾

り︑新陳代謝を活発にする働き
があることから︑活動的な生活
を送るためになくてはならない
大切な臓器です︒
いる場合は︑問診と触診だけで

りますが︑症状がはっきりして
︽代表的な甲状腺の病気︾
診断できる場合もあります︒
早期発見のため︑毎年健診を

＊バセドウ病︵甲状腺機能亢進
症︶

療機関を受診しましょう︒

身体症状を感じたら︑近くの医

受けるとともに︑上記のような

ンの分泌が過剰となり︑脈拍数

バセドウ病は︑甲状腺ホルモ
が増える・動悸がする・体重が
減る・発汗が多い・暑がりにな
る・手足が震える・イライラす

天草中央保健福祉センター

個人の白色申告者のうち︑前々年分あ
るいは前年分の事業所得︑不動産所得ま
たは山林所得の合計額が三百万円を超え
る方に必要とされていた記帳と帳簿書類
の保存が︑これらの所得を生ずべき業務
を行う全ての方︵所得税の申告の必要の
ない方を含みます︶について︑平成二十
六年一月から同様に必要となります︒

高校生の税の作文募集
国税庁では︑今年も高校生の皆さんか
自分や家族の体験を通して︑税につい

ら税に関する作文を募集します︒
て自分が考えたことなど︑税に関するこ
とであれば何でも結構です︒字数は千二
百字程度︑締切りは九月七日︵金︶となっ
そのほか︑国税庁および全国納税貯蓄

ていますので奮って応募してください︒
組合連合会では︑中学生の皆さんを対象
に税についての作文を募集します︵字数
は 千 二 百 字 以 内 ︑ 九 月 五 日︵ 水 ︶締 切
詳しくは︑最寄りの税務署にお尋ねい

り︶
︒
ただくか︑国税庁ホームページをご覧く
ださい︒︵ http://www.nta.go.jp
︶
天草税務署︵電話二二︱二五一〇︶
自
※動音声案内

至本渡港

南

町山口川

☎24−0620
天草中央保健福祉センター
≪お問い合わせ≫

場
会
時
日
診
健
健診日程

る・眼球が出てくる等の身体症

8 月25日（土）〜26日（日）
国 道 ３ ２ ４ 号

状が出現し︑二十〜三十歳代の

天草中央保健福祉センター
至五和町

女性に多いと言われています︒

8 月10日（金）〜13日（月）
丸善興産
ＧＳ
天草
市役所

＊橋本病︵甲状腺機能低下症︶

本渡北公民館

会員には、次のような特典があります

JA本渡五和組合員の方および地域住民の方

国税だより

8 月 9 日（木）

プリエールほんど

☆☆☆ 健診の申込みをお忘れの方は、天草市へお問い合わせください。 ☆☆☆
平成二十六年一月から︑記帳・帳簿等の
保存制度の対象者が拡大されます

天草中央保健福祉センター

川

8 月 8 日（水）

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。

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。

「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。

佐伊津町公民館
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。

本渡バス
センター

8 月 7 日（火）

募

プラザ
ホテル

本町公民館
本渡南
公民館

■斎場案内図

横山
歯科

8 月 6 日（月）
ご加入の手続きは簡単です

熊本ファミリー
銀行

一回限りの入会で
「安心」と「信頼」がお求めになれます

天草中央保健福祉センター

至瀬戸大橋

8 月 3 日（金）〜 5 日（日）

JA本渡五和
本店

下浦町公民館

選果所

8 月 2 日（木）

（いのり）

特定健診・胃がん検診・腹部超音波・子宮頸がん・胸部Ｘ線・前立腺（PSA）検査
骨粗鬆症・大腸がん・乳がん（乳房超音波、マンモグラフィ）検診
健診内容

志柿町公民館

プリエールの会 会員集

橋本病は︑甲状腺ホルモンの

☎２２−５３３０

対 象 者

８月の健康診断のお知らせ
ＪＡ熊本厚生連からの
お知らせ

訪問介護事業所
■お問い合わせ ＪＡ本渡五和

分泌が低下し︑疲れやすい・寒

あなたの在宅生活をお手伝いします。

６
７

入浴・排泄・移動、
服薬介助、他
調理、掃除、
洗濯、買物、他

8 月 1 日（水）

JA
葬祭

身体介護
生活支援

がりになる・汗が少ない・脈拍

サービス内容は？

数が減る・体重が増える・顔や

お困りでは
ご存じですか？
ＪＡ本渡五和では、訪問介護 ありませんか?
サービス（ホームヘルパーサービス）を行っています。

