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。

航空券・JR券・ホテル等のご予約

国内旅行・海外旅行

事前に準備できれば、長蛇の列を作る販売機前に並
ぶ必要もなく、移動がスムーズになります。必要に
応じて宿泊やレンタカー・バスの手配もできます。

ご希望にあわせ、オーダーメイドで作成します。
シニア会・子ども会・婦人会・消防団、視察研修が
必要な旅行の取り扱いも大歓迎です。

テ

グ

世界陸上 大邱2011観戦ツアー ２日間
●出

発 日 平成２３年８月２８日
（日） 平成２３年９月４日
（日）
当日夜の部
（18：00〜２１
：
００）
S席での観戦確約
１9：00〜 男子４00mリレー予選
21：00〜 男子400mリレー決勝

当日夜の部
（１６
：
３０〜２１
：
００）
S席での観戦確約
１８
：
３０〜 男子100m準決勝
２０
：
４５〜 男子100m決勝
●旅行代金

高速船利用

41,800円・飛行機利用 47,800円

（2名以上1室・子ども同額、
お1人様料金） （2名以上1室・子ども同額、
お1人様料金）

●スケジュール

高速船

食事

飛行機

1日目

午前 博多港発、
釜山港へ
午前 福岡空港発、
アシアナ航空にて釜山空港へ 昼
午後 釜山着、
陸路にて大邱へ（約2時間） 昼 釜山着、
陸路にて大邱へ（約2時間40分） 夕
「世界陸上2011」夜の部観戦
夕刻 「世界陸上2011」夜の部観戦
観戦終了後、
釜山のホテルへ
観戦終了後、
釜山のホテルへ

2日目

午前 釜山市内観光（国際市場、
チャガルチ 午前 釜山市内観光（国際市場、
チャガルチ市場、朝
市場、
免税店等へ）
免税店等へ）
昼
午後 釜山港より博多港へ
夕刻 釜山空港発、
アシアナ航空にて福岡空港へ
◆募集人員／各20名限定

◆利用ホテル／弊社基準4ツ星クラス

◆最小催行人数／15名以上

◆燃油サーチャージ／別途必要です

毎年大人気！

◆添乗員／同行し旅程管理業務を行います ◆渡航手続手数料／別途必要です

豪華客船「飛鳥Ⅱ」で行く
●出

錦秋の若狭・越前 ３日間

発 日 平成２３年１１月１９日
（土）

●旅行代金

海 援 隊

●開催日

武田鉄矢
中牟田俊男
千葉和臣

６月18日㈯

平成23年

五和東
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プリエールほんど

信頼と助け合いのJA葬祭

お く や み

TEL 22-0983

6

月 日

20

（月）

定休日

熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

合 計

五和西

■編集責任者 参事 宮崎淳二

平成23年4月末現在 （単位：人）

本渡北

■発行 JA本渡五和

223

※詳細は別紙
チラシにて

水と緑の田園風
景︑青田の美しい
季節となりまし
た︒特に︑雨上が
りの美しさは格別です︒旧暦 五月
さつき
﹁皐月﹂は︑田植えをする月のた
さなえつき
め﹁早苗月﹂と言っていたのが短
くなったものと いわれています︒
古くから日本人の暮らしの中心に
稲作があり ました︒ 祭りや伝統文
化を生み︑また様々な命を育んで
きました︒ 日本の農業は厳しい局
面を迎えていますが︑この田園風
景は守り伝えていき たいものです︒
現在︑関東地方では電力不足の
ため︑省エネが進められていま
す︒ネオンが消えた街に昭和の情
緒を思い出す︑電力を使わないボ
ードゲームが注目されるなど︑省
エネ・エコに取り組み︑古き良い
ものが再認識されています︒私
も︑利便の追求は無視できません
が︑少し不便さがあっても︑エコ
や省エネにつながる古き良いもの
を見つけてみたいと思います︒
来月は地区別説明会・総代会が
開催されます︒お忙しい中とは存
じますが︑ご出席いただきますよ
うお願い申し上げます︒ ︵タカ︶

平成23年 5 月21日発行

場
小国ドーム（阿蘇郡小国町）

准

（前期末比）

2011

日帰りバスツアー

●会

本渡南

平成23年
4月末

本渡西

御田植祭（本渡町山口・2頁に関連記事）

平成23年
3月末

トーク＆ライブ2011

正

地 区
項 目

本渡東

■組合員異動状況

150

６月２２日㈬までにお申込み
いただいたお客様は…
旅行代金が割引になります！

123,000円〜

お一人様

東日本大震災復興支援イベント

〈早割〉

天草市瀬戸町1-1

8

会が︑四月二十五日
︵月︶に本渡

平成二十二年度年金友の会総

大社・靖国神社へ献上されます︒

横一列に並んでもち苗︵峰の雪
温泉センターにおいて開催され

豊作祈り御田植祭
ＪＡ本渡五和と本渡諏訪神社
もち︶を一つ一つ丁寧に植えま

年金友の会
本部総会開催

は四月二十三日︵土︶︑本渡町山
した︒

田男八人がしめ縄で囲まれた田

た後︑ＪＡ職員の早乙女八人と

に作られた拝殿で神事が行われ

者ら約五十人が参加︒神饌田前

に︑氏子やＪＡ本渡五和の関係

は野中益雄さんが務められ︑八

します﹂と挨拶︒今年の太田主

秋を迎えられるようお祈りいた

く復興できるよう︑また実りの

が︑皆で力を合わせて一日も早

は大変な状況が続いています

大野康孝宮司は︑﹁東日本で

口地区にて御田植祭を執り行い

んぼに入り︑豊作を祈願しまし
月上旬に宮中や伊勢神宮・諏訪

ました︒今年で十八回目の神事

た︒時折︑冷たい風が吹く中︑

﹁天草とれたて市場﹂が︑今
した︒

めて二周年記念感謝祭を開きま

日︑お客様に感謝の気持ちをこ

天草とれたて市場

年四月で二周年を迎えました︒

祝二周年
四 月 九 日︵ 土 ︶・ 十 日︵ 日 ︶の 両
九 日 は ︑ 先 着 一︑〇 〇 〇 人 に

ました︒十四支部より支部代表
の役員五十六名が出席︒倉田健
一会長︑蓮池組合長の挨拶に続
き︑農林中央金庫熊本支店副支
店長の中西氏より祝辞をいただ
き議事に入りました︒
平成二十二年度事業報告並び
に収支決算書︑監査報告︑平成
二十三年度事業計画︵案︶
並びに
収支予算︵案︶などが審議のうえ
原案通り承認されました︒ま
た︑新役員として本渡北支部長
に山下司氏︑城河原支部長に井
下勲氏︑手野支部長に桑原秀造

ぬいは特に好評でした︒二日間

品などが並ぶ中︑いちごやしら
終了しました︒

立されるようにと盛会のうちに

健康で生きがいのある生活を確

本年度も︑会員の皆様が益々

氏が就任しました︒

で 客 数 約 三︑
八〇 〇 人 ︑ た く さ
んのお客様でにぎわいました︒

について

紅白まんじゅうプレゼントや︑
豚汁無料配布︑十日は天草養護
学校による太鼓演奏やハイヤ踊
り等が行われました︒地元の野
菜や肉・みそで作った豚汁八〇
〇食は好評で︑午前十一時から
配布し︑正午過ぎには完食とな
りました︒また︑二日間通して
青年部による店頭販売も実施︒
店内には︑新鮮な農作物や加工

■お問い合わせ

ＪＡ本渡五和事業推進大会開催

年度末手当の支給について

修会が開かれ︑﹁空気は読むも

第 4 号議案

のではなく作るもの﹂と題し

発送も可能です。

四月十六日︵土︶
︑平成二十三

導入牛事業規程及び実施要領について

年度ＪＡ本渡五和事業推進大会

第 3 号議案

て︑株式会社アイ・エヌ・ジー

目的積立金の取崩しについて

を二部構成で開催し︑役職員約

第 2 号議案

伝達研究所の取締役社長 夏川

また、関西方面までのセット料金もあり、地方
平成２２年度決算報告について

一六〇人が参加しました︒

・原酒７２０ｍｌ〈限定１００本〉３,０００円
第 1 号議案

総会の様子

☎０９６９（２２）３２８６
山口支所

立也氏により講演が行われまし

・１,８００ｍｌ
〈限定１,２００本〉 ２,２００円
〔5月6日理事会〕

ご賞味ください。

支決算報告について、総合展示会開催に

の２倍に増やし、増産しました。是非この機会に

加工料改訂について、加工研究委員会収

で３年目を迎え、原料を米９００㎏、芋４ｔと昨年

て、２２年度実績にかかる表彰報告、茶

蓮池肇一組合長が︑﹁厳しい

挨拶をされる倉田会長
店内は大賑わい

が特徴で、大変好評をいただいております。今年

営状況について、延滞債権報告につい

とすっきりとした口当たり、飽きのこない味わい

設定期間及び残高について、大口貸出経

れました。球磨焼酎の製法に基づき、程よい甘み

損益管理報告について、法人団体借入枠

た︒行動と感情の相関関係を使

正について

って︑仕事の実績につなげる方

役員推薦委員の選出及び区域集会の日程

状況が続きますが︑気持ちを一

第 6 号議案

つにして目標達成に向けて頑張

貸出条件変更について

策について学びました︒

第 5 号議案

りましょう﹂と挨拶︒第一部で

法人団体借入枠申込みについて

は︑二十三年度の各事業目標報

第 4 号議案

告︑貯金平均残高三百七十八億

法人団体借入申込みについて

円︑共済推進総合五百二十万ポ

平成２２年度下半期内部監査報告について

第 3 号議案

イント︑営農事業販売高十五億

第 2 号議案

円などについて確認しました︒

平成２３年度事業計画について

限定
販売
第 1 号議案

・７２０ｍｌ 〈限定２,０００本〉 １,１００円

ついて

また︑ダルマの入魂︑渉外︑共

〔4月26日理事会〕

２
３

済︑経済課職員による体験発表

承認されました。

くらぶ」の販売を始め、今年初めて原酒も発売さ

余裕金運用状況について、有価証券評価
報告事項

や決意表明の後︑頑張ろう三唱

平成２３年４月２６日（火）、５月７日（土）、本店第３

「百姓
くらぶ」
会議室において理事会が開催され、次の議案が審議・

「本渡百姓倶楽部」は、４月より芋焼酎「百姓
コンプライアンス態勢運営要領の一部改
第 7 号議案

で決意を新たにしました︒

芋焼酎

好評だった豚汁の無料配布
みんなで頑張ろう三唱
熱く語る夏川社長

その後︑第二部にて役職員研

職員によるダルマ入瞳

平成
平成23年
年
作

物

6

月の営農情報

（早期水稲）
・「コシヒカリ」の管理
● 珪酸加里の施用…５月中〜下旬
（出穂前40日頃）。
茎を丈夫にし倒伏軽減のため10ａ当たり
40㎏施用。その後自然落水して中干しへ。
● 中干し…分けつ本数を確保できたら倒伏防止と健
全な根の発生を促すため田面に小割れが
見える程度まで行ってください。
● 穂 肥…出穂前18日頃、葉色を見て有機苦土入
038を10ａ当たり20㎏施用、コシヒカ
リは６月中旬頃。
（普通期水稲）
● 健苗作りが第一です。
苗の作り方を参照してください。
● コブノメイガ、ウンカ、イモチ防除としてビルダー
プリンスアドマイヤー粒剤、１箱50ｇを田植２日前
〜田植直前に散布し田植してください。

野

菜

畜

産

● 空胎防除

き、楽しく学んで仲間づくりを行う女性大学の受講生
を募集します。
■受講期間

３年

■受 講 料 ３，
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）
■募集定員 ５０名（先着順）
■申込方法
受講を希望される方は５月３１日（火）までに、JA本
渡五和本店営農課

江崎までお申し込みください。

☎２３―２２３１

■平成２３年度学習内容
期

日

内

容

７月１日㈮

入学式・講

９月７日㈭

家庭菜園実習、お菓子作り

演

１０月１３日㈭

日帰り研修

１２月６日㈫

簡単みそ作り講習、花の寄せ植え
卒業式・講演、味の交換会

︵注︶

米トレーサビリティ法
︵産地情報の伝達︶がスタート

対象者は︑米・米加工品の販売・提供等に関わる事業

者です︒詳しくは︑問い合わせ先まで︒

るとともに︑産地情報の提供を

【問い合わせ先】 九州農政局消費・安全部地域第二課
☎０９６５（３５）７３１１

米トレーサビリティ法は︑米

お問い合わせ先：
下 浦 支 所 ☎22-5181、五和西支店 ☎34-0101
五和東支店 ☎32-0307、本店経済課 ☎22-2231

（注）産地伝達は、平成23年７月１日以降に生産者から譲り渡された
米穀が対象となります。

促進し︑もって国民の健康の保

漬けもの酢（浅漬用・1ℓ）

護︑消費者の利益の増進ならび

エーコープ

穀事業者に対し︑米穀等の記

●下漬け（塩漬け）はしないでください。
※漬けたものがこの酢から出ないようにたっ
ぷり使ってください。
●魚料理・肉料理などにも利用できます。
●その他、
お寿司、
三杯酢がわりにも利用で
きます。

録・保存および産地情報の伝達

トマトの甘酢漬け

トマトを輪切りにし、
漬けもの酢をかけて
冷蔵庫でしばらく冷やしていただくと、
トマトが一段と甘くおいしいです！

に農業およびその関連産業の健

とってもカンタン！
！
さわやか風味の甘酢漬け

を義務づけることにより︑食品

簡単レシピ

７月１日 から米・米加工品の
産地伝達が必要です︒

平成24年２月

（

全な発展を図ることを目的とし

「エーコープ
漬けもの酢」
でつくる

JA本渡五和では、実習や学習をとおして自分を磨

としての安全性を欠くものの流

６月２１日（火）、本渡・五和地区
● 梅雨時の飼養管理について
梅雨の時期は、病原菌などの活動が活発化していき
ます。特に子牛は抵抗力が弱く、一度下痢にかかると
発育が遅れたりしますので、発病前の予防対策が重要
です。
・予防対策
①畜舎の通風、換気を充分に行い乾燥を図り、定期的
に消毒する（畜舎の消毒薬は、目的・用法にあった
物を選択する。消毒後は、畜舎が乾燥してから牛を
入れる）。
②子牛に対しては、分娩後6時間以内に初乳を飲ませ
る（初乳により免疫を得る、6時間後以降だと吸収
力が低下）。
※また、外部からの病気予防のために消毒槽の設置な
どをお願いします。

集
第２４期生募

ています︒

５

）

性大学

本渡五和女

県下でトマト黄化葉巻
病・キュウリ黄化えそ病の
ウィルスが蔓延していま
す。この病気は対策を
怠ると、収穫皆無とな
る恐れがあります。
１．症状
シルバーリーフコナジラミ・ミナミ
キイロアザミウマの媒介によって感
染が拡大、生長点及び葉が黄変し、
その後萎縮し、生長がストップし、
収穫皆無になることもある。
２．対策
① 圃場周囲の除草
・ノゲシ、ウシハコベ、セイタカアワダチソウ、
クズ等
② ハウスの開口部は防虫ネットで被覆しましょう。
③ 発病した株は早急に抜き取り、
土中に埋めるか、
ビニール袋に入れ密閉し枯死させる。
④ 薬剤防除予防剤
サンマイトフロアブル 1,000倍
ベストガード水溶剤
1,000倍
スタークル顆粒水溶
3,000倍
（注）農薬使用にあたっては、使用方法・時期・総使
用回数等、確認する。
※症状が見られたら、
本店営農課までご連絡ください。
通を防止し︑表示の適正化を図

（インゲン）
ハウス、露地栽培ともに収穫最盛期です。乾燥や肥
料不足は曲がり莢になるので、かん水、追肥を行い、
品質低下を防いでください。
・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
1,500倍、またはハーモメイト水溶剤800倍
収穫前日３回以内
● サビ病…バイレトン水和剤1,000倍
収穫前日２回
カリグリーン800倍 収穫前日
● アブラムシ…モスピラン水溶剤4,000倍
収穫前日３回以内
● スリップス…アタブロン乳剤2,000倍
収穫前日２回以内
● マメハモグリバエ…アファーム乳剤2,000倍
収穫前日２回以内
● 追肥…Ｓ646号、アサヒエース
・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。
（オクラ）
● 追肥時期…着果を確認したら行う。
Ｓ646号。
● 灰色カビ病…ロブラール水和剤2,000倍
収穫前日３回以内
● 葉 ス ス 病…トップジンＭ水和剤1,500倍

収穫前日３回
● アブラムシ…モスピラン水溶剤4,000倍
収穫前日３回以内
（シシトウ）
生育旺盛な時期になります。かん水、追肥を定期的
に行ってください。また、摘葉も行ってください。
● ヨトウムシ
アタブロン乳2,000倍
● オオタバコガ
収穫前日４回
● 細菌斑点病…Ｚボルドー500倍

トマト黄化葉巻病
キュウリ黄化えそ病を
ご存じですか？

自分磨きをしたい
女性を
募集します

４

源泉所得税の
納期の特例と納付

ＪＡバンク熊本

国 税
だより

しては、現在お使いの通帳が引き続きご使用

給与などの支払の際に徴収した所得税︵源

を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

泉所得税︶は︑給与などを支払った月の翌月

例1：麦・大豆・飼料作物（ＷＣＳ以外）の場合
10ａにつき３万５千円
例2：飼料用米・ＷＣＳ用稲・米粉用米の場合
10ａにつき８万円
例3：そば・なたねなどの場合
10ａにつき2万円

今後とも、皆様のＪＡとしてサービス向上

なお、ＡＴＭ（現金自動預払機）におきま

十日までに納付しなければなりませんが︑納

きる水準の交付金をお支払いいたします。

このほかの作物にも交付される場合があります

に努めてまいりますので、一層のお引き立て

いただきます。

付すべき税額がない場合であっても︑翌月十

を作付けした場合に主食用米と同等の所得を確保で

賜りますようお願い申し上げます。

ご使用になる際に新しい通帳に切替えさせて

日までに納付書︵給与所得・退職所得等の所

ながら、お客様が現在ご使用の通帳を窓口で

得税徴収高計算書︶を税務署へ提出していた

自給率向上事業（転作）

麦・大豆・飼料作物や飼料用稲、そば・なたねなど

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解

このシステム更新に伴いまして、誠に勝手

だくこととされています︵ｅ ︱Ｔａｘ︵国税

ときに、新通帳へ切替させていただきます。

電子申告・納税システム︶の利用または郵送

月6日より信用事業システムを更新しました。

等による提出もできます︶
︒

（最終ページ・最終行まで記帳）になりました

ところで︑給与の支給人員が常時十人未満

１

れているお客様につきましては、通帳が満行

さて、当ＪＡにおきましては、平成23年5

の事業所では︑一定の手続をすることによ

入し、自給率向上と水田農業の経営安定を図りましょう。

になれますので、日頃ＡＴＭでお取引・記帳さ

にありがとうございます。

り︑源泉所得税の納付を年二回で済ませるこ

平成23年度から本格実施される農業者戸別所得補償制度に加

システム更新に伴う通帳の切替について（お知らせ）

日頃より当ＪＡをご利用いただきまして誠

とができる﹁源泉所得税の納期の特例﹂制度

農業者戸別所得補償制度の加入申請の受付を行っています

自給率向上のために水田で主食用米の代わりに

お客様へ

があります︒﹁納期の特例﹂を利用します

と︑一月から六月までに支払った給与などの

源泉所得税は七月十日までに︑七月から十二

月までに支払った給与などの源泉所得税は翌

年の一月十日までに半年分をまとめて納付す

ることができます︒

なお︑既に﹁納期の特例﹂を利用されてい

る方の平成二十三年一月から六月までに徴収

した源泉所得税の納付は︑七月十一日
︵月︶ま

これらのポイントを参考に︑家

源泉所得税のことでお分かりになりにくい

庭から食中毒をなくしましょう︒

でとなっておりますのでお忘れなく︒

梅雨の時期から夏にかけては︑

しかし︑食中毒菌が食品に付着し

ことがありましたら︑最寄りの税務署にお気

食中毒に注意が必要な時期です︒

ても︑腐敗と異なり︑味・色・に

軽にお尋ねください︒

食中毒は一年中発生しています

おいが変わることはありません︒

天草税務署︵電話二二︱二五一〇︶

が︑暖かく湿気が多いこの時期

症状もすぐに出るわけでなく数時

※自動音声案内

は︑細菌の増殖が活発になるた

間後に出るものが多く︑食中毒と

食中
中毒
毒を
を予
予防
防し
しよ
よう
う
食

め︑食中毒が発生しやすくなりま

厚生連
ニュース

す︒症状は︑多くの場合︑嘔吐︑

思われる症状が現れたら︑すぐに

かかりつけの病院を受診しましょ

う︒

腹痛︑下痢などを起こします︒

食中毒というと︑飲食店での食

事が原因と思われがちですが︑毎

日食べている家庭の食事でも発生

しており︑発生する危険性も潜ん

でいます︒ここで︑家庭でも食材

を買うときから保存︑調理︑そし

て食べるときまで各段階で食中毒

を予防するポイントを紹介します︒

① 食材を買うとき

・消費期限を確認する

に入れる

・肉や魚などは汁が他の食品に付かないように分けてビニール袋

℃以下に保つ

・肉や魚などの生鮮食品は新鮮なものを選ぶ

② 家庭での保存

℃以下︑冷凍庫はマイナス

15

・肉や魚は汁が漏れないように包んで保存する

・冷蔵庫は

③調 理

・調理の前に石けんで丁寧に手を洗う

℃で1分間が目安

・生肉や魚︑卵は野菜などの生で食べるものから離す

・肉や魚は十分に加熱︒中心部分の温度が

・残った食品を温め直すときは十分に加熱する

75

10

が、野菜に限り出荷された作物のみへの助成となり
ますのでご注意ください（家庭菜園は助成の対象
外）。

申請の手続きを忘れずに
加入受付はＪＡ営農課が中心となって、６月上旬
から（予定）行いますので、加入ご希望の方は、ＪＡ
の受付窓口で、忘れずに加入申請を行ってください。
※日程等は対象者へ個別に送付案内いたします。

交付金支払いまでの流れ
加入申請手続き（水田協議会に 6/1〜6/24）
現地確認（8月中旬）
秋に送付される「交付申請書」に捺印し、
市役所・ＪＡに提出（10/1〜12/15）
来年3月末までに各農家が
指定された口座へ交付金の振り込み
農業者戸別所得補償制度に関する問い合わせ先

プリエールの会
（いのり）

ご加入の手続きは簡単です

会員
募集

■斎場案内図

７

JA本渡五和
本店

国 道 ３ ２ ４ 号
熊本ファミリー
銀行

米モデル事業（米）

かつ水稲共済に加入している方には、所得を補償す

丸善興産
ＧＳ

至五和町

２

「生産数量目標」の範囲内で主食用米を生産し、

横山
歯科

プラザ
ホテル

るために10ａあたり最低1万5千円を定額交付しま
す。
事例：主食用米水稲を50ａ作付けした場合

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。

選果所

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

本渡南
公民館

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。

至本渡港

JA
葬祭

50ａ−10ａ（自家用米分）＝40ａ
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。

40ａ×1万5千円＝6万円の
交付金を支払います。

自給率向上のための
新しい農政に参加しましょう

・九州農政局天草統計・情報センター
☎ 0969-22-4195（担当
・ＪＡ本渡五和

坂田、上田）

営農課

☎ 0969-23-2231（担当

松下、山中、小林）

・天草市水田農業推進協議会
☎ 0969-22-2323（担当

田中、松下、松崎）

義援金のご協力ありがとうございました
東日本太平洋地震の義援金のご協力ありがと
うございました。
４月末で２３８,７００円の義援金をいただき、中
央会を通じ２回目の送金を致しました。
６

