JA本渡五和だより
祝

佳き年を迎えられましたことと
お祝い申し上げます
本年も幸多き年でありますよう
お祈り申し上げます
平成２４年

元旦

成人

二十歳になりました
楠浦支所

五和東支店

本渡北支店

稲田かおり

山下真理奈

この度無事に成
人を迎えることが
できました。家
族・友人・周りの
方々の支えがあって、今の私があると
心から感謝しています。
これからは、一人の大人として社会
に貢献していくためにも、改めて自分
の言動に責任を持ち、何事にも積極的
に取り組んでいきたいと思います。
一日一日を大切にし、ご指導を受け
ながら自分自身が向上できるよう頑張
ります。今後ともよろしくお願い致し
ます。

今年、家族や周
りの方々に支えら
れ、無事に成人式
を迎えることがで
き嬉しく思います。
これからは、一人の大人として自分
の言動・行動に責任を持ち、周りの
方々に支えられていることに感謝する
とともに今まで育ててくれた両親に親
孝行していきたいです。
また、たくさんの人から色々な事を
学び、しっかり自分を持って頑張って
いきたいと思います。今後ともよろし
くお願い致します。

TEL(0969)23-2262 FAX23-2263

ＪＡ天草旅行センター特別企画！
！ 〜歌と笑いの旅絵巻〜

春休み子ども企画

八代亜紀・石原詢子・ゼンジー北京
コンサートツアー １日間

阪九フェリーで行く

●出

発 日

平成24年 2 月29日
（水）

8,460円

●旅行代金

お一人様

●会

鳥栖市民会館

場

◆募 集 人 員／30名（最少催行人員／30名）
◆食
事／昼食 1 回
◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います
◆申込締切日／平成24年2月17日（金）
※但し定員になり次第締め切らせていただきます

発 日

●旅行代金

お一人様

19,800円

平成24年 2 月29日
（水）
お一人様

49,800円

◆利用航空会社／アシアナ航空
◆食
事／朝食 2 回・昼食 3 回・夕食 2 回
◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います

（大人2名1室の場合）
一人部屋追加料金：10,000円
（2泊）
※燃油サーチャージ
（3,500円）
、
空港税
（3,745円）
、
渡航手数料
（3,500円）
が別途必要です

五和東

合 計

五和西

平成23年12月末現在 （単位：人）
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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

2

月 日

20

（月）

定休日

熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

Ｕ ・ Ｓ ・ Ｊ への旅 ３日間

平成24年 3 月28日
（水）

よか値ぇ～ 済州島 ３日間

●出

新年︑明け
ましておめで
とうございます︒
組合員の皆様方には︑ご
家族お揃いで輝かしい新年
をお迎えのこととお喜び申
し上げます︒
昨年は︑東日本大震災に
よる大災害が起こり︑復興
の兆しが見えない中︑日本
人の底力が試された年でし
た︒今年は辰年︒昇り竜の
ごとく︑様々な難局も切り
抜け上昇できるよう︑明る
い希望が持てる年になるよ
う頑張りたいと思います︒
二〇一二年も広報誌﹁あ
さつゆ﹂をどうぞ宜しくお
願い致します︒ ︵タカ︶

■編集責任者 参事 宮崎淳二

小学生限定

Aグレード以上の済州グランドホテルに宿泊！

准

（前期末比）

■発行 JA本渡五和

●旅行代金

本渡南

平成23年
12月末

本渡西

平成23年
3月末

発 日

正

地 区
項 目

本渡東

■組合員異動状況

●出

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

◆募 集 人 員／80名（最少催行人員／35名）
◆食
事／朝食 2 回・昼食 0 回・夕食 1 回
◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います

◎貸切バスにて本渡を9：00出発、「観光会館はかた」
にて昼食&ショッピングののちコンサート会場へ。
◎公演：14：30〜16：30（予定）

231

当農協に入組し
て約２年が経ち、
無事成人を迎える
ことができました。
今まで育ててくださった両親に感謝
し親孝行するとともに、お世話になっ
た方々にも感謝の心を忘れずこれから
も仕事に力をいれていきたいです。ま
た、これから今までにない壁にぶつか
ることもあると思うのでそれを乗り越
えられるような心構えを持ち自分で解
決ができるようになりたいと思います。
今後、自覚と責任を持った行動をと
っていきますのでご指導のほど宜しく
お願いします。

JA天草旅行センター

◎ご相談・お見積もりは無料です！ お気軽にご相談ください。

平成24年1月21日発行

崇博

あなたの旅お手伝いはおまかせください！

ＪＡ本渡五和 役職員一同

2012

立尾

天草市瀬戸町1-1

8

年金友の会会長

倉田 健一

代表理事組合長

久 保 源 三

厳しさを増しております︒土づ
くりを基本とした高品質︑低コ
スト生産への取り組みや︑多様
な地域農業を支える担い手の育
成・支援を行い︑生産基盤を強
化し地域農業の活性化に努めて
まいります︒同時に︑営農物流
センターでは︑訪問活動の充実
強化を図り組合員の皆様へのき
め細かい対応と少しでも安い資
員一丸となり取り組んでまいり

新年あけましておめでとうございます
ら︑今後も断固として反対を訴
ます︒

材を皆様に提供できるよう役職

二〇一二年を迎え︑新春のお
えていかなければいけません︒

これから更なる健全な経営

喜びを申し上げます︒組合員の

と︑組合員の皆様のご要望に応

組合員の皆様には︑地産地消

象︑生産資材価格の高騰など苦
え得る体制づくりを確立できる

そういった中で︑我々は︑

国内経済は︑ギリシャ財政破
労の多い年でしたが︑本渡五和
よう各事業全力で取り組んでま

皆様には農協事業全般にわた

綻もあり依然として円高や雇用
の主力の果樹柑橘類は高品質の
いります︒

の拠点である﹁グリーントッ

情勢の不安感などから不透明な
評価を受け︑全国有数の産地の

﹁食の安全・安心﹂の確保︑消

状況が続いております︒また昨
座を守れたものと自負しており
最後に︑本年が皆様にとって

り︑ご理解とご協力をいただい

年三・一一東日本大震災が発生
ます︒また︑野菜については︑
実り多き年となりますようご祈

プ﹂にこれまで同様に多数出品

し︑東日本に大きな被害をおよ
昨年春かぼちゃの輸出を始め︑
念申し上げ新年のご挨拶といた

していただきますようお願い致

ぼし︑国内経済にも大きな影を
高品質農産物の積極販売に取り
します︒

費者に信頼される農産物づくり

落としました︒中でも放射能汚
組んでおります︒その他の畜

ておりますことに厚くお礼申し

染は国内外で問題となり︑今後
産・農作物についても︑今後更

します︒

もその風評被害が懸念される状

に努めてまいりました︒昨年は

況です︒これに加え︑十一月に
に安全安心な生産に努め︑天草

春先の寒波や猛暑などの異常気

野田総理がＴＰＰ参加交渉をす
ブランドの確立をすすめてまい

上げます︒

すめる表明を行い︑国内農業は
一方︑担い手不足や生産者の

ります︒
高齢化がすすみ地域農業は一層

新一
昨年は︑三
月の未曽有の東
日本大震災やそ
れに伴う原発事故が発生しました︒
被災地の復興はまだまだこれからで
すが︑震災直後から日本の地域社会
の絆が世界からも認識され注目され
ました︒また︑震災からの復興やデ
フレによる景気低迷︑記録的な円高
が続く中で︑政府のＴＰＰへの交渉
参加検討という国内農業を壊滅させ
るばかりで無く社会構造が一変して
しまうおそれのある問題が再浮上致
しました︒
このような中︑青壮年部活動にお
きましては︑多くの盟友の皆様にご
参加いただき誠にありがとうござい
ました︒昨年の基本農政確立研修会
は︑京都大学助教の中野剛志先生に
ＴＰＰについてご講演いただきまし
た︒ＴＰＰはアメリカの戦略である
こと︑参加国のＧＤＰの７割はアメ
リカであること︑日本企業は既に外
国での現地生産が多く輸出は伸びな
いこと︑デフレが更に進むこと等︑
農業だけの問題ではないことで農業
以外の問題に関心を持つ切欠を作っ
てくださいました︒ＴＰＰへの参加
は︑私達農業関係者だけでは無く︑
社会全体に影響を及ぼす物で到底容
認することはできない問題です︒こ
のＴＰＰは︑アメリカによる対日要

吉田

青壮年部部長

した︒
今年が災害のない豊作の年になり
ますようにと心から願っています︒
本年もどうぞよろしくお願い申し上
げます︒

混沌とした情勢へ向かいつつあ
ります︒食料の安定的供給や農

の読めない一年がやっと終わり︑新
しい年はせめて﹁中ぐらいの春﹂の
一年間であってほしいものだと願っ
ています︒
昨年はじめの大雪は天草において
は何十年ぶりであり︑一夜にして雪
国になってしまいました︒ビニール
ハウス等の農業施設に甚大なる被害
をもたらし︑露地デコポンはヒヨド
リの集中攻撃を受け生産量は激減し
ました︒その中でハウスの解体︑建
て直しには生産者組織はもとより︑
農協の職員の多数の協力もあり大多
数が復旧することができました︒農
協の全面的なバックアップと組織の
ご協力に厚く感謝申し上げます︒
三月に発生した東北での未曾有の
大災害は︑信じられないものでし
た︒私は三十五年前の青森国体の
時︑東北本線の車窓から眺めた光景
を今でも覚えています︒果てしなく
広がる黄金の稲穂がどこまでも続き
遥か遠くの山裾にはリンゴ園が赤く
霞んで見えていました︒遠い昔から
営々累々と続けられてきた農業の営
み︑日本のふるさとがそこにあるよ
うな気がしました︒それが一瞬にし
て地獄に変わってしまいました︒部
会でも少しでも力になればと願いを
込めて支援を行いましたが︑その後
の原発問題︑夏の節電と暗く不安な
上半期でありました︒
自然相手の農業にとって天災は必
ずやってきます︒その被害を最小限
に回避するリスク管理が農業経営の
大きな柱の一つであります︒日頃か
ら災害に対する意識を持ち︑ハー
ド︑ソフト両面からの備えが肝要で
あると改めて考えさせられた昨年で

業の多面的機能発揮の観点か

皆様には旧年
中多大なるご協
力︑ご支援を賜
り誠にありがとうございました︒先

福田 賢二

果樹協議会会長

れ︑勇気・元気を沸かせた方も多か
ったと思います︒
このような状況の中でも年金友の
会は︑支部を中心に会の目的に沿っ
た行事を計画し活動してまいりまし
た︒特にグラウンドゴルフにおいて
は支部大会・本部大会さらに天草地
区大会を勝ち抜かれた方が出場する
熊本県大会が十一月にパークドーム
熊本で開催され︑楠浦・本渡北・本
町支部と十八名が出場し素晴らしい
成績を残されました︒
今後も支部での旅行・講演会など
様々な行事を通じ会員の輪を益々大
きく広げて同じ仲間が一人でも増え
一緒に楽しく活動できるよう︑ＪＡ
と一体となり本部役員とともに会員
の総力を結集し︑会の発展に努力し
てまいりますので組合員皆様をはじ
め地域の皆様の入会を会員一同心よ
りお待ちしています︒
景気がなかなか上向かない中︑私
たち年金受給者にとりましても厳し
い世の中ではありますが︑﹁丈夫で
長生き﹂をモットーに健康に注意し
人生を楽しみましょう︒
最後に組合員ならびに会員皆様に
とりまして本年が素晴らしい年であ
りますようご祈念申し上げます︒

新年明けまして
おめでとうございます

信頼されるＪＡを目指して

会員の皆様に
は輝かしい新春
をお迎えのこと
と存じます︒日頃より年金友の会の
活動につきましては︑ご協力・ご支
援を賜り厚くお礼申し上げます︒
当年金友の会は会員相互の親睦と
融和を図り︑健康増進・生きがいの
ある生活の確立に資する目的で本渡
五和農協発足と同時に誕生し︑現在
十四支部・会員千九百六十三名とＪ
Ａ内でも最大の組織となっておりま
す︒これは会員の皆様はもちろん先
輩各位のたゆまぬご尽力の賜物だと
衷心より深く感謝申し上げます︒
さて︑昨年を振り返りますと︑新
年を手放しで喜べないことが多く︑
三月の東日本大震災による未曾有の
被害を受け︑特に農林水産業におい
ては壊滅的被害があり︑仲間の年金
受給者の方々にも心からお見舞い申
し上げます︒新年となりやっと復興
の兆しが見えてまいりましたが︑被
害者の方々の心労や復興の道のりへ
の険しさを思い︑陰ながら応援し皆
さんでできることを考えていきたい
と思います︒
また︑日本中が東日本被災地へ元
気を贈ろうとボランティア活動や自
主的な応援等日本の国民性︵優し
さ・勤勉・誠実︶が讃えられ︑中で
もサッカー﹁なでしこジャパン﹂の
活躍は明るいニュースとして伝えら
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務理事

組 合 長

鶴田美意子

馬場

松本

岩﨑
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蓮池

松下

梅本
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松本

久保
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司

中田昭二三
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源三

船島

健

事

〃

松本カヅエ

理

〃
常勤監事

義久

鳥羽瀬周一

山下

監
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新

求の年次改革要望書そのもので︑郵
政民営化や社会問題化を招いた労働
者派遣法など︑様々な問題を招くお
それが有るものが殆どです︒本年秋
には各国合意に向け協議している中
に早くても交渉に参加できるのは四
月といわれる日本に︑有利な交渉な
どできるはずも無いと思われます︒
天草郡市青壮年部大会では﹁盟友
の主張﹂発表において︑本渡北支部
の金子克己さんに﹁日本一のおいし
いブドウを目指して﹂と題し︑有機
無農薬に拘ったブドウ栽培について
発表していただきました︒ブドウ栽
培の傍ら福祉施設での農業指導で皆
で栽培した野菜への歓びと︑お客様
に美味しいと言っていただく歓びで
農業の素晴らしさを表現された発表
で県大会にも進まれ︑練習の成果を
発揮して素晴らしい発表をしていた
だきました︒
その他︑支部研修会の開催やアグ
リフェスタへの味自慢コーナー出店
など︑皆様のご協力に感謝申し上げ
ます︒支部研修会は︑本渡北支部で
開催し支部間の交流も含め大変有意
義な研修となりました︒準備等本渡
北支部盟友の皆様には大変お世話に
なりました︒農政確立研修会でご講
演いただいた中野先生はテレビにも
出演され︑ＴＰＰ参加の不条理など
訴えていらっしゃいます︒しかしな
がら︑マスコミでは依然として農業
問題を結びつけ他の問題は参加表明
間近で多少問題視する程度でした︒
内容はネットでも視聴できます︒Ａ
ＰＥＣ前の予算委員会質疑ではＩＳ
Ｄ条項について首相が内容を理解も
していないことが発覚しました︒

勲
〃

事

本年もよろしくお願いいたします

２
３

地域農業の振興と

十二月十七日︵土︶︑今年度のくまもと

かな味の春巻で︑
試食も大変好評でした︒

デコポンの酸味・甘みが生かされた爽や

久幸

園芸部会会長

金子

ける予定でありますから、交付決定通知の時期に

す（所得税：農業所得の雑収入）
。

茂昭

知日が２４年になった場合は、２４年分で計上しま

稲作部会会長

価格で交付単価を決定し、３〜５月中に交付を受

鬼塚

年分で収入の計上を行います。また、交付決定通

日頃より︑部
会員の皆様には
格別のお引き立
てをいただき衷心より感謝申し上げ
ます︒
昨年を返りみますと︑農業所得や
農業産出額は低下傾向にある中で三
月十一日に発生した東日本大震災は
過去に例のない未曾有の被害とな
り︑また︑福島原発事故により放射
能もれが発生し︑地域住民はもとよ
り農作物等に甚大な被害をもたらし
ました︒
また︑国においては︑環太平洋戦
略的経済連携協定︵ＴＰＰ︶への参
加交渉を表明され︑農業問題に対す
る社会的関心が高まっています︒
気象については︑春先の寒波や少雨
による水不足︑一転し梅雨の長期化
など農作物に多大な影響を及ぼしま
した︒
園芸部会では︑安全・安心な農産
物を消費者・実需者に安定提供でき
る様︑部会員一丸となって︑トレー
サビリティ・残留農薬検査を全品目
行い︑より信頼される産地育成に努
めております︒また︑春かぼちゃに
ついては︑香港へ輸出を始め高評価
を得ております︒さらには︑市場・
バイヤーとの連携により契約販売を
実践し︑部会員の所得向上にもつな
げております︒
最後になりましたが︑部会員皆様
方を始め関係各位の皆様にとって希
望に満ちた明るい年でありますこと
を祈念申し上げ︑年頭の挨拶と致し
ます︒

②変動部分については、２４年３月までの相対取引

上げます︒

あぐりん生産者特派員の中田豪さんの加

最後に︑グリーントップの取材で︑吉

域では年内から、遅い地域でも翌年３月中に交付

が︑女性部に参加して目的別グルー
プや女性大学で学んだり︑教えあっ
たり︑教わったりとこれからの生き
がいづくりを見出し元気で楽しく暮
らしていける女性部活動にしたいと
思っています︒
最後になりましたが︑皆様のご活
躍とご多幸をご祈念申し上げ︑新年
の挨拶と致します︒

温デコポンハウスで︑熊日新聞﹁あぐり

永店長が︑デコポンを始めポンカン・パ

計上を行います（所得税：農業所得の雑収入）
。

敏秋

ん特集﹂の取材が行われました︒読者リ

ール柑・スイートスプリングなどの柑橘

地確立交付金の支払い時期を念頭に置き、早い地

和牛部会会長

ポーターの収穫体験やデコポンを使った

類や白菜など

付決定通知の時期にあわせて、２３年分で収入の

岡田

料理の紹介を行い︑デコポンをＰＲしま

の冬野菜を紹

③水田利活用自給力向上事業については、従来の産

女性部部長

した︒まず︑中田さんのデコポンの栽培

んどの地域で年内に交付を受けていますので、交

翌々日には﹁交渉参加に向けて各国
と協議に入る﹂との党内反対派に配
慮しただけの様な発表内容に到りま
した︒色々な情報は普段テレビ新聞
などで得る事が大半ですが︑テレビ
新聞では得られにくい情報もネット
など利用し得られる情報も多くあり
ます︒情報の偏向や信憑性など自身
で吟味する必要はありますが︑テレ
ビ新聞もまた同様です︒
これから私達が行うべきことは︑
様々な情報を得て組織の意見として
積み上げて行くことと︑農業者とし
て︑他産業との連携はもとより消費
者をはじめとする社会全体の農業理
解を更に進めていかなければなりま
せん︒このような農政の問題や青壮
年部活動の情報源として﹁農業新
聞﹂や﹁地上﹂等も︑是非ご活用し
ていただければと思います︒様々な
問題や景気の低迷が続く中︑ＴＰＰ
に関係なく今後農業情勢も更に変化
して行くものと思われます︒日本農
業が生き残って行く為に︑我々青壮
年部が地域リーダーとして知恵を出
し合い行動して行きましょう︒
最後になりましたが︑盟友︑組合
員皆様のご健勝とご多幸を祈念申し
上げますと共に︑本年も青壮年部活
動への︑より一層のご支援・ご協力
をお願い申し上げ︑新年のご挨拶と
させていただきます︒

多く︑実習では煮汁の分量や味

方法や栽培における工夫などについて取

介しました︒

ますので︑是

（所得税：交付決定通知を受けた年で収入計上＜農業所得の雑収入＞消費税：不課税）

日頃︑稲作部
会の活動につき
ましては︑多大
なる御尽力とご支援を頂いておりま
すことに心からお礼申し上げます︒
昨年の水稲作は︑四月の田植時に
低温で活着が遅れ︑また少雨により
一部圃場において田植え時期の遅れ
や︑植え付けできない圃場もありま
した︒その後天候回復により平年並
みまで回復致しました︒病害虫や気
象災害等も少なく︑品質面でも等級
率が向上し作況指数も天草地区は一
〇五となりました︒また︑三月十一
日の東北震災の影響で米価の変動が
激しく動きました︒
農業問題ではＴＰＰの話題が突然
もちあがり︑交渉参加表明に伴い農
業を取り巻く情勢は予断を許しませ
ん︒一方国内では消費量の減退や需
要と供給で課題を抱えたままで推移
しています︒全国一律の米戸別所得
補償への加入︑水田利活用自給率向
上制度の取り組みなど︑地域水田ビ
ジョンを定め新しい農政の中で所得
向上が重要になります︒
稲作部会としても十六年目に入
り︑ＪＡ本渡五和ライス戦略に基づ
きコスト低減に努力し︑安心安全で
売れる︑うまい米づくりを目指し
て︑関係機関と連携を取りながらこ
の難局を乗り切る覚悟です︒
最後に︑お互いの英知と共同の力
を結集して︑稲作を中心とした複合
経営がより一層発展しますよう祈念
申し上げ年頭のご挨拶と致します︒

噌のやわらかさ等に注意しなが

材が行われ︑その後読者リポーターの永

この様子は一

がたわわに実ったデコポンを中田さんに

非ご覧くださ

米戸別所得補償モデル事業に関する税務上の取扱い

昨年は和牛部
会活動に対し︑
ご理解ご協力を
賜り心より厚くお礼申し上げます︒
昨年の畜産業界を取り巻く情勢
は︑一昨年の宮崎県で発生した口蹄
疫を起因とした市場の閉鎖や価格低
迷が続き︑畜産農家に大きな影響を
与えました︒好転を期待していた矢
先の三月十一日の東日本大震災と津
波で︑自然の怖さを目の当たりにし
て日本中が唖然となりました︒そし
て︑想定外の福島第一原発事故によ
り農畜産物への風評被害等がひど
く︑私達畜産農家にも大きな痛手と
なりました︒今年こそは︑もう一度
私たちＪＡ本渡五和畜産農家一同︑
牛飼いの原点に戻り農地の有効活用
を図り︑よい牧草を作り︑その自給
飼料を十分に与えた子牛を育てるこ
とによりコストを抑え︑健全経営が
できるように共に頑張りましょう︒
また︑十月には第十回全国和牛能
力共進会長崎県大会が開催されま
す︒一人でも多くの会員が参加し勉
強しようではありませんか︒
最後になりましたが︑会員皆様方
の益々の発展とご健勝をご祈念申し

ら︑受講生それぞれ真剣に味噌

井 さ ん 一 家 ︑三 才 の 明 日 花 ち ゃ ん を 中 心

月二十五日

教わりながら収穫しました︒明日花ちゃ

い︒

農業者戸別所得補償制度に関する税務上の取扱いについて

松本カヅエ

ろ︑受講生からは﹁とってもお

作りに取り組んでいました︒実

に収穫体験が行われました︒柑橘類が大

聞に掲載され

︵水︶の熊日新

った生春巻を紹介していただきました︒

習の後︑日野さんに味噌汁を作

好きという永井さん一家は︑この日を楽

デコポン・生ハム・大根・水菜な ど を使い︑

ってもらい試食を行ったとこ

しみにしていたと話され︑明日花ちゃん

りを楽しみにしていた受講生も

い﹂と言ってぱくぱく食べていました︒

について

昨年起きた東日本大震災は千年に
一度の大災害といわれます︒大震災
に伴った原発事故の被害は広範囲に
および︑農畜産物の出荷停止や自粛
を余儀なくされ︑風評被害に苦しむ
農家は増加の一方です︒震災や原発
の事故は今もなお生々しい現実とし
て進行中で心が痛みます︒
原発事故の発生により全国的な節
電が求められる中︑女性部では﹁Ｊ
Ａ女性エコライフ宣言﹂の一環とし
て︑水道光熱費一〇％削減運動に取
り組み︑七〜九月の三カ月の電気量
を記入し︑前年度と比較することで
節電に寄与し︑成果を確認すること
を目的に運動を展開しました︒こま
めにコンセントを抜いたり︑温度を
下げる工夫をしたりとちょっとした
ことで無駄をなくすことに気づかさ
れました︒これからもできる事を実
践していきたいと思います︒
また︑食の安全・安心と自給率の
向上や地産地消運動に取り組んでき
ましたが︑政府が前向きに検討中の
ＴＰＰは農家だけではなく︑食の安
全や医療制度など暮らしを脅かし︑
暮らしを彩る文化や伝統までも失わ
れることになります︒食と農︑豊か
な暮らしを守るためＴＰＰ参加を阻
止する運動をこれからも展開してい
きます︒
現在︑女性部の目的別グル︱プ活
動は六十一グループができ活発に活
動が行われています︒昨年の総会で
は各グループの発表会を行いまし
た︒歌や踊り︑大正琴の演奏では花
嫁さんまで登場して会場は笑いの渦
でした︒今年も楽しみです︒部員の
高齢化には歯止めがかかりません

本渡五和女性大学は︑十二月
いしい︒これだったらいつでも

温泉センター検討委員会報告

日頃より女性
部活動に対し部
員の皆様︑関係
機関の皆様にはご協力ご指導を賜り
心よりお礼申し上げます︒

簡単手作り味噌講習会と
花の寄せ植え研修会
六日︵火︶︑ＪＡ本渡五和本店に
作れる﹂と好評でした︒
その後︑宇土市の佃さんに花

識や︑花の選び方のポイント等

の寄せ植え講習会を行っていた

を学び︑受講生それぞれ個性あ

ＪＡあまくさ合同の手作り味噌

まず︑厚生産業の日野さんに
ふれる花の寄せ植えづくりに取

講習会と花の寄せ植え研修会を

Ａコープマーク商品の乾燥麦麹
り組みました︒

だきました︒寄せ植えの基礎知

と塩がセットになった手作り味

行いました︒

噌セットに大豆を煮てミキサー

コイン精米機更新について

れる味噌講習会を行っていただ

にかけ混ぜるだけで簡単に作ら

組織規程の一部変更について

その後︑中田久美さんにデコポンを使

要領の一部変更について

きました︒手軽にできる味噌作

第 1 号議案 １１月末事業実績について
第 2 号議案 資産査定要領・資産査定事務

４
５

平成２３年１２月２６日（月）、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。

んは大きなデコポンに大喜びで︑﹁あまー

あわせて、２４年分で収入の計上を行います（所

期にあわせて、年内に交付通知された場合は２３
は、２４年分で計上します。

を受ける予定でありますから、交付決定通知の時
なお、交付決定通知日が２４年になった場合

得税：農業所得の雑収入）
。
①定額部分（１５，
０００円／１０ａ）については、ほと

法人団体借入申込みについて

第 3 号議案
第 4 号議案
第 5 号議案
報告事項

おいて受講生六十九人が参加し

麦味噌講習会の様子

厚生連
ニュース

日本では︑第二次世界大戦以

降︑痛風にかかる人が急増しま

した︒美食や大酒が関係したた

めで︑当時はぜいたく病ともい

われていました︒しかし︑食生

（３月中旬より）
（５月下旬より出荷）
【バレイショ】…早掘り用は現在作付済み〜作付中
です。土壌条件の良い時に植付けます。
無霜地帯は、１月下旬より降雨後、湿りのある時
にマルチングを行います。
【春タカナ】…本年度のタカナは順調に生育してい
ます。寒害にあった場合は生育を回復させるため
追肥を行ってください。

等

１１，
４００

１，
６５６

１３，
０５６

３

等

１０，
４００

１，
６５６

１２，
０５６

外

９，
４００

１，
６５６

１１，
０５６

格

野

病害虫防除

生 育 を 硫安を10a当り20㎏
（生育に応じ施用する）
み て
12月下旬 斑点細菌病
から２月 コサイドボルドー 1,000倍液
上旬まで クレフノン
200倍液加用
発 生 時

アオムシ・コナガ アファーム乳
１，
０００倍 収穫7日前

平成23年度春野菜面積推進中
春インゲン、オクラ、シシトウ、カボチャを推進
中です。換金作物として有望な品目です。種子、育
苗については支店・支所・経済渉外・営農課へ連絡
ください。

菜

【レタス】…現在出荷中です。等級、階級を守り、
穫り遅れのないよう出荷してください。
（皆掛重
量7.5㎏〜9㎏）
【たけのこ】…青果用として出荷します。早期出荷
するために２月下旬までに施肥を行います。
燐硝安加里Ｓ811号 10ａ当たり80㎏（4袋）
【春インゲン】…ハウス栽培より育苗がスタートし
ます。ハウス内準備も遅れないようにお願いしま
す。
（最低地温14℃以上の確保）
ハウス栽培
品種 ベストクロップキセラ
播種 （ポット育苗 1月中旬、直播１月下旬）
収穫 （３月下旬より出荷）
トンネル栽培
品種 ベストクロップキセラ

ＪＡ野菜集荷所情報

現在、レタス、イチゴ、ミニトマト、水菜を主力
に出荷しております。どの品目も出荷規格を守り、
ＪＡ本渡五和の銘柄を高めましょう。

育苗センターより

春野菜の苗申し込みについては所定の申込書で播
種予定の30日前までに、支店長確認の後、営農課
へ提出ください。

畜

産

・空胎防除（本渡・五和地区） 2月21日㈫予定
※日程の変更がありましたら連絡いたします。
・成牛セリ市
2月28日㈫
本渡百姓倶楽部が十二月十六日

︵金︶に︑遠く離れて暮らしていら

っしゃる皆様に本渡町でとれた新

鮮で安心安全な農作物を全国に発

送しました︒セット内容は︑普通

ふるさと便セットの申込書・パンフレットの問い合わせ
山口支所 ☎０９６９−２２−３２８６（吉村）まで

期新米・温州みかん・からいも・

こっぱ餅・高菜漬け・レ

タス・スィートスプリン

グに情報誌﹁あさつゆ﹂

と女性部で作ったレシピ

同 倶 楽 部 で は ︑四 月 ・

を同封しました︒

九月・十二月の年三回

﹁ふるさと便﹂の発送を

行 っ て お り ︑ 次 回四 月 は

天草晩柑・筍・こっぱ

餅・高菜漬け・その他野

菜を予定しております︒

※プリエールとはフランス語で「いのり」といいます。

２

故郷の懐かしい味で遠く

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。

１３，
６５６

離れたふるさとを思いつ

本渡バス
センター

１，
６５６

づる暖かさを感じる品物

プラザ
ホテル

農家手取

１２，
０００

規

第4回目

（単位円）

算

等

と 大 変 う れ し い 言 葉 をい

川

横山
歯科

至瀬戸大橋

清

１

ただいております︒

南

JA本渡五和
本店

税込）

金

第2回目 1/20中心 硝燐加安646を10a当たり20㎏
第3回目 2/20中心 硫安を10a当たり20㎏

肥

確定申告の時期が近づいて

きました︒平成二十三年分の

所得税の確定申告期間は︑二

月十六日︵木︶から三月十五日

選果所

算

追

国税だより

確定申告は
正しくお早めに
︵木︶
までとなっています︒

所得税は︑納税者自身が所得金額や税額を正しく

計算して納税する申告納税制度を採っていますので

申 告 と 納 税 は ︑ 期 限 内 に お 済 ま せ く だ さ い ︒ 確 定申

告書の提出は︑郵送等でもできます︒申告期限が間

至本渡港

「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。

本渡南
公民館

国 道 ３ ２ ４ 号
熊本ファミリー
銀行

播種
収穫

物

円／60kg
概

丸善興産
ＧＳ

至五和町

作

（ヒノヒカリ

近になりますと︑申告会場はたいへん混雑し︑長時

間かかる場合もありますので︑お早めに申告をお済

ませください︒

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

の

・平成24年産米の栽培品種について
米については販売競争の時代です。売れるうまい
米を栽培しましょう。本渡五和産の米として出荷用
品種は次の品種でお願いします。
〈早 期…コシヒカリ、普通期…ヒノヒカリ〉
○温暖化に向けた普通期水稲新品種を引き続き試作
します。
平成23年産普通期玄米共同計算結果

プリエールほんど

町山口川

会員には、次のような特典があります

2月 営農情報

新年を迎えました。新たな気持ちで、営農の見直
し、改善目標を立てましょう。本年もよろしくお願
いします。

︻痛風発作の症状︼

血液が高尿酸の状態になって

もすぐに症状が現れるわけでは

募

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。

活が豊かになった現在では︑誰

もがかかる可能性のある一般的

な病気になりました︒

■斎場案内図

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。

７
３

なお︑国税庁ホームページの﹁確定申告書等作成

ご加入の手続きは簡単です

ありません︒一般的には四〜五

（いのり）

痛風は血液中に﹁尿酸﹂とい

プリエールの会 会員集

コーナー﹂で簡単に申告書等の作成ができますの

JA
葬祭

年高尿酸血症が続くと痛風発作

☎２３−２２３１

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽に
お問い合わせ・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）。

う物質が増えることによって起

で︑ぜひご利用ください︒

JA本渡五和本店

が起こると考えられています︒

痛風発作の症状としては︑足

︵
︶
http://www.nta.go.jp
天草税務署 ︵電話二二 ―
二五一〇︶

10：００
２月２６日㈰ 〜16
：００

こります︒この尿酸は︑プリン

体が代謝されてできた物質で︑

の親指の付け根の関節に腫れと

所

プリン体を多く含んだ食事をす

自
※動音声案内

その他の融資のご相談もお気軽に！
！

場

痛みを訴える人がもっとも多く

みられます︒

︻食事に注意︼

尿酸値が高めの方は食生活に

注意しましょう︒

豆製品などの高タンパク食

◎高プリン体食品︵肉・魚・大

品︶に偏らないようにしまし

ょう

◎尿をアルカリ化する食品︵野

菜・海藻類など︶を積極的に

摂るようにしましょう

◎飲酒を控えましょう

◎しっかり水分を摂りましょう

ＪＡ熊本厚生連 健康管理部

帆保 功治

住宅ローン
マイカーローン
教育ローン
開催日

ることで痛風が発症する引き金

になると考えられます︒

尿酸は︑過剰に増えてしまう

と針状の結晶となって体の色々

な場所に沈着します︒特に︑関

節などに沈着した場合に激しい

痛み︵痛風発作︶が起こります︒

︻痛風発作が起こる原因︼

◎大量の飲酒

◎高プリン体食品を過剰に摂っ

たとき

◎過剰なストレス

◎関節局所で温度が急に下がっ

たとき

◎関節局所の体液が酸性に傾い

たとき

ＪＡローン相談会

平成
年
平成24年

１２月セット物
本渡百姓倶楽部
発送

２３年度

６

