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。

ふれあいグラウンド
・ゴルフ

第８回
●開

催 日
●開催場所

平成24年11月21日
（水）
パークドーム熊本

●旅行代金

お一人様

熊本

九州大会in

◆募 集 人 員／40名（最少催行人員 35名）
◆申込締切日／10月12日（金）
※定員になり次第締切ります
※パークドーム会場集合
◆食
事／昼1回（弁当）
※大会参加費1,500円と昼食弁当代を含みます。
※送迎バス利用
（有料）
ご希望の方は別途ご案内いたします。 ◆添 乗 員／同行致しません
現地で係員がご案内します
※旅行傷害保険
（任意）
につきましては別途ご案内いたします。

第２回

2,600

円

オリジナル企画

ふれあいカーニバル
in済州島 3日間

●開

催 日

●旅行代金

●スケジュール

食事
10：00
11：05
福岡空港
済州空港
到着後、
昼食と 昼
世界遺産の島内観光〈三姓穴、
民俗自然史博物館、
竜頭岩、
新羅 夕
免税店〉へご案内します
ホテル（泊）
6：00〜6：30

平成24年11月28日
（水）
お一人様

11/28（水） 熊本市内

69,800円

※2名1部屋利用
（子ども同額）

11/29（木） ホテル

島内観光〈万丈窟、
城山日出峰、
城邑民俗村、
ジョア
ンスタジオ、
トケビ道路、
民芸品店〉へご案内します
ホテル

◆募 集 人 員／30名（最少催行人員 20名）
◆申込締切日／10月12日（金）
◆食
事／朝2回、昼2回、夕2回
◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います

北海道

11/ 30（金） ホテル

福岡空港

12：00

食の夕べ

●スケジュール
7：00〜8：00

10/23（火）

YOSAKOIソーラン舞と
層雲峡温泉 3日間

●開

催 日

●旅行代金

10/24（水）

86,800円

本渡北

五和西

五和東

熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

熊本市内
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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
10

月 日 〜 日

■編集責任者 参事 宮崎淳二

19：00〜20：00

朝
昼
夕

機械点検整備の為

■発行 JA本渡五和

239

福岡空港

昼
夕

合 計

本渡南

平成24年 9 月15日発行

16：40

澄んだ空が秋
の到来を感じさ
せる季節となり
ました︒組合員の皆様は︑秋野
菜の作付などでお忙しくお過ご
しのことと存じます︒
さて︑今年も十月十二・十三
日に毎年恒例のおしゃれサロン
を開催することになりました︒
婦人服・紳士服・メガネや寝具
など各種商品多数そろえ︑また
美顔エステや足つぼマッサージ
はどちらもサービス料金でご提
供いたします︒ふれあいの広場
︵喫茶コーナー︶でくつろいでい
ただきながら︑ゆっくり楽しん
でいただけるよう準備をしてお
りますので︑お知り合いの皆様
とともに是非ご来場くださいま
すようお願いいたします︒
涼しくなった朝夕と残暑厳し
い日中との気温差に加え︑夏の
疲れが出やすい時期なので体調
管理にはくれぐれもお気を付け
︵タカ︶
ください︒

2012

本渡西

平成24年
8月末

本渡東

平成24年
3月末

食事

13：25

平成24年8月末現在 （単位：人）

正

地 区
項 目

子牛品評会で優等賞を取った第一まきひめ号と
原田さん（2頁に関連記事）

14：15

朝

◆募 集 人 員／40名（最少催行人員 25名）
◆申込締切日／9月28日（金）
但し、
満員になり次第締切となります。
◆食
事／朝2回、昼3回、夕2回
◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います

※3〜4名以上1部屋利用
2名1室の場合、追加代金4,000円

■組合員異動状況

11：00

済州空港

福岡空港
千歳空港
層雲峡温泉
ホテル大雪（泊）
ホテル
銀河・流星の滝
大雪山
旭山動物園
チサングランドホテル
北海道 食の夕べ in Sapporo
ホテル
中央卸売場外市場
羊ヶ丘展望台
千歳空港

平成24年10月22日
（月）
お一人様

11：10

10/22
（月） 熊本市内

in SAPPORO

韓国食料品店ショッピング
熊本市内

朝
昼
夕

15

（月）
19

（金）
天草市瀬戸町1-1

8

め果実連やＪＡ役職員など

日︵火︶︑本店大会議室にお

平成二十四年産柑橘部会

福田賢二部会長が﹁情勢の変化

など︑有意義な会議となりまし

売側の率直な意見が述べられる

場担当者からも有益な情報や販

による市場情勢報告︑意見

が行われ︑また市場担当者五社
た︒

▼

まさえ２の２号

況および販売計画について協議

交換が行われました︒
東京青果の清水部長は︑

﹁コンビニにおける青果物

の取扱いの増加が顕著であ

るなど︑ニーズや小売の形

態も変化が著しい︒時代の

流れにのってしっかり販売

を行っていきたい﹂と話さ

れました︒生産者から活発

に質問や意見が出され︑市

ＫＡＢテレビ
﹁ＤＯ ＹＯＵ
のうぎょう？﹂でオクラを紹介
三・三 を作付しており︑今年は
台風被害もなく生育は順調で︑

九月十四日
︵金︶
︑KABテレ
ビ番組﹁DO
十月下旬まで収穫されます︒

のうぎ

ょう？﹂で︑園芸部会オクラ部

YOU

会議では︑平成二十三年産販
長の川峯智己さんが︑オクラを
恵まれ︑宮地岳町の圃場にて︑

紹介されました︒当日は晴天に

売結果と平成二十四年産生産状

と挨拶されました︒

にとりながら頑張りましょう﹂

に柔軟に対応できるよう︑市

ました︒主催者を代表し︑

関 係 者 含 め 約百 人 が 出 席 し

いて開催され︑部会員を始

販 売 対 策 会 議 が八 月 二 十 八

場︑生産者︑ＪＡとの連携を密

一等賞一席の
泉法明さんと
ももか号

川峯部長と指導員の吉本和喜さ
んが︑リポーター役のキャラク
ター人形あぐちゃんとぐりちゃ
んとクイズ形式で分かりやすく
オクラをＰＲ︑オクラの育て方
や収穫のタイミング︑美味しい
食べ方などについて︑笑いを交

午後

午前

午後

午前

▼

八月三十一日︵金︶︑天草畜産
農協において本渡五和農協導入
牛引き出し検査および︑育成牛
品評会を開催しました︒品評会

山下

和弘

には三十二頭が出品され︑畜産
農協︑家畜保健所および地域振
興局の方々による厳正な審査の
結果︑十八頭が来たる九月二十
八日︵金︶に開催される第四十回
天草畜産共進会へ出場牛として
選ばれました︒
入賞牛につきましては︑体
積・均称・資質・品位と非常に
優れており︑毛刈りなどの手入
れが良くできていたと講評があ
りました︒
入賞牛は下記の通りです︒

子牛品評会開催
また九月十日︵月︶には︑天草
畜産農協において子牛品評会を
開催しました︒品評会には三十

ha

2012 ＪＡ本渡五和

六頭が出品され︑畜産農協︑熊
本県畜産協会の方々による厳正
な審査の結果︑原田時男さんの
第一まきひめ号が優等賞三席に
今回は︑たくさんの牛が出品

選ばれました︒
えながら終始楽しい雰囲気で紹

☎0969-32-0307

され︑全体的に発育栄養状態が
当JA管内では︑栽培面積

介されました︒

五和東支店

五和町

一等賞一席の
井上美貴子さん
とかよひめ号

☎0969-34-0101

２席

した︒十時から配布し︑十一時

五和西支店

１等賞

には全部の新米を配り終え︑み

清水部長の報告
東京青果
日

12日

宜しくお願い致します。

かよひめ号

なさん喜んで受け取られ︑キャ

☎0969-22-4175

〈手野給油所 ☎34-0381〉
〈城河原給油所 ☎34-0111〉

本渡北支店

お気軽にお電話ください。

☎0969-23-2233

灯油配達も
いたします
本渡南支店

撮影の1コマ

12日13日

10時 9時 13 9時 7時

10月

業員全員誠心誠意の対応を心がけますので、皆様のご利用を

井上美貴子

ンペーンは大盛況のうちに終了

土

金

平成24年

これまで業務委託しておりました手野・城河原給油所を９

枦宇土町

しました︒

市場担当者からの報告

☎0969-22-3215

よく︑体積感がある優れた子牛

はるこ号

本渡西支店

が多かったと講評がありました︒

丈男
新米を配る青壮年部と女性部

新米
キャンペーン

山下

月１日よりJA直営店として、営業を再開いたしました。従

１席
について

八月二十三日︵木︶︑グリーン

１．玄米検査について

手野・城河原給油所
ＪＡ直営店として営業再開

１等賞

３．手野・城河原給油所の営業

トップ本渡店にてＪＡ青壮年

報告事項

■営業時間………月曜日〜土曜日
午前7時30分〜午後6時
■手野給油所……店休日：日曜日
■城河原給油所…店休日：日曜日、祭日

（平成２３年６月１日〜平成２３年９月３０日生まれ）

２．おしゃれサロンについて

部・女性部八名で﹁新米キャン

本町

☎0969-22-3311

ペーン﹂を開催しました︒同キ

２席

本渡東支店

ャンペーンは︑天草郡市青壮年

１等賞

JA本渡五和各支店連絡先

部・女性部合同活動として地元

ももか号

支店までご連絡ください。

のおいしい新米を食べてもらい

法明

更があった場合には、最寄りの

消費拡大につなげる目的で開催

法人団体借入申込みについて

２
３

泉

組合員たる資格の別等）に変

天草産コシヒカリ二合入りを

第 2 号議案

柑橘部会
販売対策会議

五和町

ＪＡ本渡五和に届け出ていただ

しました︒

７月末事業実績について

挨拶をする
福田部会長

１席

お知
らせ

概ね16カ月齢以上23カ月齢未満
○第２部

概ね12カ月齢以上15カ月齢未満
○第１部

第 1 号議案

平成24年産

１等賞

いている内容（氏名・住所・

百五十袋︑米の消費拡大やＴＰ

議・承認されました。

（平成２２年１０月１日〜平成２３年５月３１日生まれ）

組合員の皆様へ
お知らせ

Ｐ参加反対のチラシと共に店か

平成２４年８月３０日（木）、本店第３会議室

ら出てきた買い物客へ配布しま

において理事会が開催され、次の議案が審

10月

平成
平成24年
年

農薬の使用と購入は適正に行い、安全・安心
な農畜産物を生産しましょう。生産履歴の記帳
は栽培者の責任において記入し、出荷前に提出
してください。

作

物

【普通期水稲】
ウンカ・カメ虫防除としてタバコ跡など収穫の遅
い水田はトレボンスター粉DL10a当たり4㎏を散布
してください。
・落 水 時 期…早期落水は登熟を悪くします。収穫
作業に支障のない限り延ばしてください。
・適 期 収 穫…１穂の籾のうち85％が黄色に熟れた
頃が適期です。
【タケノコ・竹林】
・秋 肥 施 肥…たけのこ配合肥料を10a当たり60㎏
施用。
・年 号 記 入…今年残した親竹に年号を記入する。
・伐竹講習会…タケノコ部会で開催いたします。
【お茶】
肥…粒状熊茶1号を10a当たり60㎏施用。
・秋
枝…10月下旬頃、芽を揃える程度に軽く
・整
刈り込む。

野

菜

【インゲン】
〜露地・夏インゲン〜
穫…S級中心で収穫出荷を行う。
・収
・病害虫防除…灰色カビ・スリップス…セイビアフ
ロ ア ブ ル 1 , 5 0 0 倍（ 収 穫 前日）＋ ア タ ブ ロ ン 乳
2,000倍（収穫前日2回）
肥（草勢を維持させるため）…燐硝安
・追
S646またはアサヒエース10a当たり20㎏を15日
おきに施用。液肥葉面散布、クロロゲン青500倍
〜ハウス〜
・病害虫防除…サビ病・スリップス…バイレトン水
和2,000倍（収穫前日）＋アタブロン乳2,000倍（収
穫前日）
・ビニール被覆…10月中旬になったら保温のため被
覆を終了する。
【イチゴ】
◎病害虫防除
・うどんこ病・ダニ…定植後から開花まで定期的に
実施してください。同一農薬を連続して使用しな
い（防除農薬は栽培指針を参照してください）。
伝染源を除くため下葉、古葉かぎを行う。
・マルチング…定植から25〜30日の間（出らい直前）
に行う。
肥…マルチ前に行う。
・追

農業に従事する方なら広くご加入いただけます

しっかり積立て、
がっちりサポート
安心で豊かな老後を

☆あなたの老後生活への備えは十分ですか？
☆年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。
☆老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。

1 65歳の農業者の方の平均

２ こんなにかかる老後生活

３ 国民年金の支給額

余命は男性22年（87歳）、
女性27年（92歳）

（現金支出で
年額約280万円）

（年額158万円）

老後のお金の心配をせずに暮ら

高齢農家世帯（世帯主が65歳

農業者の皆さんが加入している

したいものです。その間、予測不

以上の夫婦2人）の家計費は、現

国民年金の支給額は、40年加入

可能な経済変動があり、思わぬケ

金支出で月額約23万円が必要と

で月額約6万5千5百円、夫婦あわ

ガや病気もあります。

なります。

せて月額約13万1千円です。

※日本人の平均余命は男性84歳、
女性89歳となっており、農業者
年金加入者の平均余命の方が長く
なっています。

このように、豊かな老後生活のためには、国民年金だけでは十分とは言えず、老後の生活費は自分
で準備する必要があります。
サラリーマンは国民年金（基礎年金）の上乗せ年金として、厚生年金や共済年金（厚生年金のモデ
ルケースでは夫婦2人で年額約280万円、月額約23万円）を受け取ってます。
農業者の皆様もメリットがたくさんある農業者年金に加入して安心で豊かな老後を迎えましょう。

◆農業者年金に加入すれば〜 農業者年金の支給額（年額）の試算◆
運用利回り1.35％の場合

加入年齢 納付期間

運用利回り２．
００％の場合 （注）この試算は、通常加入で保険料月額2万円

男 性

女

性

男 性

女

性

20歳

40年

66万円

57万円

75万円

65万円

30歳

30年

46万円

40万円

52万円

45万円

40歳

20年

29万円

25万円

31万円

27万円

50歳

10年

14万円

12万円

14万円

12万円

で加入し、65歳までの運用利回りが1.35％
及び2.00％、65歳以降の予定利率が1.35％
となった場合の試算です。
運用利回り1.35％は制度発足以降の10年度
間の運用利回りの平均です。
予定利率1.35％は、農林水産省告示（H24.
4.1施行）
により定められている率です。

お問い合わせは天草市農業委員会・ＪＡ本渡五和本店におたずねください。
天草市農業委員会
本渡五和農業協同組合

本店

天草市中村町10-8-2

ＴＥＬ０９６９−３２−６７９０（担当：山下）

天草市南新町9-22

ＴＥＬ０９６９−２３−２２３１（担当：坂本）

水菜作付者募集

水菜を作って
みませんか？

ＪＡ本渡五和では︑冬場の共

販作物として水菜の面積拡大を

図っています︒今︑サラダや鍋

料理で大人気の水菜を作付しま

せんか︒軽量で高齢者の方でも

簡単に作れます︒

吉本

親切・丁寧にご指導致します

営農課 担当

ので︑ご連絡ください︒

■連絡先

０８０︱２７００︱１１３０

大腸がん検診の
ご案内

ＪＡ本渡五和では︑今年から

十一月二十九日
︵木︶

十一月三十日
︵金︶

ＪＡ本渡五和本店

三千五百円

大腸がん検診を行います︒

場

◆検査日

◆会

料金

◆Ｓ状結腸内視鏡検査

※あさつゆ十月号に申込書を入

れます︒

畜
産
【ししとう】
・子牛セリ市 ９月17日（月）
穫…M果を中心に収穫出荷してください。
・収
・第40回天草畜産共進会 ９月28日（金）
・家 庭 選 別…秀品に優品が混入しないようにお願
・空 胎 防 除 10月24日（水）
いします。虫害果・異物など混入なきよう選別も
・成牛セリ市 11月28日（水）
徹底してください。
肥…15日毎にアサヒエースまたは燐硝安
・追
繁殖牛及び子牛に対する
加里S646を10a当たり12〜13㎏施用。
ビタミンＡ・Ｄ３・Ｅ剤の上手な与え方
・台 風 対 策…圃場の周囲に防風ネットを設置、排
☆ビタミンＡ・Ｄ３・Ｅ剤とは・・・
水溝を整備し、支柱や杭にしっかり固定する。
○ビタミンＡ・Ｄ３・Ｅ剤等のビタミン剤は他のビタミンと違
・病害虫防除（収穫前日まで）
って体内（肝臓）に貯めておくことができます。
斑点細菌病………………………Zボルドー500倍
○毎日補給する必要はなく、一度にある程度体量一定期間分を
投与した方が効果的です。
ハスモンヨトウ・スリップス
☆ビタミン剤投与の目的
…………アタブロン乳2,000倍（収穫前日）
【母牛】
【レタス】
○骨格の大きい子牛を生ませる
○母牛のスタミナづくり
本圃準備は土壌条件が良好な日に早くから行い適
○受胎率低下の防止
○流産・死産の予防
期定植に努めましょう。圃場周辺の排水対策は万全に。
○虚弱子牛・盲目の子牛の出産予防 ○後産停滞の予防
（土層改良機の有効利用を！）
○産後の子宮回復を早める
○発情をはっきりさせ受胎促進
【子牛】
苗…移植後の生育が心配される場合は1
・育
○子牛の成長に促進 ○抗病性、特に下痢・肺炎など感染予防
〜2回液肥500倍を散布してください。
〈子牛〉
・スソ枯れ病予防…バシタック水和1,000倍または 〈母牛〉
投与量
投与量
投与時期
投与時期
ダコニール1,000倍を散布する。
20ml
お産60日前 50ml〜100ml
出生直後
植…本葉3枚の若苗を浅植えとする（セ
・定
各20ml
お産30日前 50ml〜100ml
生後30日毎
ル成型苗・は種後25〜30日）
50ml〜100ml
お産当日
5〜6カ月後
・定植後乾燥が続く場合は灌水を行い早期活着を図る。
お産30日後 50ml〜100ml
５

農業者年金

の 営農情報

４

＜罰則＞
遵守事項を遵守しなかっ
た場合には、事業者に対
して勧告・命令を行い、
当該命令に従わなかった
場合には、罰則 注 が適用
されます。

不正転用による不当利益防止

注：１年以下の懲役又は100万円以下の罰金

平成22年４月から、改正食糧法に基づき、新規需要米、加工用米などの
用途限定米穀の用途外使用に罰則が科されました。

用途限定米穀の保管、出荷・販売時の主な取り扱い
①用途限定米穀を保管する場合には、用途が明らかとなるよう、はい
票箋による掲示を行うなど、他の米穀との明確な区分管理を徹底す
る必要があります。
② 用途限定米穀を出荷・販売する場合には
ａ．紙袋等の包装に用途を表示
加工用米は 加 、米粉用米は 粉 、飼料用米は 飼 、その他用途は、
その用途に即して輸出用などと表示
ｂ．需要者（需要者団体）に直接販売する必要があります。

２ 米トレーサビリティ法に基づく措置

記
チェック

録

□ 出荷・販売の伝票を受領

国税だより

（又は請求書を発行）
□ 受領した伝票、発行した
伝票の控えを保存
□ 用途限定米穀の場合
その用途を記録

＜罰則＞
記録の虚偽記載等の義務
違反があった場合には、
罰則注が適用されます。

流通ルートの特定

トロールできなくなります︒そ

米・種もみ※を①出荷・販売、②入荷・購入、③事業所間の移動、④廃
棄した場合には、その記録を作成し、3年間保存する必要があります。
※米、種もみ以外にも、米粉や米こうじ等、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、
単式蒸留しょうちゅう、みりんなども対象になります。

記録事項
品名、産地、数量、年月日、取引先名、米穀の用途等
※１米の場合はその産地、米加工品の場合はその原料米の産地
※２用途限定米穀について、加工用米は 加 、米粉用米は 粉 、飼料用米は 飼 などと、
その他用途は、その用途に即して輸出用などと記載
※３ライスセンター等で配布された伝票等は、3年間保存してください
（個人販売でも伝票は必要です）

注：50万円以下の罰金

（参考）その他の米トレーサビリティ法の内容
事業者間における産地情報の伝達

※生産者だけでなく、集荷業者、加工業
者、卸売業者にも課される義務です。

米を農協や業者等に出荷・販売した場合には、必ず産地を伝票等ま
たは商品の容器・包装への記載により伝達する必要があります。

一般消費者への産地情報の伝達
一般消費者に米・米加工品を直接販売・提供する場合にも、商品の
容器・包装等への記載により産地を伝える必要があります。

至本渡港

南

JA本渡五和
本店

節約推進キャンペーン
対象期間：2012年11月30日まで

節約推進キャンペーン割でご奉仕します！

川
国 道 ３ ２ ４ 号
横山
歯科

達

プラザ
ホテル

至瀬戸大橋

※プリエールとはフランス語で「いのり」といいます。

①台所にも安心して利用
②酸化防止剤が溶出しない
③耐久性が違う
④保温性が違う
■お問い合わせ・ご注文は

JA本渡五和へ

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。

冬、水でうめて入浴できるソーラー。
貯水タンクがステンレスはアズマだけ。
貯水タンクもステンレス

対象期間内にアズマソーラーに買い替えて頂くと…買替も新規もお得

熊本ファミリー
銀行

伝

＜罰則＞
・事業者間における虚偽の伝達
等の義務違反があった場合に
は、罰則が適用されます。
・一般消費者に対し伝達の義務
違反があった場合には、勧
告・命令を行い、当該命令に
従わなかった場合には、罰則
が適用されます。

選果所

丸善興産
ＧＳ

至五和町

適切に産地情報を伝達

︵３Ｒ︶推進月間﹂です︒地球環境を守るため︑有用

のため︑下痢や腹痛︑便秘など

れるのでしょうか？

な廃棄物︵循環資源︶の利用と処分に当たっては︑リ

厚生連
ニュース

排便習慣や生活のリズムなど

ル︵再生利用︶の順に取り組むことが重要とされてい

デュース
︵発生抑制︶・リユース︵再使用︶・リサイク

リデュース・リユース・リサイクル
︵３Ｒ︶
推進月間

な病気なのでしょうか？

を整え︑食事や運動など生活習

の表示

の症状を起こしてしまうので

検査をしても腸に炎症や潰瘍

慣の問題を修正することが基本

遵守事項
チェック

□ 紙袋等の包装への用途

す︒

などの異常が見つからないの

毎年十月は﹁リデュース・リユース・リサイクル

に︑便秘や下痢などの便通異常

になります︒便通異常が強いと

「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。

○どのようにして治療は進めら

を慢性的に繰り返す病気です︒

きには︑便の状態を調節する薬

いては︑次のようなリサイクル推進施策が行われて

一回限りの入会で
「安心」と「信頼」がお求めになれます

町山口川

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。

本渡南
公民館

プリエールほんど

天草
市役所

○過敏性腸症候群とはどのよう

腹痛やおなかの不快感が常に

や腸管の動きを調整する薬︑下

います︒

募

会員には、次のような特典があります

ます︒

あり︑突然︑腹痛とともに激し

剤などを必要に応じて用い︑便

１

そこで︑国民生活と深いかかわりをもつ酒類につ

い便意が襲ってきたりするた

通の状態を整えます︒不安や抑

■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

ガラスびん

め︑通勤途中の電車などで焦っ

うつが強い場合にはそれらを和

ご加入の手続きは簡単です

リターナブルびんは︑使用済みの容器を回収後︑

てトイレに駆け込んだり︑試験

らげる薬が併用されることもあ

（いのり）

洗浄することにより繰り返し使用されます︒

前に急におなかが痛くなって集

ります︒

プリエールの会 会員集

代表的なものとして︑ビールびんや一升びんがあ

中できなかったり︑大事な会議

％が回収され再使用されています︒

缶

り︑ビールびんはほぼ 一〇〇 ％︑一升びんは約九〇

適な生活を送るよう心がけま

○日頃の生活習慣を見直し︑快

２
スチール缶 およびアルミ缶は︑いずれも溶かして

再びスチール︑アルミとして再生されます︒

特に︑アルミ缶からアルミ地金を作る場合には︑

天然資源から新地金を作る場合よりも使用電気量が

の前におなかが痛くなるなど︑

しょう︒

★腸を元気にする習慣★

ましょう

・規則正しい排便習慣をつくり

ペットボトル

はるかに少なく︑
省エネルギー効果に優れています︒

３
ペットボトルはプラスチック原料等となり︑ワイ

シャツ︑カーペット︑台所洗剤容器等︑さまざまな

物に再生利用されています︒

私たち消費者も︑リターナブルびんの商品を購入

する︑ごみの分別回収へ協力する︑リサイクル製品

を選択する等︑毎日の生活の中で少し気を配るだけ

でリサイクル運動に参加できます︒

日常生活への影響が大きく︑社

会的・経済的な損失が大きい点

でも注目されています︒

○なぜ︑検査で異常がないのに

下痢や便秘を繰り返すのでし

ょうか？

・食事はよく噛んでゆっくり食

・1日に1時間程度筋肉を動か

過敏性腸症候群は︑心の問題

し︑運動習慣をつくりましょ

べましょう

的な病気の一つといわれていま

う

が体の症状となって現れる代表

す︒胃液の分泌や腸の動きなど

・ぬるめのお風呂にゆっくり入

りましょう

・早寝をしましょう

の消化管の働きは︑脳からの指

令でコントロールされていま

す︒ところが︑ストレスなどが

原因で腸の神経が過敏になる

と︑腸の機能を脳がうまくコン

JA
葬祭

生産者の皆さまへ

１ 改正食糧法に基づく措置

無料！

M220Ⅱ

M220Ⅲ

お見積

M230Ⅲ

０１２０−４１−９１００
６

