あ さ つゆ
JA本渡五和だより

ＪＡ健康寿命１００歳プロジェクト!!

No.310

８

第５回 ウォーキング大会in本渡五和
下浦の名所旧跡を巡り、八代海を眺めながら楽しく歩こう!!

9月3日㈪より参加者募集!

平成 30 年8月18日号

日 程

１０月２０日[土]

平成３０年

〈小雨決行

荒天中止

行距離
ｺｰｽ・歩
ｽ
散策ｺｰ
ふるさと

約６km
ｺｰｽ

歴史探訪

m

約４.3k

順延なし〉

【志賀様】

スタート・ゴール・開会式会場

下浦地区コミュニティセンター

旧 下浦公民館（天草市下浦町1282）
時 間
受 付 ８：００〜８：５０
（開会式 ９：００）
スタート ６km ９：３０〜／４.3km １０：００〜

【祇園橋モニュメント】

※完歩後にお楽しみ抽選会を行います。
※新米おにぎり＆豚汁のおもてなし

参加費

大人：１,０００円

中学生以下：５００円

※申込み時に各支店窓口にて徴収します

申込方法

各支店に備え付けの申込書・承諾書に必要事
項を記入し、参加費を支店窓口で支払いのう
え支店へ提出して下さい。

申込期間

平成３０年９月３日[月]〜１０月５日[金]

【あこうの大木】

※申込みが定員１５０名になり次第、受付を終了致します。

ＪＡ共済［熊本県限定］くるまの保障
お見積りキャンペーン開催中!
大会に関する
お問い合わせ先

本渡五和

年金友の会 会員募集中

楽しい特典がいっぱいです。

JA本渡五和 本店

企画生活課

【船場天満宮と大楠】

JA本渡五和【企画生活課】
年金友の会
TEL：23-2231 FAX：23-9360
参加希望の方は事前に参加申込みと参加費の支払いが必要です。 後 援 JA熊本厚生連
主

催

９月 日

18

農業 人

宮地岳町

まつざき

松﨑

まさ か ず

正和さん

30

︵中浦友仁︶

次代へつなぐ

残暑お見舞い
申し上げます︒
梅雨明け後は
猛暑が続き︑毎
日のようにテレビや新聞な
どで﹁熱中症﹂という言葉
を見聞きするようになりま
した︒全国各地で熱中症に
よる健康被害が発生してお
り︑７月 日から８月５日
までの１週間で︑熱中症に
よる救急搬送者数は１万人
を超えているそうです︒ま
だまだ暑い日が続きますの
で︑皆様も作業をされる際
は︑休憩と水分補給をこま
めに行い︑体調管理にご注
意ください︒また︑めまい
や立ちくらみなどの症状は
熱中症のサインです︒早め
の対応を心がけましょう︒

「２１世紀農業を考える集い」開催

定休日

平成３０年度ＪＡ本渡五和基本農政研修会

■発行 JA本渡五和 ■編集責任者 参事 田口真吾
熊本県天草市南新町9-22 TEL 0969-23-2231

特集

（火）

協同組合は人と人との結びつきの組織
株式会社

協同組合

単なる交換の関係

人と人との結びつき

顧 客

組合員
12
8

「２１世紀農業を考える集い」開催
謝辞を述べる𠮷田陽子女性部副部長
質疑応答の様子

平成30年度 ＪＡ本渡五和基本農政研修会

特集
特集

しました︒
研修会では︑藤木しんや参
議院議員を招き︑﹁農家の目線
でみる国政とこれからの農
業﹂と題した講演会を賜りま

化や農家の声を国政に届ける

した︒農業を取り巻く環境変

ＪＡ本渡五和基本農政研修

ための対応策などの話を交

年部員・女性部員・生産部

大会議室にて開催され︑青壮

い ﹂ が ︑ ７ 月 ８ 日︵ 日 ︶に 本 店

ると思っています︒私もそれ

家と農協があれば地域を守れ

え ︑ 藤 木 し ん や 議 員 は ︑﹁ 農

地域の農業・農協を守れるよ

その後︑𠮷田陽子女性部副

う︑農協改革への対応に取り

に理解を得るためにも︑私た

部長が﹁農家と国政の目線の

主催者の青壮年部・女性部

ちの日頃の農政活動は大変重

違いが良くわかりました︒農

組んでいきます﹂と話されま

要です︒今回の研修で聞いた

家の目線で農家の代表とし

を代表して大塚陽介青壮年部

ことや考えたことを周りの人

て︑今後も頑張ってくださ

した︒

へ伝えていただき︑農協の

い﹂と謝辞を述べました︒

〇３位

〇２位

〇１位

宮地岳支部

五和支部

本町支部

果は次の通りです︒

ームの合計スコアによる競技の結

じて交流の輪を広げました︒２ゲ

応援の方も一緒になり︑競技を通

拍手と歓声で会場は大盛り上がり︒

ライクが出ると周りからは大きな

それぞれプレーを楽しまれ︑スト

しました︒参加された皆さんは︑

男女混合で各支部に分かれて競技

を開催し︑部員や職員１００人が

親睦を深めるためボウリング大会

の基本農政研修会後︑部員同士の

青壮年部・女性部は︑７月８日

各支部対抗ボウリング大会開催

青壮年部・女性部

るよう頑張りましょう﹂と挨拶

様々な活動を理解してもらえ

長が︑﹁農協を知らない方たち

が出席しました︒

ぞれの農協とともに︑全力で

会﹁

世紀農業を考える集

藤木しんや参議院議員
（ＪＡかみましき前組合長）

会・ＪＡ役職員合計２１７人

21

2
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大塚陽介青壮年部長
講演を行う藤木しんや参議院議員

ＪＡ本渡五和と本渡諏訪神社
年はスズメの来襲が少なかった

大田主の淀川洋一さんは﹁今

豊かな実りに感謝﹁抜穂祭﹂
日︵ 金 ︶︑ 晴 れ 渡 っ た

サービスの向上と熱中症対策

行われた御田植え祭で五穀豊穣

で抜穂祭を行いました︒４月に

青空のもと本渡町山口の神饌田

れたため稲の実りも良く︑安心

策を行いました︒天候にも恵ま

た鳥おどしを設置するなどの対

ですが︑昨年同様︑鷹の形をし

利用者の皆さまへのサービス向

そこで当組合では︑組合員・

よく目にするようになりました︒

レビ等で熱中症等のニュースを

今年も猛暑が続いており︑テ

全支店及び各事業所に
ウォーターサーバーを設置しました

を願い植えたもち苗﹁峰の雪も
して収穫︑献上ができます﹂と

は８月

ち﹂は︑きれいな黄金色の稲穂
上と熱中症対策を目的として︑
日より全支店及び農機セ

話されました︒
７月
ンター︑ライスセンター︵本

収穫した新米は宮中・伊勢神

に実り︑黒い烏帽子と白装束を
身にまとった田男８名により刈
宮・諏訪大社・靖国神社へと奉
ターサーバーを設置しました︒
よく冷えたおいしい水がお召し
上がりいただけますので︑お立

ウォーターサーバー
（五和西支店）

り取られ︑神前に供えられまし

・預かり保管場所として提供
・展示など貸し出しスペースも確保

渡・五和︶の計９カ所にウォー

農機ステーション

納されます︒

23

ち寄りの際はお気軽にご利用く

スロープ工事完成
旧五和選果場２階 約340坪

た︒

ＪＡ本渡五和では、各農家における農機保管場所の問題に対応するため、農機ステーショ
ン（旧五和選果場２階部分の再利用）の建設工事を進めています。現在、旧五和選果場１階
部分は購買品（肥料・牧草等）や整備済み農機、みかんコンテナ等の置き場としてフル活用
していますが、２階部分は全面空きスペースとなっています。この空きスペースを利用し、
農機センターで点検・整備した農機等を対象として「預かり保管場所」として提供していき
ます。現在は２階へ昇るためのスロープ工事も完成し、今後は、搬送や保管料等について検
討を進め、下期より本格稼働する予定です。詳細な利用方法については、当組合ホームペー
ジや資料配布にて皆さまへお知らせいたします。

水分補給を!
紙コップも
置いてあります

10

「農機等の預かり保管場所の提供」

農機ステーションの設置

4
5

神饌田で稲を刈り取る田男

保管倉庫などの建設は
非常に大きな負担

ださい︒

がかわいてなくても
のど

性化
地域の活

ニュース ＆
＆ トピックス
ＪＡ本渡五和の自己改革へ向けた取り組み その11

平成30年8月 営農情報

畜

産

平成30年７月17日 子牛セリ市成績（税込 単位：円）
頭数

平均体重

平均日齢

平均価格

雌

13

266

282

669,268

去

20

310

262

789,966

計

33

292

270

742,418

五

雌

39

283

276

742,348

和

去

37

314

273

847,888

計

76

298

275

793,729

雌

126

284

276

724,414

天草家畜市場

性
渡

８月31日㈮
約35頭出品
○子牛品評会 ９月10日㈪
10：00〜
○子牛・成牛セリ市 ９月17日㈪
○天草郡市共進会
肉牛の部………９月５日㈬
10：00〜 出発式
肉用種牛の部…９月28日㈮ ９：00〜
※どちらの会場も天草畜産農協内

本

○本渡五和農協育成牛品評会

営 農
情 報

去
185
839,837
311
270
■踏込消毒槽について
計
311
793,074
300
273
１．日頃から畜舎に踏込消毒槽を設置すると
ともに、獣医師・人工授精師や関係団体の職員などが畜舎に入る場合には、必ず消毒を行う
ようにしてください。
２．消毒薬については、農協等から、購入して適切に使用してください。
３．消毒薬の使用の際には、説明書をよく読み、用法・用量を守るとともに、休薬期間等を遵守
してください。
※消毒前には必ず、流水などで汚れ（有機物）を落としましょう。
※消毒薬は汚れたら直ちに取り替えましょう。汚れていなくても２日に１回は交換しましょう。
※消毒薬は使用上の注意を守って適切に使用しましょう。

営農組織だより
宮地岳営農組合

秋大豆の播種作業

種作業を行った営農組合員は、
「 毎年７月に作
付を行うが、雨が多く作付が遅れたり、今年の
ように雨が全然降らず悩まされることが多いが、
順調に育ってもらいたい」と話されていました。

宮地岳営農組合では7月25日から秋大豆「ふ
くゆたか」の播種作業を行いました。
梅雨明け後はまとまった雨が降らず、乾燥状
態が続くなか播種作業を行いました。大豆の作
付については毎年行われ、今年度は約４haに

平成30年７月27日に、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。
実績報告
第１号議案
第２号議案

7

平成30年度第１四半期実績
報告について
県下統一ローンに伴う生活メ
インバンク機能強化資金の貸
出金利・期間の変更について
既存住宅ローンの金利引き下
げに伴う条件変更対応につい
て

【インゲン】
■圃場…排水、保水性、日当たりが良好な場所
を選ぶ。連作圃場、センチュウ、土壌病害等
に問題のある圃場は、土壌消毒を行い、十分
ガス抜きをした後、播種する。
■苗立枯対策
栽培環境を整備する
畦は高畦とし、排水対策を十分行う
地温低下を図る。シルバーマルチ、ひえひ
えマルチ
■台風対策…防風ネットの設置、マルチが飛ば
されないよう裾に十分土寄せを行う。
【オクラ】
出荷規格（9.5〜12㎝）を厳守してください。
■草姿…開花の上２〜３枚の展開葉を維持しな
がら１週間〜10日おきにS646を10ａ当た
り20㎏〜40㎏施用し、樹勢を維持する。
■灌水…高温、乾燥期には土壌の状態に応じ、
適宜、畦間灌水を行い、変形果が発生しない
よう収穫する。

報告事項
１．平成29年度期末監事監査の指摘事項に対
する処理てん末報告について
２．ＪＡ貯金「合併30周年記念特別貯金キ
ャンペーン」の中間報告実績について
３．ＪＡ活動総合３ヵ年計画の進捗状況に
ついて

菜

【シシトウ・ピーマン】
■適期収穫、追肥…長期出荷するため追肥は
10日おきにS646を10ａ当たり12㎏〜13㎏
施用する。
■整枝の実施…混み合った中心部の枝を間引く。
※今後９月にかけて定植される野菜、花卉につ
いては定植準備を早めに済ませておいてくだ
さい。
※秋冬および春野菜の栽培面積を取りまとめて
います。営農指導員へ申し込みください。冬
レタス、春バレイショ、春インゲン、早生タ
マネギ、水菜等です。
※台風が九州めがけて接
近する時期です。台風
情報に注意し、作物被
害を最小限にするため
対策（防風ネット、支
柱）を早めに行いまし
ょう。

産米出荷、集荷への取り組みについて

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運送業者による庭先集荷に取
り組んでいきます。ライスセンターに集荷依頼の電話をいただいた際に、運送業者をご紹介いたし
ます。
■本渡R.C. ☎２３−７２４５
本渡ライスセンターで等級アップのために
■五和R.C. ☎３２−１９２０
色彩選別機を設置しています。

物

播種作業を行う営農組合員

第３号議案 本町茶工場機械導入について
第４号議案 資産経営計画委員会の解散と
今後の方向性について

野

平成30年

作

作付されました。収穫は11月下旬に行われ、
きな粉などの加工品に使用される予定です。播

平成30年8月 営農情報

【普通期水稲】
■いもち、カメ虫、ウンカ防除…トライス
タークル粉ＤＬ
（穂揃期）、トレボンスタ
ー粉ＤＬ
（乳熟期）を10ａ当たり４㎏（穂
揃期、乳熟期各１回）
トビイロウンカ（坪枯れ）発生が予想さ
れます。
本年のトビイロウンカ（坪枯れ）の防除
適期は、８月下旬〜９月上旬と予想されま
す。水稲の株元に生息していますので、粉
剤及び液剤で防除する場合は、株元に達す
るように散布してください。

ＪＡ本渡五和では、米集荷運動を行っております。
米集荷運動を早期米、普通期米で実施します。
少量でもライスセンターで受付を行いますので出
荷をお願いします。出荷先は、本渡ライスセンタ
ー・五和ライスセンターへ。
■平成30年度出荷契約米
（早期）
の概算金について
（追加金は精算時に行います）
１袋
（３０㎏）
/円

コシヒカリ

１等

２等

３等

6,710

6,380

5,870

※庭先集荷も行っています。持込みが困難の方は
お電話ください。
6

金融 からのおしらせ

購買 からのおしらせ

― 組合員のみなさまへ ―
平素より購買事業をご利用いただきありがとうございます。
これまで当組合で使用していました購買システムを、平成30年10月分より熊本県総合農業情報セ
ンターのシステムにかえて運用を開始いたします。これに伴い下記の事項が変更になりますのでお
知らせいたします。

お取引が初めての方でも
店頭表示金利

0.1

日

頃の

上乗せ

年

％

感謝を

1．購買代金請求書の様式が変わります。
2．購買代金の口座振替決済をご利用の方は、これまで振替日が翌々月10日の1回でした
が、今回のシステム導入により1回目を翌月25日に振替を行い
（1回目の振替日が早く
なります）
、処理出来なかった場合は、2回目を翌々月25日に再度振替を行います。

込めて

・組合員、組合員家族の方
・当 JA で年金お受け取りの方
・当 JA で給与お受け取りの方
いずれか該当される方

新規・定期預入期間 3 年以上

購買代金案内書兼請求書見本

店頭表示金利

新規・定期預入期間 1 年以上
店頭表示金利

上乗せ

上乗せ

年

年

JA 本渡五和 限定
その場で当たるスピードくじ

本渡温泉センター無料入浴券
平成31年度 専修学校 熊本県立農業大学校 学生募集
魅力いっぱいの農業大学校で、農業のプロをめざしま
せんか！
■農大の特色
①農業実技実習の場として充実した圃場・施設・設備
を有しています。
②農業の基礎から先進的な技術まで、実践を通じて学
ぶことができます。
③２年間の全寮制で、集団生活の良さを知り、「生涯
の仲間づくり」ができます。
④農業に必要な多くの資格が取れます。（大型特殊・
けん引免許（農耕用）、家畜人工授精師、毒物劇物
取扱者、危険物取扱者、無人ヘリコプター、フラ
ワー及び園芸装飾技能士等）
⑤卒業後は専門士（農業課程）の称号が付与されると
ともに、四年制大学への編入受験も可能です。
⑥卒業後の進路は約半数が就農し、県内各地で農業者
として活躍しています。また、進路コーディネー
ターによる充実した進路指導を行っており、JAや
農業法人、関連企業への就職も多く、その他、海
外で農業研修を受ける卒業生もいます。
※高等学校をすでに卒業されている方でも、「一般入
学者選抜」だけでなく、市町村長の推薦（地域推薦）
により、「推薦入学者選抜」も受験できます。
９

１

入学者選抜日程等
区 分

願書受付期間

選抜日

選抜日

選抜方法

推薦入学者選抜 平成30年
学力検査：国語総合
平成30年 平成30年 （古文・漢文を除き、
高等学校推薦 9月3日㈪
10月2日㈫ 10月16日㈫ 小作文を含む。）
及び地域推薦
（市町村） 〜9月13日㈭
面接、提出書類
学力検査：国語総合
平成30年
平成31年 平成31年 （古文・漢文を除く。）、数
一般入学者選抜 11月30日㈮
1月22日㈫ 2月6日㈬ 学Ⅰ
〜12月14日㈮
面接、提出書類

選抜場所：熊本県立農業大学校（熊本県合志市栄3805）
☎０９６−２４８−１１８８
２ 募集定員
農学部（修業年限２年）
農産園芸学科・野菜学科・畜産学科…80人
３ 受験料等
入学試験手数料：2,200円
入学料：5,650円
授業料：118,800円／年（平成31年度予定）
※詳しくは、熊本県立農業大学校教務課までお問い合
わせください。
住所：熊本県合志市栄3805番地
TEL：０９６−２４８−１１８８ FAX：０９６−２４８−４４３２
熊本農大
検索

人事異動
氏

（平成30年８月１日付）

名

森
弘生
田代
功
柿本 衛二
山下健太郎
吉田 徹一
伊藤 貴美
松崎 由香
谷川
遥
桑野 文弥
冨永 琉稀
菱田 貴大
川本 美里
尾下 沙織

新

役

職

営農経済部 考査役 経済課長兼農機車輛センター長
五和西支店長
本渡西支店長
金融共済部 金融課 再建対策・融資係長
本渡北支店 支店長代理
五和東支店 貯金兼出納係
五和西支店 貯金兼出納係
本渡北支店 貯金兼出納係
正職員採用 営農経済部 営農課
正職員採用 五和西支店
営農経済部 グリーントップ（試用職員）
本渡西支店 貯金兼出納係（嘱託職員）
本渡北支店 貯金兼出納係（嘱託職員）

名

旧

考査役 本渡西支店長
営農経済部 経済課長兼農機車輛センター長
五和西支店長
本渡北支店 支店長代理
金融共済部 金融課 再建対策・融資係長
本渡西支店 貯金兼出納係
五和東支店 貯金兼出納係
五和西支店 貯金兼出納係
試用職員 営農経済部 営農課
試用職員 五和西支店
五和西支店（試用職員）
本渡東支店 渉外係（嘱託職員）
本渡南支店 貯金兼出納係（嘱託職員）
8

クイズに正解するとステキな商品が当たる！
今月のテーマ

Ｃ

Ｄ

７月号当選者

エーコープ
もちもちパンミックス ６００ｇ
抹茶きなこ 160g
を５名様にプレゼント！

下浦町 Ｙさん 下浦町 Ｋさん 枦宇土町
五和町 Ｍさん 五和町 Ｔさん

Ｉさん

エーコープマーク商品の紹介
エーコープ

もちもちパンミックス
6００ｇ

31
周年

もちもち白玉の
抹茶アイス添え

Ａ

料

Ｂ

○もちもちパンミックス……1袋(150g)
○サラダ油……30g
○水……130CC
○生クリーム……200CC ○卵……2個
○抹茶きな粉……大さじ6（お好みで加減）
※お好みで砂糖を加える

記念キャンペーン
〜9月30日㈰

皆様方のご愛顧を受けまして、創業31周年を迎
えることができました。日頃ご愛顧の皆様に感謝
の気持ちを込めてあたたかい…２つの特典をご用
意致しました。
心ゆくまでおくつろぎいただきますよう皆様の
お越しを心よりお待ち申し上げております。海の
見える天然温泉で、身も心もリフレッシュしまし
ょう！

ープの五倍酢︶︒食欲のない時︑
これがあったらご飯がいけま
す︒きゅうりは自家製です︒
五倍酢ありがとう︒
︵本渡町Ｗさん︶
家庭菜園頑張っています︒今
年はパプリカも植えています︒
でも︑収穫できたのが５つ︑
腐ったのも同数︒暑さのせい
かなぁ〜︒トマトもミニトマ
トも腐っています︒皆さんの
ところはどうですか？
︵下浦町Ｙさん︶

特典1

大人入浴回数券（10枚綴り）
通常価格4,500 円を

3,500円にて販売 !

作り方

①ボウルにAを入れ混ぜ合わせこねて、
小さく丸める。
②鍋に湯を沸かし①を入れ、
浮き上がったら冷水に
取り冷やす。
③ミキサーにBを入れ全体が滑らかになるまで2〜3
分攪拌する。
④③を冷凍容器に入れ冷凍する。
⑤器に冷やした白玉を入れ、
抹茶アイスを添える。
※黒蜜or抹茶きな粉をかけてどうぞ。

本渡温泉センターよりお知らせ

期間：平成30年 9月1日㈯

４8０円（税込）

もちもちパンミックスで作る

材

創立

因

30

９

たくさんのお便りありがとうご
※
ざいました︒一部をご紹介させ
ていただきました︒

農事組合法人
「宮地岳営農組合」
でオペレーターと
して従事して９年
目です。営農組合では、水稲を中
心に大豆やそば、飼料米などを栽
培しています。
受託作業も多いので、地域の皆
さまに貢献できるように頑張ります。

30

原

正和さん（52歳）

官製ハガキに必要事項をご記入の
上︑左記の要領でご応募ください︒
応募締切 平成 年９月５日
︵当日消印有効︶
平成 年 月号誌上

松﨑

まさかず

15

今年の猛暑には身体もまいっ
てしまいます︒各地での災害
報道を見るたびに大変さが伝
わります︒
︵小松原町Ｆさん︶
今年は植木ポットにミニトマ
トの苗を植え︑育ててみまし
た︒実がなっても赤く熟れる
までに思っていた以上の期間
がかかりました︒やっと食べ
られるようになった実は︑子
ども達のお弁当に入れてあげ
ました︒
︵下浦町Ｋさん︶
今年もきゅうりのキューちゃ
んを作ってみました︵エーコ

宮地岳町

まつざき

10

表

ナ ツ マ ツ リ

発

22

お寄せいただいたご意見やご感
※
想︑イラストなどはイニシャルで
ご紹介させていただきます︒あら
かじめご了承ください︒

熊本県天草市南新町９ ―

ＪＡ本渡五和
総務部総務課

●こたえ
●郵便番号
●住所︵必ず番地まで記入︶
●氏名︵ふりがな︶
●ご意見・ご感想
今月号のよかった記事や
※
身近な出来事や話題など

62

8 6 3 0 0 3 1

･･･

Ｂ

画面の明るさ・外光の
ディスプレイへの映り
込み・ブルーライト・
長時間の同姿勢・机や
椅子の高さ・不自然な
姿勢での作業・長時間
の連続作業など

Ａ

18

ＶＤＴとは

答え

液晶などのディスプレイや︑キーボード等の入力機器による情
報端末
︵ Visual Display Terminals
︶
を使った作業のことをＶＤＴ
作業といい︑ＶＤＴを使用することで眼・身体・心に影響が出る
病気を﹃ＶＤＴ症候群﹄といいます︒近年はパソコンの作業に加
え︑スマートフォンやタブレットが急速に普及しており︑ＶＤＴ
症候群を訴える人が増えています︒

21

D

9

ＶＤＴ症候群の症状と原因

1５

12
13
15
17

状

A

16
19
20

1９

割の人が眼の症状を訴えています︒

1２

8
10

症

１４

４
5

14

眼の症状

８

２１

︵疲れ・視力低下・かすみ目・ぼやけ・痛
み・充血・ドライアイなど︶

18

十五夜に飾る植物
米の収穫作業の一つ
エレベーターの表示では「B」
よく飼われているペットなんだニャ
石原裕次郎と牧村旬子のデュエット曲
「
の恋の物語」
足りて礼節を知る
和風の携帯薬入れ。黄門様のドラマで
おなじみです
恋愛運や金運などを見てもらいます
カラオケ店で離さない人もいます
招く人がホストなら、招かれる人は
月の模様はウサギがこれをついている
ように見えるとか
佐渡島に保護センターがある鳥

身体の症状

7

1
2
3
4
5

「 V D T 作 業から 目を 守ろう 」

︵首や肩のこりや痛み・倦怠感・腰痛・腱
鞘炎・背部痛など︶

C

電流を流したり切ったりする装置
深谷、下仁田、九条といえば
膝より下、くるぶしより上
野山を耕して田畑にすること
鉄棒や跳び箱を使って行う
体操
木を育てたり切り出したり加工したり
する仕事
体の90％以上が水分だという、水に
すむ生き物
年下の女きょうだい
田楽にしてもおいしい紫色の実野菜
あ、おいしそう。ひと
ちょうだ
い！
カイコの繭から作ります

︵疲労感・イライラなど︶

1７

10
３

1
4
6
7
9
11

心の症状

２０

有症状者のうち約
※

1１

１６

眼の症状予防のポイント

2

13

○作業環境を整える

９
B

・照明が暗い場合はデスクライトなどを設置する︒
・外光が直接入る場合はブラインドで調整する︒
・椅子に座る際は︑深く腰かけて背もたれに背中をあて︑足の
裏全体が床に接するようにする︒
・前傾姿勢にならないよう椅子の背もたれや高さの調整をする︒
・温湿度の調整を行い︑空調の風が直接当たらないようにする︒
・メガネやコンタクトは度のあったものを使用する︒
・視線が少し下向きになる角度に画面を調整する︒
・ドライアイに対して眼科受診や点眼などをする︒

６

・一連続の作業時間が長すぎないようにする︵１時間を超えな
い ︶ ︒ 連 続 作 業 に な る 場 合 は ︑ 間に 〜 分 程 度 ︑ 作 業 を 行
わない時間をはさむ︒
・時々適度に身体を動かして︑緊張をほぐす︒

１

○作業時間に気をつける

Ｑ 二重マスの文字をＡ〜Dの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

※小人入浴回数券
（10枚綴り）
も通常価格1,500円を1,000円

特典２

9月
6日・12日・20日・26日は

サービススタンプ
＊9月18日
（火）
は、
定休日です

2倍セール !

本渡温泉センター
天草市瀬戸町1-1 ☎
（0969）
24-2181

営業時間

午前10：00〜午後９：００まで

