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

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。

楽しい船旅を体験！

春休み子ども企画 阪九フェリーで行く

新門司港から大阪・神戸港間を往復大型フェリーで。船内はグリ
ル・レストランをはじめ、カラオケルーム・ゲームコーナー、キッズ
ルーム、展望浴室などがあり、楽しい船旅をご満悦いただけます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

Ｕ Ｓ Ｊ への旅 ３日間
●出

発 日

●旅行代金

平成25年 3 月25日
（月）
お一人様

●スケジュール

21,000円

貸切バス
3/25（月） JA（午後発）
門司IC

3/26（火）

新門司港

フェリー

船中（泊）

食事
朝

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
船中（泊）

神戸港

神戸港

3/27（水）

フェリー

新門司港

◆募 集 人
◆食
◆添 乗
◆対 象

貸切バス

門司IC

夕

天草市内（午前着）

朝

員／80名（最少催行人員／35名）
事／朝食 2 回・昼食 0 回・夕食 1 回
員／同行し旅程管理業務を行います
者／小学３年生〜６年生

異なる表情を持つさまざまなエリ
アは、感動がいっぱいの別世界。ハ
リウッドの超大作映画をテーマに
した興奮のライドや人気キャラクターたちのショー
など、子どもから大人まで楽しめる、ワールドクラ
スのエンターテイメントを集めたテーマパーク。

JA天草旅行センターふれあいの旅

博多座公演 水戸黄門日帰りツアー
●出

発 日 平成25年 3 月 7 日
（木）

●旅行代金

お一人様

15,800円（A席チケット
12,000円含む）

● スケジュール
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福岡IC

１１
：
００〜１４
：
３０

博多座（3月公演 水戸黄門）

（休憩あり）

松橋IC
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五和東
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熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

お く や み

TEL 22-0983
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18

（月）

定休日

■編集責任者 参事 田口真吾

プリエールほんど

信頼と助け合いのJA葬祭

月 日

■発行 JA本渡五和

244

合 計

本渡北

773

立春をすぎ︑
暦の上では春を
迎えました︒ま
だまだ寒い日が続き︑インフル
エンザの猛威も気になるところ
ですが︑組合員の皆様はいかが
お過ごしでしょうか︒
先日行われた下浦町ふるさと
祭りは︑今年も例年同様たくさ
んのお客様でにぎわいました︒
少し動くと汗ばむくらいの暖か
い春の陽気を思わせる一日でし
た︒今回初めて販売されたぽん
かん餅は︑目にも春らしい爽や
かな味わいでした︒ポンカンの
里下浦町にふさわしい特産品と
して︑皆で力を合わせて下浦町
のみならず広くＰＲしていけた
らと感じました︒
二月より︑人事異動があり新
体制でスタートしました︒これ
からなお一層︑組合員の皆様の
ご要望に応えるべく頑張ってま
いりますのでよろしくお願い致
します︒
︵タカ︶

平成25年 2 月16日発行

◆募 集 人 員／40名（最少催行人員／30名）
◆食
事／朝食 0 回・昼食 1 回・夕食 0 回
◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います

平成25年1月末現在 （単位：人）

准

（前期末比）

2013

天草地区

本渡南

平成25年
1月末

本渡西

レタスの収穫
（五和町 原田豊一郎さん）

平成24年
3月末

１8：30

食事
15：00
福岡IC 昼

正

地 区
項 目

本渡東

■組合員異動状況

あの黄門様ご一行が博多座に登場！

10：00

松橋IC

天草市瀬戸町1-1

8

七十人が出席し︑ＪＡ組織にお

習会を開催しました︒女性部約

日︵木︶に︑本店にてリーダー学

JA本渡五和女性部は二月七

予防のための歯磨き粉︑歯ブラ

シを使って歯磨きの指導や虫歯

予防対策について実際に歯ブラ

社サンギの松山一宏様より虫歯

れてますか？﹂と題し︑株式会

女性部リーダー学習会開催

ける女性参画の現状について認
シの選び方や交換時期について

活センターの平松恵美子様より

渡五和の女性参画の状況につい
ても報告があり︑女性部組織の

平成二十四年度
家畜栄養管理講習会開催
二月六日
︵水︶︑本店にて畜産

響﹂について問題点と改善点に

現況について認識を深めまし
た︒

ついて学び︑そのほか﹁産次と

農協︑天草地区三ＪＡ︑天草農

﹁子牛の健康は胎児期に決定
市場価格の統計﹂等について認

について講習を受けました︒

﹁生産性を高める牛の飼い方﹂

学術部の後藤篤志講師による

し︑ＺＥＮＯＡＱ営業推進本部

本渡五和からは約九十名が参加

管理講習会が開催されました︒

業活性化協議会による家畜栄養

されるため︑母牛の分娩前後に
識を深めました︒

牛の栄養状態が子牛に与える影

おける増飼とストレス軽減が重

注１）物件1・物件2・物件3は、一括売却とします。
注２）物件3の地積及び価格は分筆後に確定します。
価格は地積確定後、1㎡あたり3,700円を乗じた額を
最低売却価格とします。

識を深め︑今後の女性部組織の

エーコープマーク商品について
要であること﹂﹁妊娠末期の母

注2参照

研修が行われました︒部員の方

﹁正組合員の減少傾向が続き世
蛍光剤が入っている市販の洗剤

約1,480,000円
注2参照

活性化について学びました︒

代交代も進む中︑JAをはじめ
と無添加のエーコープマーク商

手野１丁目
畑
字五反田 （山林） 1116
（4筆）

も熱心に話を聞かれ質疑応答も

地域における女性の果たす役割
品をブラックライトをあて目視

2

熊本県中央会営農生活センタ

が求められています︒くらしの

新人王部門の倉田政幸さん

手野１丁目 宅 地
字五反田 （雑種地） 3242.03 10,455,037円
（2筆）

また︑JA熊本中央会営農生

活動などを通して︑女性の方々
で確認したり︑ハンドクリーム

は︑デコポンの施設栽培に加え

47,210円

1

行われました︒

のパワーを発揮できる場を積極
の効果について実験を行うなど

十日︵水︶︑県庁地下大会議室に

耕作放棄地から転換した放牧地

賞で五和町手野の猪原健一さん

おいて開催されました︒この大

に繁殖牛を導入し︑多角経営を

平成二十四年度熊本県農業コ

会は︑自らの農業経営︑技術の

されています︒また︑高齢化が

︵七十一歳︶が表彰の栄誉に輝

改善に積極的に取り組む県内の

進む地域の農地を守るため︑作

ンクール大会︵熊本県・農業団

優秀な農業経営者や集団を表彰

業受託組合の設立に関与すると

かれました︒

し︑併せて県民への農業理解を

体・熊日主催︶表彰式が一月三

図り︑農業農村に寄与する目的

工会や小学校などで講演もされ

共に農業の魅力を伝えようと商
今回︑ＪＡ本渡五和管内より

ており︑地域農業のリーダーと

で開催されております︒
新人王部門で本町の倉田政幸

者を決定いたします。

ーの桑鶴誠課長が︑くらしの活

的に展開していただきたい﹂と
の研修が行われました︒

が導入されて八十八年︑今

（☎２３−２２３１）までお問い合わせください。

して活躍されております︒

※購入希望者複数の場合は、一般競争入札により購入

動と女性部の役割りについて︑

話されました︒
当JAの田口真吾参事より本

第二十一回下浦町ふるさと祭
も 下 浦 町 松 岡 健 吾 さ ん のポ

ぽんかん餅の販売

を計画しています。購入をご希望の方は、本店総務課

︵三十二歳︶さんと︑地域貢献

約400
手野１丁目 道 路
字五反田
予定地
（2〜3筆） 注2参照
3

とより︑天草地域の柑橘振興に

熱心に指導され︑ＪＡ管内はも

ーとしてボランティアで農家を

地域でかんきつ栽培アドバイザ

猪原健一さんは︑退職後天草

う頑張ってまいります﹂と︑受

に︑今後益々地域貢献できるよ

に天草地域の農業活性化を目標

おふたりは﹁今回の受賞を機

れ︑今回の受賞となりました︒

地域貢献賞の猪原健一さん

賞の喜びを語られました︒

新人王部門の倉田政幸さん

尽力されていることが認めら

報 告 事 項 １．余裕金運用状況について
２．有価証券評価損益管理報告に
ついて
３．延滞債権報告について
４．県域ローンセンター媒介業務
実績報告について

最低売却
価
格
地 目
地積
（現況） （㎡）
物件の
所在地
物件
番号

（情報提供日：平成25年2月12日）
■物件の概要

当ＪＡの組合員であること及び購入
■購入者の条件

平成２５年３月２２日
（金）まで
■購入申込み締切

その後﹁本当に歯と歯茎が守

りが二月三日︵日︶に行われ︑果
ンカン園に残るポンカン原

下浦町ふるさと祭り
樹協議会ポンカン部がポンカン

このほか︑天草営農組合

木の果実八十八袋が景品と

による米の販売も行われる

とデコポンの試食販売に加え︑

は︑もち米と輪切りにしたぽん
など︑たくさんの新鮮野菜

して来場者へ配布されまし

かんを一緒に蒸してついた餅
や鮮魚︑うどんや食品など

た︒

で︑粒あんを包み二個入り一パ
がテント村に並び︑大勢の

今年初めて﹁ぽんかん餅﹂を販

ック一〇〇円で販売しました︒

売しました︒﹁ぽんかん餅﹂

淡いオレンジ色のぽんかん餅は
お客様でにぎわいました︒

五和町手野一丁目の旧育苗ハウス跡地について処分

熊本県農業コンクール大会表彰式

平成二十四年度︵第五十三回︶

ポンカンの爽やかな風味が好評
で︑用意した四〇〇パックはま
たたく間に完売しました︒
また︑天草に初めてポンカン

果樹部会での販売

けられることを条件とします。

第３四半期事業実績について
団体借入申込みについて
法人団体借入申込みについて
借入条件変更申込みについて
法人団体借入条件変更申込みにつ
いて
第 6 号議案 ＪＡ住宅ローン金利施策等について
第 7 号議案 農業公社設立に向けた準備委員会
参加について
第 8 号議案 参事の選任について

遊休資産（土地）の
処分について

２
３

営農生活センター 平松恵美子様
（右）
の研修

第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案
第 5 号議案

株式会社サンギ 松山一宏様による研修

講習会の様子

にあたり農地法の規定による農業委員会の許可を受
平成２５年１月２８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。

営農生活センター 桑鶴誠課長の講演

平成
平成25年
年
早期水稲

3

月の営農情報

平均日令

雌

215

741,300

426,676

257

277

去勢

218

747,600

463,194

278

264

計

433

747,600

445,062

268

271

平成25年
子牛初せり
開催
平成２５年最初の
子牛セリ市が天草
家畜市場において１月１７日（木）に開かれ、平均価格
は４４５，
０６２円、前年比３４，
９０４円高（昨年対比１０８
％）と高値で取引されました。
購買者は約１３５人と多く、遠くは宮城より来場され
るなど活気あふれるセリ市となりました。雌・去勢合
わせて４４２頭が出場し、内４３３頭が販売されました。
雌については、安福久の血をひく牛が最高額６８０，
０００
円、平均価格５６０，
８９８円と今回は全体的に平均的な高
値で取引されました。
次回は、３月１７日（日）に開かれる子牛セリ市におい
て、高値で取引されるよう今後とも飼養管理技術の向
上を図っていきたいと思います。

２月 の水田農業関連情報

早期水稲においては、まもなく育苗、本田準備の時
期になります。高品質・良食味の米づくりのため、
健苗＝ずんぐり苗を作りましょう。

○ 健苗を作りましょう

・種子は充実した、健全なものを使いましょう。その
ためには必ず比重選を行います。比重はうるち米の
場合1.13（水10リットルに硫安2.9㎏）で、目安は
浮いた卵が水面から少し出る程度です。
・2葉苗の育苗日数は20日前後ですので、3月10日頃
から播種しましょう。2〜2.5葉苗の場合、1箱当た
りの播種量は乾籾で150ｇ（催芽籾では180ｇ）が基
準となります。
播種
・ハト胸状態の種子が7〜8割程度になった時が、
に最も適した状態です。ハト胸状態の時です。その
ためには、十分に浸種を行いましょう。また、一日
一回は撹拌して水温が均一になるようにしましょう。
・高温や急激な温度変化は苗立ち枯れ病、ムレ苗等の
発生原因になりますので、適正な温度管理を心掛け
ましょう。

組 合員 の皆様 には 益々 ご清栄 のこ と

５

平均体重

とお 慶び 申し上 げま す︒ このた び 一月

【インゲン】ハウス栽培管理
・温度管理は25℃を目安にし、25℃以上になると換
気する。日中の高温障害に注意してください。
・かん水は生育の前半はひかえ、着莢後は土壌水分を
見て適宜かん水を行う。
トンネル栽培
・日当たりが良く排水の良い圃場にし、畦は高畦とし
マルチ・トンネルは早くかけ、地温確保に努める。
・播種…２月下旬〜３月上旬、１ヶ所に２粒まき、覆
土は２㎝位の深さ、間隔は40㎝のチドリとする。
・間引き…健全な１株を残す。本葉３〜４枚頃土寄せ
する。
【バレイショ】トンネル栽培

平均価格

退任のあいさつ

菜

最高価格

三十 一日を もち まして ︑本 渡五 和農 業

野

頭数

協同 組合 を定年 退職 致し まし た︒昭 和

１．施肥
ア）春肥の時期です。
（２月下旬と３月中旬の２回）
MR133、60㎏＋油かす100㎏（10ａ当）
イ）芽出し肥（３月下旬に施用）
硫安40㎏またはアサヒエース60㎏
２．春整枝（面ならし）
秋整枝面から３〜４㎝上を整枝する。時期は２月
下旬〜３月上旬に実施。

性

四十 八年四月五 和町 農協 に入組 以来 三

茶

天草家畜市場子牛セリ成績表（1月17日）

前参事

宮 崎 淳 二
十九 年十カ 月の 永き に亘 り務め を果 た

今年度も田植機の点検実施を計画しておりますの
で、点検ご希望の方は各支店・各支所までお知らせく
ださい。 実施予定 ２月下旬〜３月上旬
農機センター 電話 34−0163 ＦＡＸ34−0183
または各支店支所まで。

農産担当

すこ とがで きまし たこと は︑ 組合員 ・

農機センターからのお知らせ

職

役職 員の皆 様を はじ め︑ 多くの 皆様の

１２，
０４６

ご支援とご協力の賜物と心から感謝申し上げます︒

１，
２４６

農業・農協を取り巻く環境は厳しさを増していく状況

１０，
８００

ですが︑組合員の皆様とＪＡ役職員が一体となり︑地域

外

格

農業の振興と更なる経営の安定を図られますよう念願致

１３，
０４６

します︒

１，
２４６

最後になりましたが本渡五和農協の益々の発展と組合

１１，
８００

員皆様をはじめ︑役職員皆様方のご健勝とご繁栄をご祈

等

念申し上げ退職の挨拶とさせていただきます︒

３

・空胎防除
2月26日㈫
・成牛セリ市 2月28日㈭
・子牛セリ市 3月17日㈰
○平成２５年度農協有家畜導入申込受付について
本年度も標記事業の受付を行いたいと思いますの
で、事業参加希望者は、各支店・支所に申込書があり
ますので記入の上提出をお願いします（３月２９日提出
厳守）。

役

参事兼総務部長
本渡南支店 （平成24年12月31日付）
今回︑二月一日付の異動により前宮﨑参事の後任とし

１４，
０４６

二
恵

て参事を拝命致しました田口です︒

１，
２４６

淳
智

景気低迷等により農業の経営環境は︑農業の担い手不

１２，
８００

旧

営農経済部長
総務課長
営農経済部 営農課長
営農経済部 営農課 課長待遇
本渡南支店（調査役）
五和東支店（臨時）

足による地域農業の活力低下︑農畜産物消費量の伸び悩

等

職

おせわになりました （平成25年１月31日付）

みや資材コストの高騰など慢性的な課題を抱え︑依然と

２

崎
川
して厳しい状況が続いております︒しかし︑私はこうい

１４，
６４６

新参事

田 口 真 吾

職

う時代だからこそ︑ＪＡが地域に対して果たすべき役割

１，
２４６

宮
立

﹁共 感﹂づ くりに より︑ 組合 員皆様 と

１３，
４００

退

こ れか ら皆様 の地 につ いたお 知恵 を

等

産

組 合員 皆様の ご指 導と ご協力 を今 後

１

規

畜

農家手取

役

参事
総務部長兼総務課長
営農経済部長
営農経済部 営農課長
五和東支店（調査役）
本渡南支店（臨時）

の信 頼を更 に深め ること が必 要不可 欠

算

真 吾
太 一
眞 一
政 利
みゆり
絵里子

新

と考えます︒

精

口
本
下
藤
村
本

拝借 しな がら︑ 私に 与え られた 責務 を

金

オクラ、シシトウ、カボチャの面積推進中

名

全うすべく意を強くする次第です︒

算

（単位円）

ともよろしくお願い致します︒

概

税込）

氏

を再認識し︑ＪＡ本来の持ち味である﹁組織﹂﹁活動﹂

円／60kg

・芽が多い株は１〜２本の芽に整理してください。
・外気温も高くなりますので、晴天日は換気する。
マルチ栽培
芽が出だしたら巡回に努め、ポリフィルムを破り芽
を出してください。
【春タカナ】
収穫期まで肥料切れのないよう追肥を行う。すでに
収穫期のタカナは漬け込みも開始しております。
追肥…２月20日中心と３月５日中心
硫安10ａ当20㎏を散布

田
松
松
武
有
西

（平成25年２月１日付）

就任のあいさつ

・床土の準備は早めに 10ａ当 100ℓ
育苗用床土 10ａ当 ４袋（ひのくに床土）
・種子は播種１週間前に塩水選（うるちの場合水10ℓ
に塩２㎏）を行い、その後種子消毒を行います。
・種子消毒
ヘルシードＴフロアブル200倍液（水10ℓに50㏄）
に24時間浸漬します。途中１〜２回かく拌してください。
・催芽は、はと胸程度（芽の長さ１㎜程度）に行い播
種する。詳しくは早期水稲箱苗の作り方を参照。
平成24年産普通期玄米共同計算結果
（ヒノヒカリ

人事異動

（本渡五和営農推進協議会作物部会より）

■適正温度
時

期

昼

間

夜

間

出

芽

期

30〜32℃

緑

化

期

硬化期〜田植え

25〜30℃

20〜25℃

17〜20℃

15〜20℃

○ 本田の準備
・堆肥、土壌改良資材（石灰質、ケイ酸質資材等）の
施用…土壌改良資材には、稲が丈夫になり、倒伏防
止や耐病性、さらに秋落ち防止の効果も認められま
すので基準量を施用しましょう。
・荒起こしはできるだけ深く（15㎝以上を目標に）
行いましょう。
※資材についてはＪＡまでお尋ねください。

○記帳・記録の作成・保存

「安全・安心」が消費者から強く求められています。
産地としての信頼を維持するため「水稲栽培管理記
帳・米取引等の記録」を作成し、３年間保存する必要
があります。

４

厚生連
ニュース

糖尿病の現状は⁝⁝

﹃現在糖尿病が強く疑われる人﹄

の約 八百九十 万人と︑﹃糖尿病の可

能性を否定できない人﹄の約 千三百

二十 万人を合わせると︑全国に 二千

二百十万人いると推定されていま

す︒しかも糖尿病を疑われた人の約

四割が︑治療を受けていない状況

で︑糖尿病の患者数は増え続けてい

期 間：平成25年3月1日
（金）
〜3月31日
（日）
定休日：３月18日
（月）

１ 回数券１冊

（10枚綴り）通常価格4,500円を

3,500円にて販売！

小学生用１冊（10枚綴り）も通常価格1,500円を

2

特
典

1,000円にて販売！

期間中５の倍数には（５・10・15・20・25・30日）

サービススタンプ ２倍

平成25年１月末日をもって天草青果市場㈱
の事業が閉鎖されたことに伴い、JAにおいて
キャベツ・白菜・大根・ブロッコリー・カリ
フラワー・秋ばれいしょ等の野菜を集荷し、
田﨑市場へ出荷したいと思います。品目によ
っては、集荷しかねる野菜もありますので、
詳しい内容についてお聞きになられたい方は、
JA各支店･支所もしくは、本店営農課吉本･喜
多へご連絡ください。
本店事務所 ☎２３−２２３１
吉本指導員 ０８０−２７００−１１３０
喜多指導員 ０９０−９５８６−８５４４

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。
天然温泉で、農作業の疲れをリフレッシュしましょう。

本渡温泉センター

天草市瀬戸町１−１
☎０９６９
（２４）
２１８１

例
有酸素運動の一つであるウォー

キングはとても効果があります︒

糖尿病﹄は︑運動や食事などの生活

習慣が深く関連していますので︑以

ウォーキングを行うときには︑腕

をしっかり振って︑いつもよりも

下のような生活習慣を見直し︑糖尿

大きい歩幅で︑胸を張り背筋をま

病を予防しましょう︒

①食事

っすぐ伸ばして︑歩きましょう︒

③ストレス

・ゆっくり噛んで食べましょう︒

・三食しっかり食べましょう︒

ょう︒

・ リラックスできる時間を作りまし

バランスよく食べましょう︵偏食

・一度の食事で主食︑主菜︑副菜を

には注意しましょう︶︒

・野菜の量を増やしましょう︒

・甘いものや脂っぽい食事は避けま

しょう︒

大切なご先祖様のお墓参りができずに気にされてい
る皆様に代わってお墓周囲の掃除（お墓掃除代行）や
草取り、そしてお花のお供えとお線香をあげてお墓参
りを代行させていただくサービスです。
初回お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問
い合わせください。 ☎22-0983（プリエールほんど）

■斎場案内図

至本渡港

プリエールほんど

本渡南
公民館

丸善興産
ＧＳ

至五和町

JA本渡五和
本店

川

天草
市役所

選果所
南

７
３

日頃のご愛顧に感謝して
春のキャンペーン第１弾！

特
典

お知らせ

農家の皆さんへ

本渡温泉センター

◆お墓参り代行サービスはじめました◆

町山口川

※プリエールとはフランス語で「いのり」といいます。

・塩分は控えめにしましょう︒

会員のご加入は各支店、
支所、
または葬祭センターでお願いします。

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。

・夕食後の間食は控えましょう︒

一回限りの入会で
「安心」と「信頼」がお求めになれます

糖尿病とは⁝⁝

会員には、次のような特典があります

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。

年に一回は自分の体をチェック

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。

・アルコールは飲み過ぎに注意しま

募集

糖尿病には大きく分けると︑イン

ご加入の手続きは簡単です

するために︑健康診断を必ず受

けましょう！

（いのり）

しょう︵暴飲暴食︶︒

②運動

・運動を行う習慣をつけましょう︒

は︑本税のほか︑完納の日までの延

消費税及び地方消費税も期限内に納税を！

納税は社会の基本的なルールで

滞税も併せて納付することとなりま

国税だより

す︒特に︑消費税及び地方消費税

納税についてお分かりになりにく

すからご注意ください︒

いことがありましたら︑最寄りの税

務署にお気軽にお尋ねください︒

天草税務署

は︑消費者からの﹁預り金的な性

格﹂を有する税金ですから︑期限内

に確実に納付してください︒

納税資金の準備に当たっては︑毎

日また は毎月の売上げの中から︑消

費税 およ び地方消費税に相当する分

を積み立てるなど︑日頃から納税資 ︵☎二二 二
―五一〇︶
自動音声案内
※

金の準備に努めましょう︒

なお︑期限内に納付がない場合に

葬祭 プリエールの会 員
会

スリンの量が絶対的に足りない﹃Ⅰ

型糖尿病﹄と食事や運動など生活習

慣と関係が深い﹃Ⅱ型糖尿病﹄があ

り︑そのうち糖尿病の約九五％が

﹃Ⅱ型糖尿病﹄です︒

糖尿病は︑血液中のブドウ糖の濃

度︵血糖値︶が慢性的に高くなる病

気で︑初期の段階ではほとんど痛み

などの自覚症状がなく︑糖尿病が進

行した時に自覚症状が現れるのが特

徴です︒

進行すると︑網膜症︑腎症︑神経

障害︑動脈硬化症などの合併症によ

る心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こ

す恐ろしい病気です︒

糖尿病の予防は⁝⁝

糖尿病のほとんどを占める﹃Ⅱ型

JA

おかげ様で25周年

国 道 ３ ２ ４ 号
熊本ファミリー
銀行

横山
歯科

プラザ
ホテル

至瀬戸大橋
本渡バス
センター

主催:JA本渡五和・JAあまくさ・JAれいほく
協賛:JA女性部・㈱エーコープ熊本

創立7周年
ル
イ
オ
ン
ジ
ン
エ
交換

愛車
持ち込みの
お客様

日頃のご愛顧に心より感謝申し上げます。

期間：平成25年2月1日㈮より
3月31日㈰まで〈2ヶ月間〉
安心と信頼の店

全車種 新車・中古車販売・車検・点検・鈑金・一般修理

オートパルあまくさ
ジェイ・エー天草自動車センター

-22-5204

熊本県天草市亀場町亀川１５３８-９ TEL 0969

営業時間 午前8：30〜午後5：30〈土・日・祝日も営業します〉

６

