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。

福岡

天草エアラインで行く

大阪

フリープラン
2日間

往復航空券 ＋ ホテル（1泊朝食付）
１名様より
お申し込みＯＫ

7日前まで
お申し込みＯＫ

フリープラン
2日間

往復航空券 ＋ ホテル（1泊朝食付）

ご希望便が
選べます！

１名様より
お申し込みＯＫ

7日前まで
お申し込みＯＫ

ご希望便が
選べます！

●出発日より最大8日間復路延長OK（但し発券後の変更付加）

●出発日より最大8日間復路延長OK（但し発券後の変更付加）

天神やキャナルシティ・博多座へ！
福岡市周辺、翌日の観光に
（国立博物館･太宰府天満宮等）
！
国内･外のツアー参加や、家族･職場･団体･グループ旅行等
の福岡早朝出発に！

観光・ビジネスに大変便利。
京都・奈良・神戸等のビジネス・観光にも絶好のアクセス！

豪華客船「飛鳥Ⅱ」で行く錦秋の若狭・越前
特選オプショナルツアー

３日間

〜江〜姫たちの戦国展と国宝彦根城・玄宮楽々園他、全６コース
●出

発 日 平成２３年１１月１９日
（土）

●旅行代金

◆添 乗 員／同行し旅程管理
業務を行います。

123,000円〜

お一人様

★ショーなどのプログラム多数！
！
★天草⇔博多港の専用送迎バス無料！
！
★交通費（移動費用）
・宿泊費・食事代・エン
ターテーメント（ショーコンサート・映
画）・カルチャー教室・スポーツ施設使
用料など全て代金に含まれており、個人
的なもの以外は、ほとんどが無料！
！
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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
※月 日・ 日は大掃除のため休業
※月 日 は 午後9時に閉店します
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天草市瀬戸町1-1

店休日

朝夕涼しくな

り︑日増しに秋の

深まりを感じる頃

となりました︒組合員の皆様は︑

秋野菜の作付けなどで忙しくお過

今 月 ８ 日 か ら ９ 日 に か け ︑ 台風

ごしのことと存じます︒

号が紀伊半島に大きな被害をも

たらしました︒災害対策は︑災害

勧告を行うなど自治体主導で行わ

れますが︑早めの避難が肝要で

す︒いざという時の避難路・安全

な避難場所を確保できるよう今一

度身の回りの点検と見直しを行っ

先日︑福島の父と妻と幼い娘を

てください︒

津波に奪われた被災者に密着した

ドキュメンタリー番組がありまし

た︒﹁原発の危険がなくなったら︑

熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

また福島へ戻って家族を奪った海

■編集責任者 参事 宮崎淳二

を見ながら生活したい﹂という被

■発行 JA本渡五和

227

︵タカ︶

平成23年 9 月17日発行

災者の言葉が重く深く心の底に響

きました︒

2011
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合 計

本渡南

秋の味覚到来（枦宇土町・原田守さん）

平成23年8月末現在 （単位：人）

正
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■組合員異動状況
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策会
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議
平
二
十
三
産
後例年にない状況を迎え︑社会

部会員を始め行政やJA役職員

本店大会議室において開催され
関係を更に強固にしていきた

を密にやりとりしながら︑信頼

せません︒市場と生産者の情報

況および販売計画について協議
く売れるよう頑張ります﹂と話

い︑市場担当者は︑少しでも高

☎0969-22-4175
五和西支店

☎0969-34-0101
五和東支店

☎0969-32-0307

平成二十三年産柑橘部会販売

など関係者含め約九十人が出席
い﹂と挨拶されました︒

対策会議が︑
八月二十五日︵木︶
︑ 情勢や消費者の動向から目が離

しました︒主催者を代表し︑福
会議では︑平成二十二年産販

が行われ︑また市場担当者五社
されました︒生産者から活発に

本渡北支店

田賢二部会長が﹁今年は︑震災

による市場情勢報告︑意見交換
質問や意見が出され︑市場担当

売結果と平成二十三年産生産状

が行われました︒

☎0969-23-2233

者からも有益な情報や販売側の

本渡南支店

東京青果の清水部長は︑﹁生

☎0969-22-3215

率直な意見が述べられるなど︑

本渡西支店

産者の方には︑それぞれの時季

☎0969-22-3311

本渡五和農協

市場担当者より報告

本渡東支店

和牛育成牛品評会開催

JA本渡五和各支店連絡先

有意義な会議となりました︒

ださい。

のものをしっかり仕上げてもら

（氏名・住所・組合員たる資格の別等）に変更

九 月 二 日︵ 金 ︶︑ 天 草 畜 産 農
協において本渡五和農協育成
牛品評会を開催しました︒品
評会には四十六頭出品され︑
畜産農協・家畜保健所の方々
による厳正な審査の結果︑二
十八頭が来る九月二十六日

挨拶をする福田部会長
美味しくいただきました

︵ 月 ︶の 天 草 郡 共 進 会 へ 出 場 牛

ゃれサロン開催について

として選ばれました︒

研究委員会委員について、おし

今回は︑全体的に飼養管理

期玄米出荷状況について、加工

が良くできていて︑体積均

新聞・家の光購読について、早

称・資質に富んだ品格のある

規程について、役員の日本農業

牛が多かったと講評をいただ

引下げについて

きました︒出場牛は次の通り

食を行いました︒

のATM振込手数料水準までの

です︒ ︵敬称略︑一・二席掲載︶

いました︒みたらし団子は﹁ぼ

貸出金貸出要領の一部変更につ

少しでも子ども達に野菜を食

第 6 号議案

くの方が丸めて上手﹂とほかの

法人団体借入条件変更について

べてもらうためにいろんな所へ

第 5 号議案

出掛けて行きたいと鶴田支部長

法人団体借入申込みについて

子どもと比べたりと楽しい声が

第 4 号議案

聞こえ︑家の光協会からいただ

貸付金利・資金種目コード表の

八月九日︵火︶︑志柿小学校の

借入申込みについて

もはりきっておられました︒

第 3 号議案

いたかわいい箸セットを使い試

設について

一年生〜四年生の児童十八名が

資金融資要項」の制定および新

参加して︑旬の野菜を使った

「統一ローン融資要項」「農業

﹁簡単おやつ作り﹂を行いまし

いて

た︒本渡南の鶴田美意子支部長
と松本カヅエ部長を先生に︑鶴
田支部長の畑で採れた長芋の代
りにオクラを使いピーマン・た
まねぎを入れたお好み焼きと︑
米粉を使ってりんごとはちみつ

視覚障害者等の窓口振込手数料

のパンケーキ・みたらし団子を

規程類の変更について

楽しく料理をする子ども達

変更について

作りました︒

第 2 号議案

２
３

７月末事業実績について

ＪＡ本渡五和に届け出ていただいている内容

山形さんとつばき号

■一部
（県内産 １２ヶ月齢以上１５カ月未満
２２年６月〜２２年９月生まれ）
優等賞１席 五和町 井上健三郎 ともこ号
優等賞２席 五和町 山下 和弘 たえこ３の６

第 1 号議案

があった場合には、最寄りの支店までご連絡く
【材 料】
牛乳
ソフトゼリーの素

組合員の皆様へ
お知らせ
食の安全・安心対策本部、運営
報告事項

【作り方】
●同量の冷たい牛乳と混ぜるだけでりんごベ
ースのヨーグルト状のデザートをお召し上
がりただきます。
●火を使わないので、お子様でも作れます。
●甘さ控えめで、お好みの果物を加えると、
一層おいしくお楽しみいただけます。

冷たい牛乳を混ぜるだけの
簡単デザート

第２部入賞

■二部 第２部
（月齢１６カ月齢以上２３ヶ月未満
２１年１０月〜２２年５月生まれ）
優等賞１席 五和町 山形 啓輔
優等賞２席 西 部 山田 利雪
第 9 号議案

簡単レシピ
「エーコープ
ソフトゼリーの素」でつくる

井上さんとともこ号

第 8 号議案

野菜の苦手な子ども達も﹁こ

議・承認されました。

つばき号
えみこ号

第１部入賞

第 7 号議案

のお好み焼きだったら食べれ

平成２３年８月３０日（火）、本店第３会議室

る﹂と口いっぱいにほおばって
において理事会が開催され、次の議案が審

10月

平成
平成23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

【ししとう】
穫…M果を中心に収穫出荷してください。
・収
・家 庭 選 別…秀品に優品が混入しないようにお願
いします。虫害果・異物など混入なきよう選別も
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
加里S646を10a当たり12〜13㎏施用。
・台 風 対 策…圃場の周囲に防風ネットを設置、排
水溝を整備し、支柱や杭にしっかり固定する。
・病害虫防除（収穫前日まで）
斑点細菌病………………………Zボルドー500倍
ハスモンヨトウ・スリップス
…………アタブロン乳2,000倍（収穫前日）
【レタス】
本圃準備は土壌条件が良好な日に早くから行い適
期定植に努めましょう。圃場周辺の排水対策は万全に。
（土層改良機の有効利用を！）
苗…移植後の生育が心配される場合は1
・育
〜2回液肥500倍を散布してください。
・スソ枯れ病予防…バシタック水和1,000倍または
ダコニール1,000倍を散布する。
植…本葉3枚の若苗を浅植えとする（セ
・定
ル成型苗・は種後25〜30日）
・定植後乾燥が続く場合は灌水を行い早期活着を図る。
５

の 営農情報

【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
1,500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）
・追
燐硝安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

畜

年間：158万円

年間：280万円

年間：122万円（1ヵ月あたり約10万円）不足

農業者年金の年金額の試算
加
年

入
齢

納
期

付
間

20歳 40年

産

30歳 30年

・子 牛 セ リ 市 9月17日（土）
・天草畜産共進会 9月26日（月）
・空 胎 防 除 10月18日（火）予定
※都合により変更となる場合があります。
・熊本県畜産共進会 10月30日（日）

40歳 20年
50歳 10年

季節の変わり目は
牛にとって大きなストレスとなります。
下痢・風邪に注意しましょう。

試算年金額（年額）
性 別 保険料2万円

男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性

保険料3万円

89 万円 134 万円
77 万円 116 万円
59 万円 88 万円
51 万円 76 万円
35 万円 52 万円
30 万円 45 万円
15 万円 23 万円
13 万円 20 万円

※この試算は、65歳までの付利利率が2.30％、65歳以降の予定利率が
1.40％となった場合の通常加入の試算です。付利利率2.30%は、農
業者年金の期収益率（2.60％）から付利準備金として調整準備金への
繰入金（0.30％）を控除して設定した率であり、予定利率1.40%は、

黒毛和種子牛の疾病原因の大半は、下痢と呼吸器病で
す。特に、気温変動の大きい時期は、子牛にとって大き
なストレスとなります。
いつも以上に衛生管理に留意し、異常を感じたら早め
に獣医師の治療を受けましょう。

農林水産省告示
（H23.4.1施行）
により定められている率です。

【子牛の下痢対策、疾病予防のポイント】

○初乳の給与を確実に行いましょう。
○牛舎専用長靴・踏み込み消毒槽を設置しましょう。
○分娩前後は母牛の飼料を変えないようにしましょう。
○牛床の乾燥・保温にあわせ換気をこまめに行いましょう。
○固形飼料を与える際は、新鮮な水の確保をしましょう。
○敷料を十分に入れ、新生子牛の保温をしましょう。
○白痢の場合は早急に獣医師の治療を受けましょう。

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：吉田）

４

肺がんは︑気管や気管支・肺

同じ程度になるといわれます︒

十年以上禁煙すると非喫煙者と

ると一・八倍までに下がり︑二

チェック
□ 紙袋等の包装への用途
の表示

＜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。
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。

記 録

チェック
□ 出荷・販売の伝票を受領

国税だより

税務署でのご相談は事前の予約を

＜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。

※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。

（いのり）

ご加入の手続きは簡単です

■斎場案内図

募

丸善興産
ＧＳ

至五和町

JA本渡五和
本店

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

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

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

至本渡港

プリエールの会 会員集

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

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。

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。

至福のひととき

適切に産地情報を伝達

税務署でのご相談は︑事前の予約をお願いしま

す︒

具体的書類や事実関係を確認する必要があるな

ど︑相談内容により電話等での回答が困難な場合

には︑電話等で事前に相談日時等をご予約いただ

いた上で︑所轄の税務署においてご相談をお受け

しております︒予約の際には︑お名前・ご住所・

相談内容等をお伺いいたします︒

なお︑税金の納付相談や確定申告期において申

告書作成会場へお越しいただく際には︑事前のご

予約は必要ありません︒

法定調書
︵五十三調書︶
の提出について

給料・報酬・不動産の使用料等を支払った場合

には︑支払先の住所・氏名・支払金額等を記載し

た源泉徴収票や支払調書等︵総称して﹁法定調

書﹂といいます︶を税務署に提出することになっ

これらの法定調書は︑①﹁国税電子申告・納税

ています︒

システム︵ e-Tax
︶﹂︑②光ディスク等︵ＣＤ・Ｆ
Ｄ等︶を利用して︑提出することができます︒

なお︑提出について︑ご不明な点がありました

ら国税庁ホームページをご覧ください︒

二
―五一〇︶

︵ http://www.nta.go.jp
︶

天草税務署︵電話二二

自
※動音声案内

（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

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。

一般消費者への産地情報の伝達
JA
葬祭

生産者の皆さまへ

２ 米トレーサビリティ法に基づく措置
流通ルートの特定

胞の細胞が正常の機能を失い︑

遵守事項

不正転用による不当利益防止

悪性の細胞に変わることにより

愛煙家の方はぜひ禁煙を検討さ

肺が
がん
んに
につ
つい
いて
て
肺

発生します︒最近︑がんの発生

れることをお勧めします︒

厚生連
ニュース

と遺伝子の異常についての研究

が進んでいますが︑細胞がなぜ

がん化するのか︑まだ十分わか

っておりません︒

肺がんはがんの中でも男女と

肺がんはほかのがんと同様に

もに増えており︑がんによる死

初期の症状はほとんどありませ

亡率は男性で第一位︑女性では

く︑年代では四十歳頃から増加

ん︒進行してから︑咳や血痰︑

大腸がんにつぎ第二位をしめて

し六十五歳以降に急増し︑七十

胸痛︑呼吸時のゼーゼー音︑息

います︒肺がんにかかる割合

〜七十五歳で最も多くなりま

は︑男性が女性の三〜四倍高

す︒肺がんを起こしやすい物質

肺がんは︑早期発見︑早期治

切れ︑声のかすれなどの症状が

療が大切です︒胸部レントゲン

としては︑たばこや排気ガス・

どいろいろとあり︑たばこの場

のほか︑胸部CTなどの検査を

表れるのが一般的です︒

合︑喫煙者は非喫煙者の四・五

粉じん・石綿︵アスベスト︶な

倍の確率で肺がんにかかりやす

実施する医療機関も増え︑発見

率は飛躍的に向上しています︒

特に異常がなくても年に一回は

肺がん検診を受け︑もし再検査

を指摘されたら︑怖がらずに専

門医で再検査を受診しましょ

う︒

くなります︒ただし十年禁煙す

１ 改正食糧法に基づく措置

伝 達

＜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。

あまくさ晩柑＆ヨーグルト

平成23年9月1日、【至福のひととき あまくさ晩柑＆ヨーグルト】が新発
売。熊本県天草産のあまくさ晩柑の程良い苦みが奏でる 至福のひととき
をお楽しみください。
「あまくさ晩柑」は、和製グレープフルーツとの愛称もある、ほどよい甘
さと酸味のバランスのとれた柑橘です。ヨーグルトには、熊本県産の牛乳72
％とクリームを使用し、丁寧にはっ酵させることで、口当たりなめらかに仕
上げました。
６

