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４月

事業所名
本店
☎２３－２２３１

29日㈮

休

店舗

第23回全国果樹技術・経営コンクール

小川夏生さん 哲子さん夫妻受賞

１日㈰

通常営業

8：30〜12：00 休 業

日直対応

５月

２日㈪

通常営業

8：30〜17：00

9：00〜17：00

ATM

営農物流センター
０１２０－９３１－５８２
五和西支店
（購買）
☎３４－０１０１
本渡東支店
（購買）
☎２２－３３１１
農機車輌センター
☎３４－０１６３
手野給油所
☎３４－０３８１

令和４年４月15日号

業

30日㈯

8：30〜12：00

日直対応

日直対応

8：30〜12：00 通常営業 8：30〜12：00 通常営業
8：30〜12：00
8：30〜17：00
休

休

業

日直対応

短縮営業 通常営業

休

４日㈬

業

通常営業

7：30〜18：00

9：00〜17：00
8：30〜12：00

日直対応

8：30〜12：00
休

短縮営業

8：00〜17：00

グリーントップ本渡 購 買
☎２４－１５１６

通常営業

8：00〜18：00

休

通常営業

業

葬祭センター
☎２２－０９８３

通
年

中

無

ガス関係 ☎２３－２２３１ 日直対応 通常対応 日直対応 通常対応

8：30〜12：00 8：30〜12：00 8：30〜12：00 8：30〜17：00

（日直時：0120-931-582）

業

8：00〜12：00

8：30〜19：00

常

営

通常営業

8：30〜17：00

通常営業

8：30〜17：00

日直対応

通常営業

６日㈮

8：45〜19：00

日直対応

店舗

移動販売
（くるもん）

５日㈭

時間外は警備会社へ転送され、担
当部署の連絡先が確認できます

業

8：30〜12：00

8：00〜17：00 7：30〜12：00

休業

8：45〜19：00

日直対応

8：30〜12：00

３日㈫

通常営業

7：30〜18：00

業

休

日直対応

8：30〜12：00

通常対応

8：30〜17：00

交通事故関係 ☎２３－２２３１ JA共済事故 通常対応 JA共済事故 通常対応 JA共済事故受付センター対応 通常対応
受付センター対応
受付センター対応
（事故受付センター：0120-258-931）（※24時間）（AM本店対応）（※24時間） 8：30〜17：00
（※24時間）
8：30〜17：00
天草とれたて市場
☎３２－６８８８

店舗

通常営業

9：00〜18：00

ATM

通常営業

9：00〜19：00

㈱オートパルあまくさ 日直対応 8：30〜17：30 休
☎２２－５２０４

業

通常営業

8：30〜17：30

丸善興産㈱
天草ＳＳ 7：30〜19：00 7：00〜19：30 7：30〜19：00 7：00〜19：30
コミュニティ天草
☎２３－２３８８ 亀場ＳＳ 7：30〜19：00 7：00〜20：00 7：30〜19：00 7：00〜20：00
本渡北支店
（ATM）
イオン天草店
（ATM）
楠浦
（ATM）
宮地岳
（ATM）

7：00〜19：00

7：00〜20：00
8：45〜19：00

9：00〜17：00

9：00〜19：00

9：00〜17：00

9：00〜19：00

9：00〜17：00

8：45〜19：00

9：00〜17：00

8：45〜19：00

8：45〜19：00
8：45〜19：00

9：00〜17：00
9：00〜17：00

9：00〜17：00

8：45〜19：00

9：00〜17：00

9：00〜17：00

8：45〜19：00

9：00〜17：00

8：45〜19：00

9：00〜17：00

わかみや直売所
（ATM）

8：45〜19：00

9：00〜17：00
9：00〜17：00

8：45〜19：00
8：45〜19：00
8：45〜19：00
8：45〜19：00

8：45〜19：00
8：45〜19：00

ＪＡ個人ネットバンクについても休日モードでのご利用が可能です。期間中は県内の一部のＡＴＭのみ稼動いたします。
コンビニ提携・ゆうちょ提携・他の金融機関でもご利用できますが、所定の手数料が発生いたします。

春らしい

陽気となり︑

昼間は暑さ

を感じる季

節になりました︒皆様

は︑早期水稲の田植え

などでお忙しいことと

思います︒今月は﹁読

者の声﹂に花のお便り

をいただき誌面も花盛

りになりました︒皆さ

まもご自慢の風景があ

りましたら︑お近くの

︵ Ｍ・Ｍ ︶

店舗や職員にお声掛け

ください︒

撮影場所
本町下河内

■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

桜

五和東支店
（ATM）

7：00〜19：30

9：00〜19：00

9：00〜17：00

城河原
（ATM）

7：00〜19：00

8：45〜19：00

9：00〜17：00

下浦
（ATM）

通常営業

8：30〜17：30

9：00〜19：00
9：00〜17：00

本渡西支店
（ATM）

日直対応 8：30〜17：30
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園地の半分は作業道
小川さんの園地は︑作業道
を整備しスピードスプレーヤ
ー
︵薬剤噴霧機︶
を導入するこ

年に

とで薬剤防除の省力化を図っ
ておられます︒
父・博幸さんは平成
1台目のスピードスプレーヤ
ーの導入とともに基盤整備を
行い︑重機を自分で操作して
作業道を整備︒小川さんも︑
就農前に建設会社に勤務して
いた経験を活かし︑重機を駆
使して自ら園地を整備されま

回全国果樹技術・経営
ーダーとして今後もけん引し
て欲しい﹂と激励がありまし

第
コンクールの表彰式が７日︑
た︒

さん夫妻が農林水産省農産局

志柿町の小川夏生さん︑哲子
表敬訪問され︑受賞報告後の

表彰式終了後は馬場市長を

省農産局長賞は︑農林水産大

ん夫妻が受賞された農林水産

的としています︒今回小川さ

樹農業を発展させることを目

産団体等を表彰することで果

となる優秀な果樹農業者︑生

営内容ともに優れ︑他の模範

ら続くもので︑生産技術︑経

拡大をして三世代で頑張りた

れるので︑今後は園地の規模

長男が後継者として継いでく

きた結果が受賞につながった︒

﹁親の代から省力化を進めて

い﹂と馬場市長︒小川さんは

組みとして意見をもらいた

今後のスマート農業への取り

が評価された︒小川さんには

除等で省力化を実現したこと

歓談では﹁機械を利用した防
年か

臣賞に次ぐ賞として全国から
初の個人での受賞となりまし
た︒
表彰後︑熊本県天草広域本
部の松岡正之本部長から﹁若
者が農業の担い手として希望

です﹂と話すのは母のよしみ

そのころに比べるととても楽

合羽を着て消毒をしていた︒

した︒﹁以前は夏の暑い中︑

に成功されました︒さらに︑

１回に縮小︒労働時間の短縮

肥料を利用することにより年

回実施していたところ︑一発

事です︒これまで施肥を年４

を持てるよう︑天草地域のリ

さん︒現在は機械の導入で１

不知火︑河内晩柑︑ポンカン
んきつの組み合わせにより︑

など成熟期が異なる中晩生か

回の薬剤防除が約１日で終了
します︒
令和３年３月には﹁次代に

月から７月にかけて出荷し︑
労働時間を平準化させるとと

つながる熊本の果樹強化対策
事業﹂により基盤整備を実施︒

めには︑親元就農が一番︒で

妻の哲子さんはショッピング

余暇を利用しては海に出掛け︑

小川さんは釣りが趣味で︑

やる時はやる︒これが大事

す︒長男・海都さんも︑県立

近年は親元就農が増えていま

新規就農者数を誇りますが︑

熊本県は全国でもトップの

親元就農も︑新規就農

をますます高めておられます︒

展させる後継者としての自覚

を持ち︑天草の果樹農業を発

されました︒

などそれぞれの時間を作り︑

農業大学校卒業後︑親元就農

余暇を作るためには労働時

技術を守り推し進めていくた

大事だが︑先祖代々の土地や

﹁他業種からの新規就農も

ます︒

後の更なる飛躍を期待してい

経営を模索する小川さん︒今

がら︑新しい時代に対応した

三世代で技術の継承をしな

話す海都さん︒結婚して家庭

仕事と休みのメリハリをつけ

されました︒

間を削減するための工夫が大

ンアップに努めておられます︒

るようにして︑モチベーショ

足りていないと感じます﹂と

もに長期販売することで︑所

④海の向こうに楠浦・新和地区

デコポンと晩柑の園地を完備

③本店にて常勤役員と歓談

も︑親元就農に対する支援が

②馬場市長と賞状の重みを確認

③
④

得の安定を図っておられます︒

①天草広域本部での表彰式の様子

い﹂と抱負を述べられました︒

同コンクールは平成

長賞を受賞されました︒

あきこ

熊本県天草広域本部で行われ︑

23

６組が選ばれ︑天草地域では
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を望む園地

三世代で仲良く集合写真

農林水産省農産局長賞受賞

小川夏生さん 哲子さん夫妻
特集

小川さんが自ら整備した園地。
トラックも通る

12

②

第23回全国果樹技術・経営コンクール
①
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News & Topics

第

期生女性大学開催
人の受講生は︑土や
同セミナーは︑高齢者の誰も

ＪＡ本渡五和女性部

生涯現役社会の推進を
日
がより長く︑元気に活躍できる

ＪＡ熊本中央会は︑３月
に地域福祉セミナーをウェブ開
よう︑健康寿命の延伸や生涯現

参加した
肥料の使い方︑根の取り方を教
催し︑ＪＡ本渡五和女性部の各
11

ザルビオ試験決起大会
宮地岳営農組合では３月３０日、栽培管理シ

ステム「ザルビオフィールドマネージャー（通

称ザルビオ）」試験決起大会が行われました。

ザルビオは水稲と大豆でサービスが開始されて

いて、生育データと気象データを使ってＡＩが

稲の防除作業に利用されましたが、４年度はさ

活用が予定されています。

検討しています︒

防に取り入れることを

デイサービスや介護予

した︒ＪＡでは︑ミニ

サイズ﹂が紹介されま

に開発された﹁アグリ

身の状況を整えるため

また︑農作業前の心

が報告されました︒

他ＪＡの取り組み状況

れ︑熊本県内の現状や

の強化が目的で開催さ

役社会の推進に向けた取り組み

わりながら丁寧に寄せ植えを行

た︒ＪＡ本渡五和からは谷口査

名が参加しました︒

支部長

した︒４年度も引き続き感染症

対策を講じた活動を行ってきま

日︑ＪＡ本店において︑ 内容を中心として開催し感染症

を受け︑屋外で開催できる活動

型コロナウイルス感染症の影響

令和３年度の女性大学は︑新

た︒

したい﹂との声が寄せられまし

に咲くように︑しっかり世話を

く理解できた﹂﹁花が長くきれい

て良かった︒植え込み方法が良

ンケートでは﹁花の種類が多く

いました︒終了後に回収したア

10

花の寄せ植え楽しく

３月
期生女性大学の最後の活動

として﹁花の寄せ植え講習会﹂
に考慮したプログラムで開催予
定です︒

を実施しました︒
寄せ植えには５種類の花が用
意され︑講師役を務めたグリー
ントップ本渡の宰川職員は
﹁﹃ ロ
ー ダ ン セ マム ﹄の 花 言 葉 は ﹃ 永
遠の愛﹄です﹂と場を和ませな
がら︑花の名前や特徴を説明︒

サービスオフィス開所

このたび︑天草地区３ＪＡの
定員が出向し︑４月１日から業

天草自動車損害調査サービスオフィス

新たな自動車損害調査体制の拠
務にあたっています︒
天草ＳＯの開所により︑効率

点として︑天草自動車損害調査
サービスオフィス︵通称天草Ｓ
的な被害者面談の実施や円滑な
損害調査が可能になります︒今

Ｏ︶が太田町に開所されまし
た︒

後も自動車共済を利用されてい

穫量を比較して導入効果を実証します。

日には開所式が開か

作業の２種類の防除を実施することにより、収

３月

の病害予測に基づく試験と過去の経験からくる

る方や︑事故に遭われた方の安

岳営農組合のほ場をモニターとして、ザルビオ

れ︑３ＪＡと全共連の役職員が

と効果について説明がありました。今後、宮地

スマート農業

熊本中央会から２名を招き、ザルビオの仕組み

心と満足度向上を図ります︒

決起大会にはＪＡ全農から担当者４名、ＪＡ

第

21

34

出席︒全共連の所長と３ＪＡか

サービスオフィス事務所

ら出向した４名が紹介されまし

サービスオフィス開所

生育予測をするシステムです。令和３年度は水

4
5

作業時期などに
らに水稲と大豆の追肥や収穫

25
28

化
地域の活性

営農組織だより

化
地域の活性

34
化
地域の活性

野

菜

（バレイショ）
１株平均 400ｇ以上（10ａ当たり 200Ｃ/Ｓ）、
Ｌ級以上が 50％以上に達したら掘り取り、出
荷してください。
病害虫防除
◎エキ病防除（予防散布の徹底）
バレイショ栽培では、もっとも恐ろしい
病気です。７〜10 日毎に防除してください。
エキナイン水和剤 3000 倍、ジマンダイ
セン 400〜600 倍を収穫 7 日前まで 3 回ほ
ど散布し防除を行ってください。
液肥散布
生育が遅れている圃場では、クロロゲン
青または、メリット青の 500 倍を収穫７日
前までに散布し、枝葉の拡大を図ってくだ
さい。
（インゲン）
ハウス栽培は収穫期に入っています。乾燥
や肥料不足は曲がり莢になるので、適宜かん水、
追肥を行い品質低下を防ぐ。収穫はＳ級で行い、
規格を守り出荷してください。
トンネル栽培は倒伏防止のため早期に誘引

を行い、健全な１株を残し早めに切断してく
ださい。
病害虫防除
◎キンカク病、灰色カビ病
セイビアーフロアブル 1,000 倍〜 1,500 倍
（収穫前日まで）３回
◎アブラムシ
モスピラン水溶剤 2,000 倍〜4,000 倍（収
穫前日まで）３回
◎スリップス
アファーム乳剤2,000倍
…
（収穫前日まで）２回
◎マメハモグリバエ
摘 葉
通風、採光を良くするため株の中心部や
古葉を摘葉する。
シシトウ病害虫防除
アブラムシ アクタラ粒５粒剤 １ｇ／株
ヨトウムシ アタブロン乳 2,000 倍
（収穫前日まで） ３回
オクラ病害虫防除
斑点細菌病 Ｚボルドー 500 倍
葉枯細菌病 カスミンボルドー 1,000 倍
（収穫開始前 7 日前）３回
アブラムシ オルトラン水和剤 1,000 倍
（収穫開始前 7 日前）１回

)

加工用タケノコ出荷
４月４日、加工用タケノコの初出荷がありました。３月
２８日に開催された出荷会議では、出荷規格や日程の確認
がされ、喜多指導員は「南向きと北向きのほ場で生育状態
が異なるので、確認しながら適期収穫をお願いします」と
呼び掛けました。３年度は干ばつが続きましたが、４日に
は順調に育ったタケノコが出そろいました。タケノコは市
内の業者に納入され、加工して県内外に出荷されます。

ミカンコミバエを知っていますか？
▶

地域の皆さんへのお願い

⑴お住いの地域に調査トラップやテックス板を設置している場合があります。お
子様など、手で触れないようご注意ください。

営 農
情 報

令和４年４月 営農情報

作
水

▲ミカンコミバエは、体長約
７㎜の小型の繁殖力が強い
する場合があります。市街地や田畑には散布しませんのでご理解をお願いします。 ハエの仲間です

⑶ミカンコミバエの飛来状況によっては、テックス板をヘリコプターで空中散布

7

稲

（早期水稲・水管理）
５月は分けつが最高に進みます。分けつ促
進のため浅水で管理してください。
（普通期水稲）
◎種子消毒 ヘルシードＴフロアブル２００倍
（水 10ℓに 50 ㏄）。混合液に２４時間浸漬
する。浸漬中に１〜２回かく拌する。
◎箱苗処理（イモチ、ウンカ、コブノメイガ
防除） 防人箱粒、1 箱当たり 50ｇ（田植
３日前より田植直前まで）

んでください。
■本町茶工場（むし茶）（ヤブキタのみ受付）
場
所 本町 ☎２３−３５３５
受付時間 午前１１時〜午後６時
加工料金 生葉１㎏当たり 300 円
◎前日に摘んだ葉を持ち込まないでください。
◎生葉の受付については、停止する場合もあ
りますのでご了承ください。
◎海岸地帯では早めに摘んで持ち込みくださ
い。
※天候等による変更もありますので、詳しく
は本店営農課・工場にご確認ください。
新茶の販売について
200ｇ 真空パック入 1,200 円（税込）
500ｇ 真空パック入 2,700 円（税込）
グリーントップなどで販売します。

茶
茶工場の操業について
４月 23 日より工場にて操業を開始いたしま
す。製茶の品質向上のため早めに摘んで持ち込

畜

産

◎異常産注射２回目
５月中旬 五和地区・本渡地区
後日申し込みされた方へは案内を郵送いたし
ます。（５月に接種できなかった牛は６月に
接種可能）
◎子牛品評会 ５月 10 日㈫〈畜産農協〉
◎子牛セリ市 ５月 17 日㈫
◎成牛セリ市 ５月 17 日㈫ 子牛セリ後
■３月子牛セリ成績
昨今の国内情勢の影響を受け販売金額の変動
が大きいです。今後も各種産業において予断を
許さない状況となっていますが購買者が好んで
購買していただける子牛を出荷するために、飼
育管理を見直し粗飼料を多給した腹のできた子
牛の生産に努めましょう。
■分娩後に行うこと
①子牛を逆さにつるし羊水を吐き出させる
（20 秒くらい、貧血防止、羊水で初乳が薄
まらないように、哺乳欲を出させる）
②へその緒（臍帯の消毒、
ヨードチンキなどで）
③稲ワラを敷く（長め、納豆菌や乳酸菌があり、

⑵家庭菜園の成熟・腐敗した果実（野菜・果物）は、ミカンコミバエの繁殖のも
とになります。畑に放置せず、全て収穫しましょう。

物

雌
去勢
計

頭 数
119
181
300

最高価格
2,019,600
1,323,300
2,019,600

子牛にはよい環境となります）
④初乳をあたえる
その他に、親牛が子牛を舐めるか確認する。
血液の循環をよくする
マッサージ効果
呼吸を促進する
☆舐めない時はタオルで拭いて乾かしてくだ
さい。（親牛の代わりになる）

子牛品評会

「あい号」優等賞首席に輝く
営農課

山中三千綱指導員

天草畜産農協は３月１０日、天草家畜市場で
子牛品評会を開催し、天草管内から２２頭が出
品されました。管内の優等賞入席牛は次のと
おりです。
▼首席「あい号」
山中 三千綱指導員（五和町手野）
▼６席「すず号」
山田 利雪さん
（枦宇土町）
優等賞首席に輝いた
「あい号」と山中指導員

▼

令和４年４月 営農情報

平均価格
711,219
761,510
741,561

平均体重
291
311
303

平均日齢
277
272
274

前回比
△38,022
△19,974
△26,487

（売却のみ集計・消費税込）
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JA共済 からのお知らせ

人

事

異

氏

名

平山

浩二

営農経済部

良克

全国共済農業協同組合連合会
熊本県本部出向
自動車損害調査部
天草自動車損害調査サービスオフィス

谷口

動

（令和４年４月１日付）

新

旧

グリーントップ店長

令和４年３月 24 日、本店において理事会
が開催され、次の議案が審議・承認されました。
実 績 報 告 令和３年度２月末事業実績報告
について
第１号議案 令和４年度 内部監査計画書
（案）について
第２号議案 内部統制システム基本方針の見
直しの要否について
第３号議案 令和４年度 貸出金利の施策及
び金利の設定について
第４号議案 育児休業規程及び介護休業規程
の改正について
第５号議案 余裕金運用等にかかるリスク管
理手続の改正について

営農経済部

グリーントップ副店長

金融共済部
課長補佐

共済課

第６号議案
第７号議案
第８号議案

共済査定員

取引のリスク評価書の定例改正に
ついて
減損会計にかかるグルーピングの
変更について
令和４年度 非常勤役員の日当に
ついて

報告事項
１．自主検査（２月）結果報告について
２．令和３年度クロスチェック実施状況及び令
和４年度実施計画について
３．ＪＡ役職員・組合員・利用者のデジタル利
活用の促進について
４．経済事業関連の実績について
５．不祥事件経過報告について

この資料は概要を説明したものです。詳細につきましては、「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・
約款」により必ずご確認ください。

詳しくは、最寄りの支店窓口までお問い合わせください
□ 本渡東支店 ☎２２−３３１１
□ 本渡西支店 ☎２２−３２１５

□ 本渡南支店 ☎２３−２２３３
□ 本渡北支店 ☎２２−４１７５

□ 五和西支店 ☎３４−０１０１
□ 五和東支店 ☎３２−０３０７

2243500050

認知症サポーター養成講座

認知症を理解して地域に貢献
３月５日と１９日の２日間、認知症サ
ポーター養成講座を受講し、５３人の職
員が参加しました。認知症サポーターは
認知症の人やその家族の「応援者」とし
て位置付けられています。
ＪＡ本渡五和では地域貢献の一環とし
て同講座の受講を進めており、１９日に
参加した２５人で職員と嘱託職員全員が
受講を終えました。
天草市認知症サポートセンターから派

9

遣された認知症キャラバンメイトの谷保
秀さんは「認知症を理解して組合の利用
者や地域の人に対し気を配り、何かあっ
たら手助けをして欲しい」と講義。受講
後はサポーターの証（あかし）としてオ
レンジリングが渡されました。
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

Ｑ 二重マスの文字をＡ〜Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか？
１

5

7

13

E

2

14
8

18
B

15
A

12

3
D

17

11

6

4

20

21
16

9

19

10
C

答え

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

12
14
16
18

必要事項をご記入のうえ︑左記の
いずれかの方法でご応募ください︒
①官製ハガキ ②ＦＡＸ ③ＪＡ本渡
五和ホームページ
応募締切 令和４年５月６日
︵当日消印有効︶
令和４年５月号誌上
表

３月号当選者

季節の変わり目や環境の変化は、体調を崩しやすい時期。感染症予防のためにマスクの着用や消毒方法の
知識を増やしましょう。

マスクの効果と着用の仕方

手洗いと消毒について

会話をする相手と自分の双方がマ
スクを着用することでウイルスの
吸い込みを７割以上抑えます。

手などに付着したウイルスや
菌は人の口・鼻・眼などから
入ります。

マスク別、飛沫吸込み率

注目

不織布マスク
30％

布マスク
55％

ウレタンマスク
70％

【マスクの着用の仕方を確認しましょう】
１．鼻と口の両方を覆う
２．ゴムひもを耳にかける
３．隙間が無いように鼻まで覆う

マスクをつけられない時は咳エチケットを！

石鹸やハンドソープで10秒もみ洗いし、
15秒すすいだ場合…
100万個付着していたウイルスが数百個
にまで減少、２回繰り返すことでさらに
数個まで減少します。
食器・手すり・ドア
ノブ等、身近な物の
消毒にはアルコール
よりも
熱水
塩素系漂白剤
等が有効

志柿町 K・Mさん／下浦町 K・Kさん／楠浦町 M・Yさん
五和町城河原 S・Aさん／五和町手野 Y・Mさん

今月は３名から
花の便りが届きました︒

五和町手野 桑原秀造さん
■場 所 ＪＡ五和西支店より
町道を旧五和西中方面へ５
分︑小峰公民館手前の赤い消
火栓を右へ入り ｍ先をさら
に右へ１００ｍで現地
■品種 アンジェラ
■見頃 ５月上旬より下旬まで
50

本渡町本渡 泉 広幸さん

亀場町亀川 原田輝幸さん
■品種 しだれ桜

﹁あさつゆ﹂では皆さんのお便りをお待ちしています︒ご意見︑ご感想を
お寄せください︒いただいたご意見︑ご感想は今後の誌面の内容充実のた
めに活用させていただきます︒
11

6
8
10

５月４日は
。国民の祝日です
３拍子の曲に合わせて踊ります
野球のグラウンドに四つあります
調理中の料理から一口分を取って
……
食事制限などで体重を減らすこと
ちらしやにぎりがあります
柱・傷・５月５日・ちまきから連想
される童謡
届いた手紙の
を切った
バスやタクシーから降りること
屋外で写生するときに机代わりにす
る道具
マニキュアを塗るところ

発

22

※個人情報につきましては、プレゼントの発送や広報誌の編集以外では使用致しません。

ヤ エ ザ ク ラ

1
2
3
4

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︒

トップページ右上の「お問い合わせ」
をクリックしてご応募ください

熊本県天草市南新町９

ＪＡ本渡五和 ホームページ

63 8 6 3 0 0 3 1

ＪＡ本渡五和
総務部総務課

FAX 0969-23-6298

●こたえ
●郵便番号
●住所︵必ず番地まで記入︶
●氏名︵ふりがな︶
●電話番号
●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

ＪＡ本渡五和 FAX番号

E

1 ハナショウブとカキツバタは
を
つけるのが難しい
3 擬餌鉤（ぎじばり）の一種です
5 米国の通貨単位
の前の小事
6
の余地もないほど混み合った会
7
場
9 商品を並べて売る場所
11 料理長をフランス語でいうと
13 あごや鼻の下に生えます
定期券を
15 高校の最寄り駅までの
買った
17 ジェラシー、焼きもちともいいます
19 プリンセス・ミチコという品種があ
る花
20 カキツバタに似た花が咲きます
21 燃料ガスや酸素などを詰めます

「感染症予防 ～マスクと消毒について～」

エーコープマーク商品の紹介

ＪＡから

80℃で10分間煮沸する
（食器等の消毒に）
濃度0.05％に
薄めて使用
（ドアノブや机等に）
使用時には、以下に注意！
手袋の着用
換気の徹底
２種類以上、薬品を混ぜない

JA のおすすめ商品

２０２２年度 ジューシーの
新商品のお知らせです！

クロスワード
正解者の中から
抽選で

５名様

美味しいトマトリゾット
（225g）
美味しいきのこリゾット
（225g）

美味しい牡蠣リゾット
（230g）を
どれか４種を５名様にプレゼント！

美味しいトマトリゾット
（225g）

６種類の彩り豊かな野菜と鶏肉のうま味を１缶
にギュッと閉じ込めました。
美味しいきのこリゾット
（225g）

国産玄米に、国産えのき茸、ぶなしめじ、まい
たけの旨味が詰まったまろやか仕立てのリゾッ
トです。
美味しい牡蠣リゾット
（230g）

国産の玄米を国産の生牡蠣とともに炊き上げ、
牡蠣の旨味を存分に引き出しました。

まず１品めは「ジューシー

みかん紅茶」。熊

本県産にこだわった茶葉、温州みかん果汁、蜂
蜜で作られました。みかんの香りと丁度よい甘
さ、優しい飲み口です。（２００ｍｌ紙容器）。
２品めは「ジューシー

デコポンストレート」。

熊本県産のデコポン１００％のストレートジュー
ス。デコポンの特徴である甘味と酸味が楽しめ
ます。（１９５ｍｌ紙容器キャップ付き）。
お問い合わせ・ご購入は本店経済課・各支店・事業所へ
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