JA本渡五和だより

二十歳になりました
本店 共済課

祝

岩元 千春

成人

家族や周りの方々に支えられ、
無事に成人式を迎えられ、とても
嬉しいです。
これからは、今まで以上に自分
の言動に責任を持ち、一つ一つの
ことを正しく理解する力が必要になってくると思いま
す。たくさんの人から多くのことを吸収し、それを糧と
して努力していきたいと思います。
また、周りの方々に感謝することを忘れず、ご指導を
受けながら頑張っていきたいと思いますので、今後とも
宜しくお願いいたします。

二十歳になりました
本店 営農課

江上 友貴

僕は、成人を迎え大人になる一つの
節目として、これからの自分の言動に
ついてよく考え、責任を持って行動し
ていきたいと思います。これまでは、
家族や学校などいろいろな方に守られ
て生活をしてきましたが、これからは自由に行動すること
ができるようになった反面、責任も伴います。
今後、自分を取り巻く環境がどのようなものであっても
自分を見失わず、支えて下さる多くの方に感謝しながら、
一歩一歩しっかりと地に足をつけて頑張っていこうと思い
ます。今後とも宜しくお願いします。

航空券･JR･ホテル･旅館等の手配予約は旅行センターで!
お一人様よりお気軽にご相談ください。
あなたの旅をバックアップ

JA天草旅行センター

知って得する旅行情報
航空券はJA天草旅行センターで

TEL(0969)23-2262 FAX23-2263

阪九フェリーで行く小学生限定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅 3日間
●出

発 日
●旅行代金

平成23年 3 月30日
（水）

◆募集人員／80名（最少催行人員／35名）
◆食
事／朝食２回・昼食なし・夕食１回
◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います

19,800円

お一人様
お申込金

6,000円

保護者の皆様へ

（旅行代金に充当します）

この企画は、団体行動を通じ大いに遊び・学び、春休み
の楽しい思い出づくりとしてご提案いたしました。出発
から帰着まで、お子様10〜15名に1人の割合で指導員が
お世話にあたりますのでご安心の上お申し込み願います。

●お申し込み締切日

平成23年 2 月28日
（月）

ＪＡ本渡五和ふれあいの旅

氷川きよしコンサートin 福岡 2日間
第43回日本有線大賞を受賞した氷川きよし。ホテルは、繁華街「中州」も徒歩圏内!
九州最大アウトレットモール「マリノアシティ」でショッピングにもご案内。
●出

出荷目前のイチゴたち（本渡町広瀬・松原健之さん）
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新年︑明けま
しておめでとう
ございます︒組
合員の皆様方には︑ご家族お揃
いで輝かしい新年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます︒
昨年寅年は︑猛暑や突然の大
雪など異常気象に象徴されるよ
うに波乱の一年だったように思
われます︒
今年は︑卯年︒卯の本来の読
みは﹁ぼう﹂で︑草木が伸び出
て地面を覆うようになった状態
を表すと解釈されており︑また
これに動物の名前を当てて﹁う
さぎ﹂として十二支を浸透させ
ているそうです︒卯年は︑草木
が 繁 る ﹃ 繁 栄 ﹄︑ う さ ぎ が 飛 び
跳ねる﹃躍動﹄の二重の喜ばし
い年と言えるかもしれません︒
私も︑厳しい状況に置かれても
希望を持って二〇一一年を一生
懸命頑張りたいと思います︒
今年も広報誌﹁あさつゆ﹂を
どうぞ宜しくお願いいたしま
す︒
︵タカ︶

2011

平成22年12月末現在 （単位：人）

准

（前期末比）

本渡東

平成22年
12月末

平成23年 2 月 4 日
（金）

正

地 区
項 目
平成22年
3月末

21,500円 2名1室利用

お一人様

●申込締切日

■組合員異動状況

マリノアシティ

平成23年 2 月22日
（火）

天草市瀬戸町1-1

8

年金友の会会長

倉田 健一

代表理事組合長

蓮 池 肇 一

化を図り︑少しでも安い資材を
皆様に提供できるよう役職員一
丸となり取り組んでまいりま
す︒
地産地消の拠点としてオープ
ンした﹁とれたて市場﹂は昨年
四月で一周年を迎え︑おかげさ
まで多くの皆様にご利用いただ
き順調に運営されております︒
グリーントップと共に多数出品

中皆様には農協事業全般にわた

からお喜び申し上げます︒昨年

佳き年をお迎えのことと存じ心

組合員の皆様には︑健やかに

物づくりを目指してまいりま

き続き消費者に信頼される農産

検査などに全力で取り組み︑引

産履歴基調記帳運動や残留農薬

の安全・安心﹂の確保のため生

めなければなりません︒渉外体

き︑事業の効率化・合理化に努

もできる限り経営の無駄を省

い時代のなか︑ＪＡとしまして

何が起こるか分からない厳し

新年あけましておめでとうございます
していただきますようお願いい

り︑ご理解とご協力いただきま
す︒

たします︒

したことに深く感謝申し上げま

景気は伸び悩み︑消費や設備投

さて︑国内経済は円高により
の主力の中晩柑は生産量品質と

労の多い年でしたが︑本渡五和

作︑生産資材価格の高騰など苦

春先からの異常気象による不

様にとって実り多き年となりま

最後になりますが︑本年が皆

くりに全力を傾注いたします︒

様に満足していただけるＪＡづ

制を早期に確立し︑組合員の皆

す︒

資は依然として低調︑失業率も
すよう祈念申し上げ新年のご挨

産物については︑価格的に厳し

もに良好で︑全国トップクラス

い面もありますが︑市場での品

の産地の座を守れたものと自負

のみならず地域経済全体にも大
質は高く評価されております︒

高水準が続き先行き不透明な情

きな打撃を与えました︒これに
食に対する関心が高まる中で︑

勢にあります︒また昨年は︑宮

加え︑ＴＰＰ問題︵関税撤廃を

拶といたします︒

前提とする﹁環太平洋経済連携
今後更に安全安心な農畜産物の

しております︒畜産その他の農

協 定 ﹂︶ が 持 ち 上 が り ︑ 国 内 農
生産に努め︑天草ブランドの確

新一
昨年は︑戸別
所得補償が始ま
り︑景気低迷が
続く中での消費の減少や前年度産の
在庫の影響により米価の大幅な下落
が問題となりました︒宮崎県で発生
した口蹄疫により︑消毒等の対策や
セリの延期等︑対応に苦慮すること
となりました︒また︑政府のＴＰＰ
︵環太平洋戦略的経済連携協定︶
への
参加検討という︑国内農業を壊滅さ
せる様な問題が突如浮上しました︒
このような中︑青壮年部活動にお
きましては︑多くの盟友の皆様にご

吉田

青壮年部部長

しての度量を大きくして成長して行
って欲しいものです︒
私は︑農業というのは素晴らしい
職業だと思っています︒畑を開墾し
て苗木を植え︑一生懸命育てて花が
咲いて実がなって︑それを人に食べ
てもらっておいしいと言って喜んで
もらえる素敵な職業です︒この生業
を採算がとれて拡大再生産できるよ
うにするのが果樹経営だと思ってい
ます︒年々発生する気象災害や政
治︑経済の変化に大きく左右される
農業情勢ではありますが︑自分に出
来る事を一つ一つやっていきたいと
思っています︒雨にも負けず︑風に
も負けず︑夏の暑さにも冬の寒さに
も負けないそんな百姓になりたいも
のだとも思っています︒厳しい冬は
じっと耐え︑春になったら畑を耕し
て新しい苗を植えましょう︒
今年の生産はもう始まってます︒
今年が皆様にとりましていい年にな
りますように祈っています︒

崎県で口蹄疫が拡大し畜産業界

業は苦境に立たされておりま
購買店を集約した営農物流セ

立に努力してまいります︒
ンターでは︑訪問活動の充実強

す︒明るい兆しが見えない中で
も我々はより良い農産物を作り

減してしまいました︒枇杷や他の落
葉果樹も生産量は前年割れで推移し
夏果実から単価高が続いてきていま
す︒みかんも裏年にあたり︑数量減
の単価高の状況が新早生から早生温
州︑普通温州︑中晩柑と流れてきて
います︒このままいくと温州みかん
の生産量は八〇万トンを割り込むの
ではないかと思われます︒
二十二年産の柑橘は久しぶりの高
単価で推移していますが︑生産量が
少なく販売金額は伸びない予想で
す︒基本管理を徹底し︑隔年結果の
幅を小さくしないと果樹経営の安定
はありません︒毎月の例会等で栽培
技術の向上を図り︑組織の総力を挙
げて販売力を強化し果樹経営の安定
を図っていきたいと思っています︒
天草の温暖な気候を生かして発展
してきた果樹産業ではありますが︑
時代の流れの中で様々な問題が起き
てきています︒その最も大きな問題
は生産者の高齢化であります︒若い
後継者のいる経営体は全体の中で少
数派であり︑平均年齢が六十歳以上
の高齢者が経営主体であります︒新
しい年が来ると︑また一つ経営者は
歳を重ねていくのです︒これから先
の将来の果樹産業が発展していくに
は︑次代を担う若き新しい才能が必
要不可欠で︑次々と登場してお互い
が切磋琢磨しながら新時代の扉を開
いて行ってほしいと思っています︒
果樹には︑現在の生食やジュースな
ど以外にも多くの可能性があり︑そ
の機能性︑多様性がこれからの果樹
産業の大きな可能性になってくると
確信しています︒若い人達には様々
な事に挑戦し自分自身を高めて人と

続けなければなりません︒﹁食

旧年中は皆様
方には大変お世
話になりまし
た︒心からお礼申し上げます︒本年
も宜しくお願い申し上げます︒
昨年は春先まで比較的暖かな気候
であったのですが︑三月下旬に寒波
にみまわれ落葉果樹に大きな被害が
出ました︒中でも梨の新高は満開期
にあたり︑晩霜で落花し生産量は激

福田 賢二

果樹協議会会長

て︑下浦・本渡北・本町支部と二十
四名が出場し三位〜六位と四名が入
賞し素晴らしい成績を残されました︒
今後も支部での旅行・講演会など
様々な行事を通じ会員の輪を益々大
きく広げて同じ仲間が一人でも増
え︑一緒に楽しく活動できるよう本
部役員とともに会員の総力を結集
し︑ＪＡと一体となり会の発展に努
力してまいりますので︑組合員皆様
はじめ地域の皆様の入会を会員一同
心よりお待ちしております︒
景気がなかなか上向かない中︑私
たちの平成二十三年年金受給額は物
価スライド制により〇・三％以上消
費者物価が下がった分減額されるの
が確定的となり︑年金受給者にとり
ましても厳しい世の中ではあります
﹁丈夫で長生き﹂をモットーに健
が︑
康に注意し人生を楽しみましょう︒
最後に︑組合員ならびに会員皆様
にとりまして本年が素晴らしい年で
ありますようご祈念申し上げます︒

新年明けまして
おめでとうございます

地域農業の振興と
農協経営の安定を目指して

会員の皆様に
は輝かしい新春
をお迎えのこと
と存じます︒日頃より年金友の会の
活動につきましては︑ご協力・ご支
援を賜り厚くお礼申し上げます︒
ＪＡ本渡五和年金友の会は会員相
互の親睦と融和を図り︑健康増進・
生きがいのある生活の確立に資する
目的をもって本渡五和農協発足と同
時に誕生し︑現在十四支部・会員千
九百九十八名とＪＡ内でも最大の組
織となってまいりました︒これは会
員の皆様はもちろん先輩各位のたゆ
まぬご尽力の賜物だと衷心より深く
感謝申し上げます︒
さて︑昨年を振り返りますと︑景
気や農産物価格の低迷と農業資材の
価格高止まり等影響があり︑農業収
益の減少が続いております︒また︑
昨年の漢字にもなりました﹁暑﹂と
ういう字が表しているように︑記録
的な猛暑により︑農産物では生産量
の低下による野菜の高騰︑稲の乳白
米の増による品質の低下等が発生し
私たち年金受給者も多大な影響を受
けた年でありました︒このような状
況の中でも年金友の会は︑支部を中
心に会の目的に沿った行事を計画し
活動してまいりました︒特にグラウ
ンドゴルフにおいては支部大会・本
部大会さらに天草地区大会を勝ち抜
かれた方が出場する熊本県大会に
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松本カヅエ

理

〃
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井上

参加いただき︑誠にありがとうござ
いました︒一昨年の青年大会﹁盟友
の主張﹂発表において︑九州地区代
表として本町支部の倉田政幸さんが
全国青年大会へ出場され︑最優秀賞
は惜しくも逃しましたが︑全国大会
という大舞台の壇上で当ＪＡ青壮年
部の代表としても素晴らし発表をし
ていただきました︒各支部盟友の皆
様には応援とご支援賜りありがとう
ございました︒その他︑口蹄疫の関
係で基本農政確立研修会は中止にな
りましたが︑支部研修会の開催やア
グリフェスタへの味自慢コーナー出
店など︑皆様のご協力に感謝申し上
げます︒支部研修会では︑下浦支部
盟友の皆様にはお世話になり︑特産
のポンカン・デコポンを主体とした
果樹や下浦営農組合︑緑竹の栽培
等︑下浦支部の特質や管内農業の方
向性が垣間見られ︑支部間の交流も
含め大変有意義な研修となりました︒
政府が検討しているＴＰＰへの参
加は︑私達にとって到底容認するこ
とはできない問題です︒農業に壊滅
的な影響を与え︑地方の衰退は免れ
ません︒更には︑ＪＡの金融・共
済・営農の分離検討など︑国内農業
や地方をあまりにも理解していない
政府の方針に憤りを感じさせられま
す︒ＴＰＰへの参加は関税の撤廃以
外にも︑農業以外の産業への多大な
影響もあり︑国の仕組みが一変する
可能性があるといわれます︒今後は︑
他産業との連携はもとより消費者を
はじめとする社会全体の国内農業理
解を更に進めていかなければなりま
せん︒このような農政の問題や青壮
年部活動の情報源として﹁農業新

監

〃

本年もよろしくお願いいたします

２
３

新年のあいさつ

久幸

園芸部会会長

金子

価格で交付単価を決定し、３月中に交付を受ける

知日が２３年になった場合は、２３年分で計上しま

予定でありますから、交付決定通知の時期にあわ

す（所得税：農業所得の雑収入）
。

稲作部会会長

年分で収入の計上を行います。また、交付決定通

様方のご発展とご健勝を御祈念申し
上げ新年のご挨拶といたします︒

②変動部分については、２３年１月までの相対取引

茂昭

域では年内から、遅い地域でも翌年３月中に交付

鬼塚

収入）
。

女性部部長

地確立交付金の支払い時期を念頭に置き、早い地

聞﹂や﹁地上﹂等︑ぜひご活用して
いただければと思います︒様々な問
題や景気の低迷が続く中︑農産物の
グローバル化も更に加速して行く可
能性も否めません︒より厳しい情勢
となっておりますが︑日本農業が生
き残って行くために︑我々青壮年部
が地域リーダーとして知恵を出し合
い行動していきましょう︒
最後になりましたが︑盟友︑組合
員皆様のご健勝とご多幸を祈念申し
上げますと共に︑本年も青壮年部活
動への︑より一層のご支援・ご協力
をお願い申し上げ︑新年のご挨拶と
させていただきます︒

で収入の計上を行います（所得税：農業所得の雑

松本カヅエ

③水田利活用自給力向上事業については、従来の産

日頃より︑部
会員の皆様には
格別のお引き立
てをいただき衷心より感謝申し上げ
ます︒昨年を振り返ってみますと︑
農業所得や農業算出額は低下傾向に
ある中で二月以降の全国的な日照不
足により四月には野菜の価格が高
騰︑一時落ち着いたものの︑夏には
記録的猛暑や旱魃により︑夏秋野菜
への直接的な影響だけでなく︑秋冬
野菜の初期生育などにも影響を及ぼ
し︑出荷量減少に伴う価格高騰が長
期間にわたりました︒冬野菜におい
ては反動で下落し農業経営にとって
は厳しい状況が続いております︒ま
た︑国においては﹁戸別所得補償制
度﹂が始まるなど︑新たな転換が図
られています︒更に︑環太平洋戦略
的経済連携協定︵ＴＰＰ︶への参加が
クローズアップされ︑農業問題に対
する社会的関心が高まっています︒
園芸部会では︑安全・安心な農産
物を消費者・実需者に連日提供でき
るよう︑部会員一丸となって︑トレ
ーサビリティ・残留農薬検査を全品
目行い︑より信頼される産地育成に
努めております︒ひいては︑市場・
バイヤーとの連携により契約販売を
実践し︑部会員の所得向上にもつな
げております︒
最後になりましたが︑部会員皆様
方を始め関係各位の皆様にとって希
望に満ちた明るい年でありますこと
を祈念申し上げ︑年頭の挨拶といた
します︒

から、交付決定通知の時期にあわせて、２２年分

和牛部会会長

（所得税：交付決定通知を受けた年で収入計上＜農業所得の雑収入＞消費税：不課税）

Ａが一体となって取り組む必要性を
痛感しております︒
目的別グループ活動が発足して一
年余り︑昨年の総会の折には部員の
方の協力で多くの作品を展示するこ
とができました︒また部員数も少し
ずつですが増えてきており︑部員の
親睦や地区での活動が活発に行われ
ています︒また︑女性部リーダー学
習会で染物体験を行ったところ︑各
地区にも広がり世界に一枚︑自分だ
けのハンカチ︑ストールと喜ばれて
います︒染物の講師による日本の伝
統である﹁着物の収納や手入れ法﹂
の講習では︑間違った収納や手入れ
をされており大変いい研修だったと
満足していただきました︒
部員の親睦を図る目的で三ＪＡ合
同 ふ れ あ い の 旅 を 行っていましたが︑
昨年は独自で行いました︒片岡劇場
で笑いあり︑涙ありの芝居など日頃
の忙しさを忘れ︑楽しい一日を過ご
すことができました︒私も行きたか
ったとの声も多く︑今年も計画をし
たいと思います︒女性が元気な家は
明るいといわれます︒目的別グルー
プ活動やふれあいの旅など︑女性部
に入って楽しかった︑また参加しよ
う︑勉強になったと言われるように
元気で生きがいを見つけられるよう
な活動を計画したいと思います︒
最後になりましたが部員︑組合員
皆様のご活躍とご多幸をご祈念申し
上げ新年のご挨拶といたします︒

米戸別所得補償モデル事業に関する税務上の取扱い

日頃︑稲作部
会の活動につき
ましては︑多大
なるご尽力とご支援をいただいてお
りますことに心からお礼申し上げま
す︒
昨年の水稲作は四月の田植え期に
平年に比べ気温が低く推移し︑この
ため活着の遅れや初期生育が停滞致
しました︒梅雨に入り雨の日が多く
一週間程度の遅れとなり分げつ本数
穂数の減少につながり天草地区作況
指数は﹁九〇﹂と不作の年になりま
した︒
一方︑コメをめぐる情勢は︑政策
転換にもかかわらず消費量の減退や
在庫量の増加で課題を抱えたままで
推移しております︒民主党政権の中
で︑全国一律に米の戸別所得補償制
度の導入︑水田利活用自給率向上事
業など︑本年は新しい政策での取り
組みとなりました地域水田ビジョン
を定め新しい農政の中で所得の確保
が重要となります︒今回農政の見直
しを受けて部会としても十五年目に
入り︑ＪＡ本渡五和ライス戦略に基
づきコスト低減に努力し︑安心︑安
全で売れるうまい米作りを目指し
て︑関係機関と連携を取りながらこ
の難局を乗り切る覚悟です︒
最後に︑お互いの英知と共同の力
を結集して︑稲作を中心とした複合
経営がより一層発展しますよう祈念
申し上げ年頭のご挨拶といたしま
す︒

戸別所得補償モデル事業に関する税務上の取扱いについて

ご理解ご協力をいただき︑心よりお
礼申し上げます︒
昨年は︑何といっても宮崎県で十
年ぶりに国内での口蹄疫発生が確認
されたことです︒ゴールデンウィー
ク中に発生件数は急増し最終的には
発生農場二百九十二農場にのぼり殺
処分された家畜は二十九万頭に達し
ました︒天草地域においても畜舎の
消毒︑防疫に畜産農家全員が懸命の
努力を行い︑熊本県内での発生をく
い止めた結果︑宮崎県で八月二十七
日に終息宣言が出され︑終息いたし
ました︒
口蹄疫は︑畜産農家だけでなく地
域の経済︑産業︑生活︑人にまで影
響を与えることが宮崎県を見てわか
りました︒この間︑我々畜産農家に
対し県︑天草市︑ＪＡ本渡五和から
の各対策支援をいただきましたこと
に厚く御礼申し上げます︒二度と︑
このようなことがないよう日々の衛
生管理に努めたいと思います︒
十一月の天草市場も子牛価格が平
年の相場に落ち着いてきたと思うと
ころです︒隣の国︑韓国での口蹄疫
発生や飼料相場の高騰︑景気の回復
動向などにより価格への影響が出て
くるかもしれません︒
ＪＡ本渡五和管内の畜産農家に対
してお願いがあります︒畜産経営へ
の意欲︑飼育管理の徹底︑技術の向
上を図り天草地域での確固たる地位
を築き天草黒毛の発展を願いましょ
う︒また︑粗飼料の確保で自給率の
向上を図り︑自分で工夫努力し経営
改善に取り組んでいかなければなら
ないと思います︒
最後になりましたが畜産農家の皆

す。内容は、デコポン・パール柑・天草晩柑・清見・

山田 利雪

いトークを交えて指導していた

ています。次回セット物の発送は４月発送の予定で

和牛部会の活
動につきまして
は︑関係各位の

本渡五和女性大学は︑十二月
だきました︒実習では︑キムチ

ングなどを入れ、１０㎏段ボールいっぱいに詰められ

部員︑組合員
の皆様におかれ
ましては︑お健
やかに新年をお迎えのことと心より
お慶び申し上げます︒
昨年は︑記録的な猛暑により︑農
業を取り巻く情勢は大変厳しい年で
した︒宮崎で発生した家畜伝染病口
蹄疫は︑家畜農家は過去にない大き
な被害となりました︒年末になって
鳥インフルエンザや韓国での口蹄疫
が拡大の兆しを見せていますが︑早
い終息を願っています︒
女性部では︑ＪＡ運営への女性の
参画を促進するため︑﹁ＪＡ熊本県
大会﹂で決議された︑正組合員に占
める女性の比率二五％の数値目標に
向け推進を行いました︒総代比率一
〇％については︑今まで培ってきた
慣習や意識の違い等でなかなか厳し
いものがあります︒女性総代の拡
大︑組合員加入促進など女性部とＪ

地産地消漬物講習会と
花の寄せ植え研修会

八日︵水︶︑ＪＡ本渡五和本店に
の素を混ぜるだけの大根キムチ

本渡五和女性大学

おいてＪＡ本渡五和受講生七十
づくりを行いました︒
その後︑女性大学卒業生の金

五名が参加し︑ＪＡあまくさと
合同で漬物講習会と花の寄せ植

を受ける予定でありますから、交付決定通知の時
なお、交付決定通知日が２３年になった場合

期にあわせて、年内に交付通知された場合は２２
は、２３年分で計上します。

税：農業所得の雑収入）
。
んどの地域で年内に交付を受ける予定であります

法人団体借入申込みについて

いします。

せて、23年分で収入の計上を行 います（所得
①定額部分（１５，
０００円／１０ａ）については、ほと

貸出要領の一部変更について

第 5 号議案
第 6 号議案
まで宜しくお願

ついて

所☎２２−３２８６

子みちよさんに花の寄せ植えの

などは、山口支

え研修会を行いました︒

合わせ・ご注文

講習会を行っていただきまし

詳しいお問い

第 1 号議案 平成22年度上半期監事監査報告について
第 2 号議案 １１月末事業実績について
第 3 号議案 出資証券の電子化について
第 4 号議案 資産査定要領及び事務要領の一部変更に
いております。

厚生産業の日野さんと熊本中

づる暖かさを感じる品物と大変うれしい言葉をいただ

た︒寄せ植えの基礎知識や寄せ

す。故郷の懐かしい味で遠く離れたふるさとを思いつ

平成22年12月24日（金）
、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。
筍・こっぱ餅・高菜漬・その他野菜の予定になりま

央会営農生活センターの熊見さ

も・こっぱ餅・高菜漬け・レタス・スウィーﾄスプリ

植えに向く花の選び方などを学

セット内容は、普通期新米・温州みかん・からい

び︑実際にクリスマスやお正月

注文をいただきました。

んに︑エーコープマーク商品で

セット物柑橘類の単品等詰め合わせて５２ケースのご

簡単に漬けられる漬物講習会を

１２月１７日（金）、全国へ向け発送しました。今回は、

の花の寄せ植えを行いました︒

本渡百姓倶楽部では、ふるさと便１２月セット物を

行っていただきました︒塩の分

本渡百姓倶楽部

量を間違わないように空気をし
っかり抜いて︑すき間ができな
いように並べるなど︑漬物を上

ふるさと便全国へ発送

４
５

手につけるコツについて︑楽し

花の寄せ植え作業のようす

（コシヒカリ

円／60kg
概

算

金

税込）
清

１１，
０４０

９８０

１２，
０２０

２

等

１０，
２６０

９８０

１１，
２４０

３

等

９，
２４０

９８０

１０，
２２０

外

８，
０００

９８０

８，
９８０

野

菜

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。

第4回目

病害虫防除

生 育 を 硫安を10a当り20㎏
（生育に応じ施用する）
み て
12月下旬 斑点細菌病
から２月 コサイドボルドー 1,000倍液
上旬まで クレフノン
200倍液加用
発 生 時

アオムシ・コナガ エビセクト水和
１，
０００倍 収穫21日前

平成22年度春野菜面積推進中

【レタス】…現在出荷中です。等級、階級を守り、
穫り遅れのないよう出荷してください。
（皆掛重
量7.5㎏〜9㎏）
【たけのこ】…青果用として出荷します。早期出荷
するために２月上旬までに寒肥を行います。
燐硝安加里Ｓ811号 10ａ当たり40〜60㎏
【春インゲン】…ハウス栽培より育苗がスタートし
ます。ハウス内準備も遅れないようにお願いしま
す。
（最低地温14℃以上の確保）
ハウス栽培
品種 ベストクロップキセラ
播種 （ポット育苗 1月中旬、直播１月下旬）
収穫 （３月下旬より出荷）
トンネル栽培
品種 ベストクロップキセラ
播種 （３月中旬より）
収穫 （５月下旬より出荷）

春インゲン、オクラ、シシトウ、カボチャを推進
中です。換金作物として有望な品目です。種子、育
苗については支店・支所・経済渉外・営農課へ連絡
ください。

ＪＡ野菜集荷所情報
現在、レタス、イチゴ、ミニトマト、水菜を主力
に出荷しております。どの品目も出荷規格を守り、
ＪＡ本渡五和の銘柄を高めましょう。

育苗センターより
春野菜の苗申し込みについては所定の申込書で播
種予定の30日前までに、支店長確認の後、営農課
へ提出ください。

畜

産

カゼの発生時期です。敷料を少し多めにしましょ
う。夜半のすきま風は子牛の体調をおとします。直
接冷たい風が当たらないよう、すきま風の防止に気
を配りましょう。
・空胎防除…２月１4日㈪

（0969）
:
23-2231
e-mail：yukiyuki@ja-hondoituwa.or.jp
売り物件ご相談受付中！連絡先
JA本渡五和本店内 不動産係

至瀬戸大橋

第2回目 1/20中心 硝燐加安646を10a当たり20㎏
第3回目 2/20中心 硫安を10a当たり20㎏

農家手取

等

格

です。土壌条件の良い時に植付けます。
無霜地帯は、１月下旬より降雨後、湿りのある時
にマルチングを行います。
【春タカナ】…本年度のタカナは順調に生育してい
ます。寒害にあった場合は生育を回復させるため
追肥を行ってください。

（単位円）

算

１

規

【バレイショ】…早掘り用は現在作付済み〜作付中

肥

プラザ
ホテル

物

・平成23年産米の栽培品種について
米については販売競争の時代です。売れるうまい
米を栽培しましょう。本渡・五和産の米として出荷
用品種は次の品種でお願いします。
〈早 期…コシヒカリ、普通期…ヒノヒカリ〉
○温暖化に向けた普通期水稲新品種を引き続き試作
します。
平成22年産早期玄米共同計算結果

川

横山
歯科

の

追

確定申告に関するご相談は
電話相談センター
﹁０﹂番へ！

南

JA本渡五和
本店

国 道 ３ ２ ４ 号
熊本ファミリー
銀行

国 税
だより

選果所

丸善興産
ＧＳ

至五和町

熊本国税局では一月二十日
︵木︶
から三月十五日
︵火︶

の期間︑
﹁確定申告電話相談センター﹂を開設し︑所

得税︑消費税および贈与税の確定申告に関するご相

談等に電話でお答えしております︒最寄りの税務署

の代表電話におかけいただくと︑自動音声案内によ

７

至本渡港

「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。

天草
市役所

町山口川

一回限りの入会で
「安心」と「信頼」がお求めになれます

美来
プラザ

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。

会員には、次のような特典があります

本渡北支店

り ご 案 内 し ま す ので︑﹁ 0 ﹂ 番 を 選 択 し ︑ 用 件 を お 話

■斎場案内図

募

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。

JA本渡五和

ください︒申告会場や受付時間などの問い合わせに

プリエールの会 会員集

はオペレーターが︑申告書の記載方法などの問い合

協力をお願い致します。

わせには︑電話を転送された職員等がお答えいたし

行いますので、家族・親戚・知人の方にご

なお︑時間によっては︑電話がつながりにくい場

民・消費者に理解を広げるため署名運動を

所

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽
にお問い合わせ・ご相談ください（ご利用に関して
は、組合員加入のための出資が必要となります）。

ます︒

全国でＴＰＰ交渉参加反対について、県

２月２７日㈰

☎２２−４１７５

合や少々お待ちいただく場合がありますので︑あら

施することにいたしました。

場

かじめご了承いただくようお願いします︒

み決定をうけて、当農協でも署名運動を実

作

9：００〜１５：００

天草税務署︵電話二二︱二五一〇︶※自動音声案内

渉参加反対１千万署名全国運動」の取り組

ご加入の手続きは簡単です

開催日

2月 営農情報

新年を迎えました。新たな気持ちで、営農の見直
し、改善目標を立てましょう。本年もよろしくお願
いします。

その他の融資の
ご相談もお気軽に！
！

でも個人ごとに用意するのが

効果的です︒︶

１２月２日、ＪＡグループで「ＴＰＰ交

（いのり）

住宅ローン
マイカーローン
教育ローン

！
！

「ＴＰＰ交渉参加反対
１千万署名全国運動」
署名のお願い

JA
葬祭

厚生連
ニュース

︻冬の感染症にご注意を ︼

冬はインフルエンザを始め︑

に保つと効果的です

２．部屋の湿度は五〇〜六〇％

！
！

感染性胃腸炎などの感染症が流

３．人ごみへの外出時には︑

行する季節です︒

今年は特に︑ノロウイルスな

〝 マ ス ク 〟を 着 用 し ま し ょ

う
！
！

どによる感染性胃腸炎の患者数

が増えてきています︒

早目の対策で冬の感染症を予

︼

！
！

防しましょう！

︻予防のポイント

１．外出先から帰ったら︑まず

は〝うがい〟と〝手洗い〟を

忘れずに

︵手ふきタオルなどは︑家庭

！
！

平成
年
平成23年

ＪＡローン相談会

免許証番号 熊本県知事（2）第4360号
（社）熊本県宅地建物取引業協会会員 （社）全国宅地建物取引業保証協会会員

■不動産売物件一覧
物件
NO.
1

種目

土

地

所在地
天草市
志柿町
字樋渡

取引態様：仲介
地 目
土地面積
（うち私道負担） （現況）
384㎡
（116坪）
私道負担なし

用途地域

畑
都市計画区域内・
（雑種地） 第一種住居地域

建ぺい率
・容積率

現況

60%
200%

更 地

情報提供日：平成23年1月8日
交通及び
所要時間

法令に
基づく制限

価
格
（税込）

中の浦バス停
より徒歩2分

農地法規定
の許可

1,276万円

６

