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新年明けまし
ておめでとうご
ざいます︒皆様
におかれまして
は輝かしい新春をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます︒
昨年も︑多くの皆様に取材
のご協力をいただき誠にあり
がとうございました︒新しい
年を迎え︑私も心新たに広報
活動へ取り組みたいと思って
おります︒本年も︑皆様にと
りまして健康で幸多き年とな
りますよう心よりお祈り申し
上げるとともに︑広報誌﹁あ
さつゆ﹂におきましても変わ
らぬお付き合いのほど︑宜し
くお願い致します︒

株式会社

平成３１年

共済

佳き年を迎えられましたことと
お祝い申し上げます
本年も幸多き年でありますよう
お祈り申し上げます
平成３１年 元旦

ＪＡ本渡五和 役職員一同
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代表理事組合長

湯 貫 秋 男

月８日に国会承認され︑米国抜

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうござ
日に発効さ

以上の対応強化が必要になってく

著になり︑農業生産にはこれまで

年︑集中的に異常な天候不順が顕

調さが継続しています︒しかし毎

牛相場は︑年平均７８９千円と好

１年でありました︒近年好調な子

ついては︑天候不順で乱高下した

した単価で推移しました︒野菜に

全国的な生産量の減少により安定

を確保できました︒また柑橘類は︑

見直すとともに︑昨年実施した常

今後は︑これまでの事業を精査︑

自己改革を実施してまいりました︒

開始︑農機ステーションの設置等︑

共 同 購 入 ︶︑ 無 料 職 業 紹 介 事 業 の

対策︵肥料・農薬・資材の３ＪＡ

外員︹ＴＡＣ︺の設置︑低コスト

農組織連絡協議会の設立︑営農渉

整備︑支店運営委員会の設置︑営

支店支所の統廃合︑出向く体制の

年となります︒過去３年間には︑

勤役員による認定農業者との個別

ると思います︒
こうした状況下において︑昨年

輝かしい新年をお迎えのこととお

組合員の皆様には︑お健やかに

推進期間の期限が本年５月に迫っ

国内においても︑農協改革集中

境は非常に厳しい状況にあります︒

に移るなど農業︑
ＪＡを取り巻く環

れるに至り︑
日米のＴＡＧ貿易交渉

ための事業を展開することで︑新

合員や地域の方々との絆を深める

年金友の会の活動にも注力し︑組

き年として︑女性部︑青壮年部︑

節目の年を迎えました︒記念すべ

職員全員で共有し︑自己改革を確

物流改善︑人材育成等に向け︑役

生産基盤の整備強化︑販売購買の

ります︒特に︑労働力不足対策︑

し︑全力を尽くして実践してまい

五 和 活 動 総 合 ３ か 年 計 画 ﹂を 策 定

月

喜び申し上げます︒

て お り︑
﹁農業・農協改革﹂の名の
たなスタートを切ることができま
実に遂行してまいります︒

は

わたり︑多大なるご支援︑ご協力
もとに︑政府・財界からの圧力が
した︒今後も︑ウォーキング大会
本年も厳しい環境の年になるこ

きのＴＰＰ
面談を踏まえ︑
﹁第６次ＪＡ本渡

を賜り厚くお礼申し上げます︒
一層強まると思われます︒我々Ｊ
やアグリキッズ︑女性大学︑アグ
とが予想されますが︑組合員︑地

います︒
周年という

全国的に大きな気象災害が頻発し︑
Ａグループといたしましては︑農
リフェスタ等︑満足していただけ
域の皆様の負託にスピード感をも

は本渡五和農協合併

農畜産物の生産に大きな影響があ
政運動を通じて︑食料・農村を守
る内容での開催ができるよう努め

平成

年を振り返ってみますと︑

また旧年中は︑ＪＡ事業全般に

りました︒天草地域では︑高温や
る確固たる政策を強く要請する必

り返りますと︑主食米は︑国によ

また︑当管内の昨年の農業を振
﹁ 地 域 の 活 性 化 ﹂を 実 現 す る た め

の所得増大﹂
﹁農業生産の拡大﹂

こ う し た 中 で ︑ 今 年は﹁ 農 業 者

して︑新しい年が幸多き年となり

上げますとともに︑皆様にとりま

層のご指導︑ご支援をお願い申し

って取り組みますので︑皆様の一

ても︑高齢化や後継者不足︑労働
る生産調整撤廃初年度︑更に高温

とと思います︒更に当管内におい
力不足による農業生産の減少など︑

ますようご祈念申し上げ︑新年の
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新年明けま

さらに天草地区大会を勝ち抜かれ

フでは︑支部予選から本部大会︑

いりました︒特にグラウンドゴル
しておめでと

た下浦支部の６名と本渡北支部６
名の方が熊本県大会へ出場

また︑旧年中は年金友の会の活動

ことと心よりお慶び申し上げます︒

ては︑素晴らしい新年をお迎えの

０歳プロジェクトの第５回ウォー

日帰りツアー︑ＪＡ健康寿命１０

した︒その他にもＪＡ植木まつり

され︑素晴らしい成績を残されま

名の

に多大なるご支援︑ご協力を賜り

キング大会協賛等︑新規会員の方
にも参加しやすいイベントを行い
楽しい人生と︑心豊かな暮らしを

を企画し︑会員の輪を益々広げ︑

今後も新しい参加型のイベント

ました︒
築く目的をもって本渡五和農協発

一緒に楽しく活動できるようＪＡ

足と共に誕生し︑昨年

歳は花なら香
歳 は 働 き 盛 り ﹂﹁

〜

う節目を迎えることができました︒
〜

発 足 以 来 ︑﹁
れ ﹂﹁

てまいります︒組合員をはじめ地
域の皆様の入会を会員一同心より
最後に皆様にとりまして︑本年

お待ちしています︒
まで待てと追い返せ﹂を年金友の

します︒

ご祈念申し上げ新年のご挨拶と致

も健康で幸多き年でありますよう

歳になって迎えにきたら１００歳

と一体となり︑会の発展に努力し

周年とい

と融和を図り︑健康増進・明るく

年金友の会は︑会員相互の親睦

厚くお礼申し上げます︒

組合員・会員の皆様におかれまし

うございます︒

土黒 佳子

に沿った行事を計画し活動してま

に決議し た︑
﹁第５次ＪＡ本渡五

〃

金子

武

年金友の会 会長

続きの中での生産でありましたが︑

秋男

多くの課題に直面しています︒一

湯貫
正

ご挨拶とさせていただきます︒

組 合 長

梅川

〃

山川

12

会の合言葉として励んでまいりま
した︒お陰を持ちまして︑現在

昨年は︑支部を中心に会の目的

より深く感謝申し上げます︒

のたゆまぬご尽力の賜物だと衷心

これも会員の皆様は勿論︑先輩方

でも最大組織となっております︒

支 部 ︑ 会 員１︐
５５３名とＪＡ内

14

常務理事

〃

黒川紀世子
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和 活 動 総 合 ３ か 年 計 画 ﹂の 結 び の
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廣志

鳥羽瀬周一
横山

和敏

事
〃

平田

監

員外監事

本年もよろしくお願いします

前年並みの収量︑品質︑販売単価

てまいります︒

度重なる台風の接近などで︑組合

30

要があります︒

12

員の皆様にはご苦労が多かったこ

11

12

方︑国際貿易交渉は日欧ＥＰＡが

新年明けましておめでとうございます
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明けましておめでとうございます
会長

山中 隆幸

果樹協議会

また︑今年中に消費税率の引き上
げもあり︑消費動向がどう動いて
いくのか予測困難な状況です︒柑
橘やビワ︑栗の総会等でもお伝え
しておりますが︑生産現場の高齢
化などの様々な要因により︑消費
の落ち込みより︑果実の生産量の
落ち込みが早くなっております︒
これからが我々果樹生産農家にと
って︑楽しみな時代が訪れてくれ
ると確信しています︒皆様方も︑
年齢に負けること無く︑楽しんで
果樹生産に励んでいただきたいと
思います︒
我々︑執行部も知恵を出し合い︑
協議を重ねながら︑実効性のある
生産基盤強化対策の確立を目指し
てまいります︒また︑各品目別対
策を求めるとともに︑後継者が希
望と意欲を持って果樹生産に取り
組める︑活力ある産地となるよう︑
日々努力してまいります︒今後と
も︑皆様方のご協力をよろしくお
願い致します︒
最後になりますが︑皆様にとり
まして︑素晴らしい年となります
ようご祈念申し上げ︑新年の挨拶
とさせていただきます︒

陽介

青壮年部 部長

大塚
新年明けまし
ておめでとうご
ざいます︒日ご
ろより︑青壮年
部活動に対し多くの盟友の皆様にご
協力いただきありがとうございます︒
昨年も︑全国各地で災害の多い年
となりました︒7月の西日本豪雨を
はじめ北海道での地震︑各所で台風
など農地に多大な被害をもたらす災
害が立て続けに起こり︑被害にあわ
れた盟友の皆様の１日も早い復旧が
望まれます︒
幸い︑天草地区では台風や干ばつ
などの影響があったものの︑大きな
被害もなく過ぎた１年になったと思
います︒
しかしながら︑農業を取り巻く厳
しい情勢に変わりはなく︑ 月 日
にはアメリカを除く カ国による
TPP が発効しました︒さまざま
な部門で関税が撤廃または大幅削減
により︑今後の営農活動にどのよう
な影響が出るのか予想が難しい状況
です︒青壮年部としても農政運動を
通じて︑要請活動や消費者への理解
を得られるようにしていきたいと思
いますのでご協力をお願いします︒
こうした中で︑昨年も予定した行
事を無事に行うことができました︒
基本農政研修会では藤木しんや参議
院議員にお越しいただき︑﹁農家の
目線でみる国政とこれからの農業﹂
と題してご講演を賜りました︒農家

和牛部会員の皆
様︑新年あけま

目線での国政の現状をお話いただき︑
国会や農政についてより興味をもっ
ていただけたと思います︒
また昨年度は︑県青壮年部大会に
おいて天草地区代表として五和支部
の吉田周平さんが発表されました︒
就農7年目ですが︑新規参入で畜産
に対する熱い思いが伝わる発表でし
た︒今後とも︑地域の盟友達と協力
して地区を盛り上げていっていただ
ければと思います︒
他にも 周年を迎えるアグリフェ
スタ︑支部研修も行い︑支部研修で
は初めて本町・北・南の3支部合同
で行いました︒部員の減少で︑1支
部では開催が大変になってきたこと
もあり︑色々な検討を重ねた上での
開催となりました︒他の行事につい
ても︑よりよい形にしていくととも
に︑新規盟友の勧誘にも力を入れて
いきたいと思います︒
今年は︑TPP ︑日欧EPAな
どの国際情勢だけではなく︑農協も
大きく変わる年になると思います︒
全国で県域農協の検討が進む中で︑
月に開かれたＪＡ熊本県大会にお
いて︑熊本県でも県域農協の検討に
入ると決議がなされました︒農協に
とって避けては通れない問題だとは
思いますが︑私たち農家にとって良
い方向に向かうことを期待していま
す︒
最後になりましたが︑皆様にとり
まして良い年でありますよう心より
お祈り申し上げまして新年の挨拶と
させていただきます︒
30

月には畜産農協にお

さて︑昨年を振り返りますと︑子

だき︑誠にありがとうございます︒

活動に日頃よりご支援︑ご協力いた

畜産農協おかれましては︑本部会の

ます︒地域内一貫生産については︑

農にも歯止めがかかると期待してい

まり︑これが普及すれば高齢者の離

Ｒ﹂は昨年１月から

ＧＳ﹂は徐々に普及しており︑
﹁ＴＭ
戸の農家で始

牛価格は若干の上げ下げはありまし

子牛価格が高値の今︑肥育を始める
高値で推移しました︒また︑台風等

円で取り引きされ︑前年と変わらず

貫も視野に入れた経営も考えても良

うであったように︑和牛もいずれ一

ことは無理がありますが︑養豚がそ

月のセリも総平均

の大きな自然災害もなく︑早期のワ

月３日に開催された

は昨年末に発効され日ＥＵ・ＥＰ

最後に国際情勢を見ますとＴＰＰ

草育ち﹂の牛が増えればと思います︒

草での消費を進めて﹁天草生まれ天

いのではと感じています︒まずは天

また︑昨年

田政幸さんが出品され︑皆さん素晴

敏秋さん︑岡田正彦さん︑本町の倉

土町の山田利雪さん︑五和町の岡田

は関係機関の事業を活用し︑まず

年になると思われます︒私たち農家

ており︑国内農業にとって厳しい１

込みです︒ＪＡ改革も政府がすすめ

Ａは早ければ今春にも開始される見

らしい成績を残されました︒ひとえ

個々の生産基盤を固め︑すべての力

回県畜産共進会において︑枦宇

に生産者の日々の手入れと︑畜産農

よう天草黒牛〟

〝夢を抱いて前へ！

に目指しましょう︒

を結集して天草畜産業の更なる発展
謝申し上げます︒
共進会︑品評会は直接収益に結び
付くわけではありませんが︑一人ひ
とりの日々の努力の積み重ねが︑

未来へつなげ

協︑ＪＡ職員のサポートの賜物と感

第

年だったと思います︒

私たち牛飼いにとっては︑良い１

穫できました︒

ラからＷＣＳまで良質な粗飼料が収

たが︑昨年

万

興課の企画で開催されました︒
﹁Ｓ

地域内一貫生産検討会が農業普及振

いて﹁ＳＧＳ﹂︑
﹁ＴＭＲ﹂の勉強会と

また ︑昨年

をお願い致します︒

っていきます︒今後も積極的な出品

﹁天草黒牛﹂のレベルアップに繋が

11

11

新年明けま
しておめでと
うございます︒
本年もどうぞよろしくお願いしま
す︒
新しい年を迎え︑皆様新たな目
標に向かって︑頑張って居られる
事と存じます︒昨年は︑我が天草
地方は大きな気象災害も無く︑安
心できた１年でありましたが︑全
国的には多くの自然災害が発生し︑
７月には西日本を中心とした豪雨
により︑多くの尊い人命が失われ︑
農業関係でも甚大な被害が発生し
ました︒改めて︑自然災害の厳し
さを痛感する一方︑被災地への人
的・物的支援や︑募金運動の実施
等︑
﹁共同の力﹂を集結し︑互いに
助け合うことの重要性を感じたと
ころです︒
農業を取り巻く環境は︑ここ数
年来︑非常に厳しい情勢が続いて
おります︒原油価格の上昇に伴う
燃油価格や生産資材価格の高止ま
り︑さらには輸送コストの増大︑
生産現場における労働力不足など︑
様々な課題が山積みしています︒

和牛部会 会長

和弘

12

組合員並びに

山下

11

しておめでとうございます︒

12

11

部長

11

また︑県関係機関︑天草市︑ＪＡ︑

12

30

80

女性部

今後も積極的に連携を図りたいと
思います︒
私たち女性部では﹁やりたい事
を やりたい時に やりたい人
と﹂をモットーに活動を行う﹃目
的別グループ﹄の活動や︑部員同
士の親睦を目的とした﹃ふれあい
の旅﹄など︑楽しい行事や学習な
ど︑多くの活動を行っています︒
部員の皆様も女性部活動に積極的
に参加していただき︑
﹁女性部員
で良かった﹂と言ってもらえる様
な活動ができたらと思います︒そ
して︑活動の中で得た知識を他の
部員にはもちろんですが︑身近に
いらっしゃる方々へも広めてもら
い︑女性部活動への理解を深めて
いただくことも大切ではないかと
思います︒今後の活動も︑外へ向
けた﹁くらしの活動﹂として取り
組みを行ってまいります︒
本年も皆さまのご協力を宜しく
お願い致します︒
最後になりましたが︑皆様のご
健康とご多幸を祈念申し上げ︑新
年のご挨拶といたします︒
11

11

4
5

41

黒川紀世子
新年あけま
しておめでと
うございます︒
日頃より女性部活動に対しまし
て︑ご理解とご支援を賜り誠にあ
りがとうございます︒
さて︑昨年の活動を振り返って
みますと︑皆様のご協力をいただ
き︑様々な活動に取り組んでまい
りました︒また︑この活動を通し
て多くの方と出会い︑学び︑より
豊かな経験をさせていただき心よ
り感謝申し上げます︒
７月に行いました青壮年部・女
性部の共同主催である︑基本農政
研修会では︑藤木しんや参議院議
員より﹁農家の目線で見る国政と︑
これからの農業﹂と題してご講演
を賜り︑農業を取り巻く環境変化
や農家の声を国政に届けるための
対応策などの話をしていただきま
した︒午後からは︑ボーリング大
会を開催し︑部員と職員の男女混
合で各支部に分かれて競技し︑楽
しいひと時の中︑親睦を深めるこ
とができました︒また︑８月の新
米キャンペーン︑９月のＪＡ青壮
年部・女性部の集い︑ 月のアグ
リフェスタにおいては︑青壮年部
と活動を共にしてまいりました︒
11

事研修センターで第４回アグリ
キッズスクールを開催し︑生徒
名が参加して餅つきと郷土料

理作りを行いました︒
女性部員や職員の指導のもと︑
餅のつき方や包丁の使い方など
を学び︑餅つきでは︑臼をみん
なで囲んで﹁ヨイショ！ヨイシ
月に収穫した餅米

の配分が廃止され︑新たな米政策
が 始 ま り ︑ 農 業 者︵ 産 地 ︶が 主 体
的な判断により︑需要に応じた生
産・販売が行われることとなりま
した︒国は︑取組を円滑に進めら
れるよう︑情報提供や支援を引き
続き講じております︒このような
新たな仕組みの下で︑農業者の所
得増大︑農業生産の拡大︑地域の
活性化の実現を図っていくために
は︑需要に応じた生産計画を策定
し︑米・麦・大豆を組み合わせ た
︵ 水 田 フ ル 活 用 ︶の 取 組 が 重 要 と
なってきています︒
こうした中︑私たち稲作部会は︑
栽培講習会や現地検討会を開催し︑
関係機関と連携を図りながら﹁新
たな米づくり﹂を目指したいと考
えております︒また︑労働力の軽
減や低コスト栽培への取り組みと
して︑﹁苗箱まかせ﹂を普及し︑
農家所得向上と経営安定︑低農薬
栽培米の生産を図り︑食の安全・
安心で﹁売れるうまい米づくり﹂
にも取り組んでまいります︒
最後に︑お互いの英知と協同の
力を集結して︑稲作を中心とした
複合経営が︑より一層発展します
よう祈願申し上げ︑年頭のご挨拶
といたします︒

で白餅と︑蒸したさつま芋を練
り込んだ郷土料理﹁ねったく
り﹂を作りました︒また︑もう
一つの郷土料理﹁だご汁﹂作り
も体験し︑保護者の方々も一緒
に生徒らの手料理を味わいまし
た︒体験の最後には︑職員がサ
ンタに扮して登場し︑少し早い
クリスマスプレゼントに︑みん
な笑顔を見せていました︒参加
した生徒らは﹁餅つきは初めて
で楽しかった﹂
﹁包丁で野菜を
切るのが難しかった﹂などと︑
感想を話していました︒
次回は︑２月２日に修了式を
行う予定です︒

24

11

園芸部会 会長

原田豊一郎
日頃より︑
部会員の皆様
方におかれま
しては格別のお引き立てをいただ
き感謝申し上げます︒
さて︑間もなく︑平成という時
代が終わりを迎えようとしていま
す︒ＪＡ本渡五和も合併して 年
が経ち︑平成と共に歩んで来まし
た︒平成という時代が無くなるの
は複雑ではありますが︑新時代が
次のステップに繋がるよう取り組
みたいと思います︒昨年を振り返
ってみますと﹁災害﹂が続き例年
以上に自然の猛威に振り回された
年ではなかつたでしょうか︒１月
２月の度重なる寒波による２度の
大雪︑７月の西日本豪雨︑７・８
月には︑各地で 度を記録した記
録的猛暑︑９月には︑台風 号と
号が猛威を振るいましたが︑九
州では︑台風 号が異例の逆走ル
ートで通過し再接近︑ 月には︑
秋に発生したエルニーニョ現象の
影響もあり︑夏日を観測するなど
超がつく暖冬となりました︒価格
に関しましても︑天候不順の影響
から︑ 月から２月にかけて︑野
菜全般で高値基調となりました︒
その後︑春先から秋にかけて価格
12

30

21

会長

30

ョ！﹂と大きな掛け声を掛け合
いながら︑

10

40

12

松下真寿男
31

稲作部会

平成 年の
新春を迎え︑
謹んでお慶び
申し上げます︒また︑日頃より稲
作部会の活動につきまして︑多大
なるご尽力とご支援をいただいて
おりますことに︑心より厚くお礼
申し上げます︒
さて昨年を振り返ってみますと︑
生産者皆様の日頃の努力の積み重
ねにより︑早期・普通期ともに有
効茎数や籾数が多く︑作況指数１
０３の﹁やや良﹂という結果で終
わることができました︒しかしな
がら普通期では︑梅雨明け以降ま
とまった降雨が無く︑出穂期に水
不足した水田では不稔籾の発生︑
夜温の高温による乳白︑背白など
の被害粒で等級低下の原因となり
ました︒また紋枯れ病︑秋ウンカ
が一部の圃場で発生しましたが︑
幸い収量に影響はありませんでし
た︒このような中︑ 月のアグリ
フェスタにおいては多数の出品を
いただき︑比較審査や玄米食味分
析の結果を見ても︑
﹁うまい米づ
くり﹂に対する関心の度合いを強
く感じております︒
一方︑水田農業政策では︑ 年
度からは行政による生産数量目標
11

月 ８ 日︵ 土 ︶︑ 茂 木 根 の 農

「餅つきと郷土料理作り体験」

12

38

は全体として平年並みで推移とな
りましたが︑秋には好天・高温に
伴い︑野菜全般で前進傾向となり︑
平年を大幅に下回る水準となりま
した︒このように︑自然災害に翻
弄された１年でありました︒その
ようななか︑部会員の皆様には︑
例年同様にいい品物を多く出荷し
ていただき誠にありがとうござい
ました︒近年地球温暖化に伴い栽
培管理が難しくなるなか︑園芸部
会としては︑技術向上を目指して
取り組んでまいります︒また︑こ
れまで同様に安心・安全で高品質
な農産物を消費者に安定供給でき
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︑トレースナビシスステム
の活用により︑より信頼される産
地育成に努めてまいります︒さら
には市場・バイヤーとの連携によ
り契約販売の実施︑また国指定野
菜︵レタス︑馬鈴薯︶︑県特定野菜
︵ミニトマト︶︑天草市価格安定事
業︵ オ ク ラ ︑ イ チ ゴ ︑ ス ナ ッ プ エ
ン ドウ︶に 取 り 組 み ︑ 部 会 員 の 所
得向上にもつなげてまいります︒
最後になりましたが︑部会員皆
様方をはじ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︒
6
7

性化
地域の活

アグリキッズスクール第４回活動

天草とれたて市場
グ リ ー ン ト ッ プ 本 渡 移 動 販 売 車﹁ く る も ん ﹂

お問い合わせは

ＫＡＢテレビ番組

（農機センターが洗車した場合は、点検料金とは別に洗車料金が必要です。）

﹁Ｄｏ Ｙｏｕ のうぎょう？プラスワン﹂に出演

54

移動販売車﹁くるもん﹂では︑

ドライバーの渡邊職員が移動販

19

12

月 ４ 日︵ 火 ︶︑ 天 草 と れ た

て市場とグリーントップ本渡の

売事業の役割や地域の皆様との

費

移動販売車﹁くるもん﹂がテレ

実

関わりについてＰＲしました︒

作業機（ロールベーラー他）

54

ビ番組﹁Ｄｏ Ｙｏｕ のうぎょ

７５，
６００円

※放送はＫＡＢで

大型コンバイン（４条以上）

19

う？プラスワン﹂の取材を受け

５１，
８４０円

25

〜

コンバイン（３条）

１月 日︵金︶

３８，
８８０円

ました︒

・作業機（ロールベーラー他）等

コンバイン（２条）

︻天草とれたて市場︼

・大型コンバイン（４条以上）

５，
４００円

〜

一律
５００円／月

田植機（５条以上）

天草とれたて市場では︑生産

・コンバイン（２条・３条）

点検料金（税込）
（部品代別途）
是非ご覧ください︒

・田植機（５条以上）

機種名

２月１日︵金︶

保管料

機種名

※保管時には洗車・点検整備が必須となります。

者の皆さんから届けていただく︑

◎農機ステーション保管料（税込）

︻グリーントップ本渡移動販

ＪＡ本渡五和では、組合員の皆様の農業生産コスト低減を図ることを目的として、12月
１日より農機ステーション及び農機シェアリング事業を開始しました。旧五和選果場２階
部分を利用して、農作業後の農機を次回使用時まで格納庫として活用し、また、保管中の
農機や廃業された方の不要になった農機について、機械所有者へ共同利用の提案を行い、
新規就農者や組合員、農業者等、利用希望者へ貸し出しを行います。なお、保管時や借用
する場合には各種条件があります。また、申込手続き及び利用料金等も必要となりますの
で、詳しくは農機車輌センターへお問い合わせください。

収穫したばかりの新鮮な農産物

「農機保管場所の提供と農機の共同利用」

売車﹁くるもん﹂︼

農機ステーション及び農機シェアリング事業の開始

や加工品など︑旬のおいしさを

紹介︒

ＪＡ本渡五和の自己改革へ向けた取り組み その14

農機車輌センター ＴＥＬ：３４−０１６３ へ

職員コンプライアンス研修会開催

月

15

日︵ 土 ︶︑ 本 店 大 会 議

室において一般職員を対象とし

たコンプライアンス研修会を開

催しました︒

田口参事が講師を務め︑コン

プライアンスの重要性を再認識

するとともにコンプライアンス

意識の向上を図るため︑ＪＡ役

職員一人一人が最低限守るべき

こと︑個人情報の取り扱いや日

常的に心がけることなどを職員

全員へ呼び掛けました︒

研修会後には︑ＪＡ本渡五和

の自己改革の取り組みについて

の講習が行われ︑改めて自己改

革への理解と必要性を確認しま

した︒

今後も︑組合員の皆様︑地域

住民の皆様からの信頼を確立す

るため︑職員一人一人がコンプ

ライアンスを徹底するとともに︑

自己改革を着実に実践してまい

ります︒

9

12

8

平成31年1月 営農情報

畜

産

平成31年度肥料・農薬年間
予約取りまとめについて
肥料農薬の年間予約取りま
とめを１月より実施しており
ます。
予約価格につきましては、
地域最低価格となるよう価格
設定に取り組ん
でおりますので、
年間予約のご利
用を是非お願い
致します。

経営所得安定対策交付金に関する
税務上の取扱いについて
（ 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 ）

水田活用の直接支払交付金は支払年にあわせて、
Ｈ30年12月の交付分はＨ30年計上、Ｈ31年３月交
付分はＨ31年で計
上します。
（所得
税：農業所得の雑
収入）
なお、Ｈ31年度
の水田作付の聞き
取り受付を、１月
下旬より計画して
おります。

営農組織だより
農事組合法人 本渡山口の里

出荷を待つ秋カボチャ
12月９日、（農）本渡山口の里にて秋
カボチャの箱詰めを行いました。
本渡山口の里では昨年の早期水稲後に
水田約60ａに秋カボチャ【品種名 ク
リユタカ】の播種を行い12月上旬に収
穫を迎え、その後貯蔵熟成し出荷に至り
ました。
当日、営農組合の関係者10名と営農
指導員の選果指導の下、箱詰め作業を行
いました。昨年８月10日に播種を行い、
高温により発芽に影響が出ないか懸念さ
11

※２月中旬に畜産講演会を行う予定です。

れましたが、ややバラツキがあったもの
の管理の徹底により生育も順調に進みま
した。箱詰めされたカボチャはＪＡへ出
荷され関東地方の市場へ送られます。

箱詰めされた秋カボチャ

野

菜

【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１月中旬〜２月下旬までに施肥
を行います。
燐硝安加里Ｓ811号 10ａ当たり60
㎏（3袋）硫安40㎏（2袋）
【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）

【春タカナ】
気温が高く推移しているため生育順調で
す。肥料切れしないよう追肥を行ってくだ
さい。

肥

お 知 ら せ

○平成31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ます。
事業参加希望者は、各支店に申込書があ
りますので記入の上提出をお願いします。

営 農
情 報

追

・３月セリ・９月〜10月生子牛の予防注
射日程
2月25日㈪ 枦宇土、宮地岳、楠浦地区
2月26日㈫ 本渡北、本町、本渡南、亀
場、下浦地区
※五和地区は案内をもって連絡します。
（２月中旬頃）
・空胎防除 2月19日㈫予定
（申込みは各支店へお願いします）

○平成31年度 第３期和牛登録審査
２月中旬〜下旬
・対象牛 生後14ヶ月〜29ヶ月令まで
（平成28年8月生まれまで）

平成31年1月 営農情報

第2回目 1/20中心 硝燐加安646を
第3回目 2/20中心
10a当たり20㎏
第4回目

病害虫防除

生 育 を 硫安を10a当り20㎏
み て
（生育に応じ施用する）
12月下旬
から２月
上旬まで

斑点細菌病
コサイド3000
2,000倍液
クレフノン
200倍液加用

アオムシ・コナガ
アファーム乳
発 生 時
２，
０００倍
収穫7日前

平成30年度春野菜面積推進中
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・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、スナップエンド
ウ、ミニトマト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。

【バレイショ】
早掘り用は現在作付済み〜作付中です。 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
土壌条件の良い時に植付けます。
込書で播種予定の30日前までに、支店長
１月中旬より降雨後、湿りのある時に
確認の後、営農課へ提出ください。
マルチングを行います。

作

物

●平成31年産米の栽培品種について
●平成30年産米の栽培品種について
米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
として出荷する品種は次の通りです。
〈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。
○地力増進のため、堆肥・土壌改良材の
投入を行いましょう。

●麦管理作業
２月は分けつ最盛期です。中耕培土（土
入れ）と麦ふみを行いましょう。
（効果）①倒伏防止
②雑草防除
③過繁茂抑制
④粒の充実
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共済 からのおしらせ

バンク からのおしらせ

掛金

見積りキャンペーン
応募締切

第4期

平成31年

1月1日〜3月5日

ＪＡ自動車共済

お見積り

熊本県
限定！

キャンペーン実施中！
キャンペーン応募要項

熊本県下で総計2,100名様に当たる!!

応募方法

お見積りをしていただいた方に、ステキなプレゼント!

専用応募用紙に、必要事項を
ご記入のうえ、JA職員に直
接お渡しいただくか、JA窓
口までお持ちください。

抽選でプレゼント！

応募資格
JA自動車共済のお見積りを
ご依頼いただいた方。

※賞品のデザイン・仕様・機種等が
変更となる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

抽選について

※ご提供いただいた個人情報は、JA
およびJA共済連の事業および各種
サービスのご提供・ご案内・充実
等の目的以外には使用いたしませ
ん。また、JA共済は「個人情報保
護方針」を定め、個人情報の保護
に努めております。

厳正なる抽選の上、当選者の
決定をいたします。なお、当選
者の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。

平成30年産玄米の最終単価のお知らせ
天草警察署 からのおしらせ

信号機のない横断歩道での 歩行者優先
ダイヤマーク・・・
その先には、信号機のない

横断歩道 があります︕

あっ︕
横断歩行者が
いるかも

①

ダイヤマークを見つけたら、
まずは

減速︕

横断歩行者等があるときは、

一時停止し、歩行者等の
通行を妨げない︕
（道路交通法第

条第 項後段）

○早期玄米（コシヒカリ）
２等

３等

規格外

概算払い
金額

6,710円

6,380円

5,870円

5,090円

最終単価

6,953円

6,623円

6,113円

5,333円

※最終清算金は平成30年１２月6日に振込済みです。

第３号議案

監査報告

第４号議案

実績報告

第１号議案

1袋（30kg）当たり

１等

平成30年12月26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。

（道路交通法第 条第 項前段）
※ 歩行者等がいないことが明らかな場合を除く

②
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■早期玄米の最終精算金額につ
きまして、米共同計算委員会で
協議が行われ、１袋
（30ｋｇ）当
たりの精算単価は243円となり
ました。概算払い金額及び最終
単価は右表の通りです。

平成30年度上半期監事監査
報告について
平成30年度11月末実績報
告について

予備調査を依頼する会計監査
人候補者の選任について
第２号議案 平成30年度資産査定要領の改
正について

ＪＡネットバンク機能拡充に
伴う住宅ローン一部繰上返済
条件の設定及び手数料の見直
しについて
畜舎リース事業に伴う固定資
産の取得について

報告事項
１．平成30年度ＪＡ共済コンプライアンス点
検について
２．冷凍米飯愛食運動・らくのうＬＬキャ
ンペーン実績について
３．ふれあい感謝祭実績報告について
４．宅地建物取引業者免許の更新手続きに
ついて
12

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〜Dの順に並べてできる言葉は何でしょうか？
7

１

11
A

2
３

1２

２０

1７

1５
C

10
8

18

4

16

5

B

21
1９

13

9

6

1 佐々木小次郎はとても長い物を使って
いたとか
4 うわさが広がる際につくことも
7 鉄道のレールの下に並べます
9 人数を数えるときに使う言葉
10 パソコンのマウスのボタンをカチッと
押すこと
11 子羊の肉のこと
13 3.14159……と続く円周
15 道端のこと。
駐車
17 寝不足で目の下にできる人もいます
18 小説家・尾崎紅葉の代表作『
夜
叉』
20 ショートケーキによく似合う赤い果実
21 マンションの
人さんにあいさつを
して出掛けた

14
D

答え

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

・有効期限平成31年１月２０日㈰から平成３1年２月28日㈭までこの券を
切り取ってお使いください。
・この割引券一枚で一回限りご家族様でご利用いただけます。
・換金や他の商品の割引には使えませんのでご了承ください。

動脈硬化の原因は…
◇食べ過ぎ
◇高血圧

◇運動不足
◇脂質異常症

◇喫煙
◇糖尿病

動脈硬化は自覚症状がありません

◇過度の飲酒
◇肥満

◇ストレス
◇塩分の過剰摂取

など

動脈硬化が進むと…
脳：脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血）
心臓：心筋梗塞、狭心症
など命にかかわる恐ろしい病気になる危険性が高くなります

《食

和風だし
7.5ｇ×25袋
を５名様にプレゼント！
エーコープ

下浦町 Ｓさん 楠浦町 Ｎさん 本渡町本渡
本渡町本戸馬場 Ｙさん 五和町二江 Ｍさん

事》◇バランスのとれた食事
◇塩分や脂肪分の多いものを控える
（肉類の脂身、バター、塩、醤油、加工食品の量に注意）
◇食物繊維を多くとる（海藻類、根菜類、きのこ類、豆類）
《運 動》◇適度な運動（ウォーキング、ジョギングなど）
※無理のない運動をしましょう
《その他》◇ストレス発散をする ◇禁煙をする

バランスの
とれた食事

生活改善に取り組み定期検査を受けましょう！

Ｍさん
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シシ防止を近所の方にお願い
しました︒︵五和町 Ｓさん︶
ＪＡの植木まつりに参加して
います︒自分の車で行くのは
心配ですが︑バスで安心して
行けて楽しく過ごせます︒知
り合いも多くできます︒
︵楠浦町 Ｎさん︶
長男︵３人姉弟の末っ子︶が
もうすぐ２才になります︒２
年前のお正月は病院で過ごし
たな …
と思うと︑１年１年が
あっという間に過ぎていきま
す︒
︵五和町 Ｍさん︶

350円に！！

この券１枚で１回限り１人３５０円となります（子供は２００円）。

15

２

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︒

お一人様500円を

割引券

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 月４日
︵当日消印有効︶
平成 年 月号誌上

定休日

（月）

平常入浴料

２

血管の弾力性が失われ（コラーゲンの変性）硬くなったり、血管壁にコレステ
ロールなどがたまることで、内腔が狭くなり血液の流れが悪くなった状態です。

動脈硬化を予防する最大のカギは「生活習慣の見直し」です！

表

18

組 合 員・
ご家族様へ

31

動脈硬化とは…

知らないうちに進行してしまいます

年ぶりにアグリフェスタに
行きました︒農産物・加工品
など︑大変素晴らしい作品が
沢山あって︑見ごたえがあり
ました︒餅投げもあり沢山拾
いました︒楽しかったです︒
︵本町 Ｍさん︶
玉ネギを植えようと思い︑畑
をきれいにして畝も上げて︑
翌日張り切って行ったら何と
何と畑はイノシシの運動場に
なっていて︑玉ネギどころで
はありませんでした︒やり直
すのにも気が入らず︑時間も
かかり困りました︒早速イノ

２

月 日

キリトリ

31

12月号当選者

コ マ マ ワ シ

12
14
16
17
19

雪を積み上げ、中を掘って作る雪室
マージャンをするとき囲みます
劇場の舞台や花道の地下にあります
1日1枚ずつ剥がすカレンダー
起立！
！ 着席！
バレンタインデー、彼氏や夫へではな
く知人や上司へ、感謝の気持ちを込め
て贈ります
足利尊氏が開いた
幕府
片時もそばを離れません
漢字で書くと浮塵子。稲の害虫です
地面につちなどで打ち込みます
カクテルのベースに使う蒸留酒の一つ

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

1
2
3
5
6
8

「動脈硬化について 」

エーコープマーク商品の紹介

二十歳の抱負

エーコープ 和風だし
7.5ｇ×25袋 1,310円（税込）
国産原料の鰹節、さば節、
煮干し、うるめ鰯、昆布、
椎茸を使用。原材料にこだ
わった化学調味料不使用の
分包タイプのだしパックで
す。

ご使用方法：基本だし
500〜600mLの
水にだしパック
1袋を入れます
沸騰したら、中
火で1〜2分煮出
します
火を止めて、だ
しパックを取り
出します

１
2
3

祝成人
本渡西支店

川峯
●卵雑炊（3人分）

①ご飯2杯分をザルに入れ
て、
さっと洗ってぬめりをと
ります。
② 小さめの 鍋 に 基 本だし
600mL、
醤油小さじ1、
料
理酒小さじ1、
塩を少々入
れてひと煮たちしたら、
ご
飯を入れます。
再び煮立っ
たら、
よく溶いた卵2個を回
し入れます。
③卵が半熟状になったら三
つ葉などの薬味を散らし
て火を止めてできあがりで
す。

大和

この度、無
事に成人を迎
えることがで
きました。
こうして大人の仲間入りがで
きたのも、家族や周りの方々の
支えがあったからだと思います。
これからは、今まで以上に責任
感を持って行動し、業務に励ん
でいきます。まだまだ頼りない
ところが多く、ご迷惑をお掛け
することもあるかと思いますが、
自分なりに精一杯頑張りますの
で、今後ともご指導のほどよろ
しくお願いいたします。
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