JA本渡五和だより
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

飛鳥Ⅱクルーズ

豪華客船「飛鳥Ⅱ」で行く山陰３日間
特選オプショナルツアー

伝説と古代浪漫を巡る・
・
・出雲・松江・隠岐の島

◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を
行います。
★ショーなどのプログラム多数！
！
★特選オプションで隠岐の島を巡る！
！
★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！
！

●出

発 日 平成２２年１０月１１日
（月・祝）
●旅行代金 お一人様
円〜

120,000

5月31日（月）までにお申込みいただいたお客様は…

早 〈ロイヤルスイート、アスカスイート、スイート〉

旅行代金より お一人様10,000円引

割 〈デラックス〉 旅行代金より お一人様 5,000円引
日帰り企画

野球観戦ツアー ソフトバンク vs 読売ジャイアンツ

〈ナイター〉 ●出

発 日 平成２２年６月１２日
（土）
●
）
旅行代金
お一人様
円
（3塁
A指定
5席 ●募集人員 ２５名
2
（最少催行人員
１５名）
定
限

9,000

◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います。
◆食
事／なし

〈デーゲーム〉 ●出 発 日
●旅行代金
予約
●
受付中 定（3塁） 募集人員
A指
0席
限定4

●出

あ

切日
申込締 月）
（
日
５月31

発 日 平成２２年７月２４日
（土）

●旅行代金

19,800円

お一人様

◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います。
◆食
事／昼食１回（博多座にて弁当）

本渡北

五和西

五和東

平成22年
4月末

796

1,201

373

842

734

596

4,542

准

194

404

832

467

590

294

2,781

正

795

1,202

374

843

735

595

4,544

■編集責任者 参事 宮崎淳二

熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

●開催日
●会

場

６ １９

平成２２年

月
日㈯
小国ドーム（阿蘇郡小国町）
●料金
大 人
５，
０００円
高校生まで ３，
０００円

ト
チケッ !
販売中

※ツアーではありません。

−1

1

1

1

1

−1

2

准

193

407

835

469

591

295

2,790

（前期末比）

−1

3

3

2

1

1
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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

6

21

（月）

定休日

■発行 JA本渡五和

211

トーク＆ライブ2010

月 日

平成22年 5 月15日発行

（前期末比）

澄み渡る青
い空︑目にも
まばゆい新 緑︑
つつじ・あや
め・芍薬など色鮮やかな花々
が咲き誇り︑自然の彩りの豊
かさを感じる季節となりまし
た︒晴天に恵まれたゴールデ
ンウィークは︑皆様いかがお
過ごしになられましたか︒
私も陽気に誘われて公園に
出かけたら︑あちこちでお弁
当を広げている人たちを見か
けました︒中でも︑小さい子
供が顔にご飯粒をくっつけて
美味しそうにおにぎりをほお
ばる姿は︑何とも言えず微笑
ましい光景でした︒食は命の
源︑旬の新鮮な野菜を使った
大地の恵みのお弁当︑心も豊
かにしてくれます︒私も今
度︑いつもと違う行楽弁当︑
作ってみようと思います︒
また︑来月は地区別説明
会・総代会が開催されます︒
お忙しい中とは存じますが︑
ご出席いただきますようお願
い申し上げます︒
︵タカ︶

2010

武田鉄矢・中牟田俊男・千葉和臣

合 計

本渡南

平成22年
3月末

本渡西

びわの収穫、最盛期（五和町鬼池）

４０名（最少催行人員 ３５名）

平成22年４月末現在 （単位：人）

正

地 区
項 目

本渡東

■組合員異動状況

9,000円

お一人様

海援隊

博多座日帰りバスツアー

「大奥」

平成２２年６月１３日
（日）

◆添 乗 員／同行し旅程管理業務を行います。
◆食
事／なし

JA天草旅行センターふれあいの旅
好評
か
とわず

切日
申込締 月）
（
日
1
3
５月

天草市瀬戸町1-1

8

祝
一
周
年 ﹁天草とれたて市場﹂
で一周年を迎えました︒四月十

豊作祈り 御田植祭
早乙女が一列に並び︑古式ゆか

天草とれたて市場が今年四月
四月二十四日︵土︶に︑ＪＡ本

ちを込めて十七日は本渡加工部

七日︵土︶︑十八日︵日︶に一周年

今年で十七回目を迎えるこの
会によるトン汁配布・紅白まん

しく一束一束丁寧に苗を植えて

田植祭を執り行いました︒全国
御田植祭の太田主は︑鶴田雄士
じゅう配布︵先着五百名︶
︑風船

渡五和と本渡諏訪神社は本渡町

に先駆けて行われたこの御田植
さんが務められ︑八月上旬に収
プレゼント︑十八日はエコバッ

を記念し︑お客様に感謝の気持

祭は︑氏子や世話人︑ＪＡ本渡
穫されるもち米は宮中・伊勢神
グ配布などの特別サービスが実

いきました︒

五和の関係者ら約六十名が参加
宮・諏訪大社・靖国神社へ奉納

山口地区の神饌田において︑御

しました︒
施されました︒

ルフ県大会も実施される予定に
月に発足したＪＡ本渡五和の加

にぎわいました︒また︑昨年四

イベントもたくさんのお客様で

いちごの箱売りは好評で︑各種

を超え︑盛況のうちに終わりま

来場者は合わせて約三千七百名

た︒二日間共に晴天に恵まれ︑

﹁恋シリーズ﹂をＰＲしまし

とジャムの試食試飲を実施し︑

品などが並び︑中でも不知火や

店内は︑新鮮な農産物や加工

されます︒

神饌田前に作られた拝殿で神
事が行われた後︑ＪＡ職員の早
乙女と田男十六名が︑しめ縄で

四月二十二日︵木︶︑本渡温泉
なっており︑会員の皆様が益々
工委員会が開発したデコポンと
した︒

本部総会開催

春薫るさわやかな空気に包ま
センターにおいて十四支部より
健康で生きがいのある生活を確
ポンカンのストレートジュース

年金友の会

れて︑黒い烏帽子に白装束の田
支部代表の役員五十六名出席の
立されるようにと盛会のうちに

囲まれた神饌田にもち苗を植え

男と藍染の木綿絣の着物に赤い
もと︑平成二十一年度年金友の

組合員の皆様こんにちは︒僕

まりました︒来年は︑活動を年

今後は参加者も更に増やし︑

です︒

ィア支援事業にも参加する予定

に二回計画しており︑市の事業
本渡北青壮年部の部員は︑現
在二十五名で構成されており︑

活動内容も充実させ︑本渡北青

年間行事としては本部活動に準
じていますが︑独自の活動とし

壮年部の旗を掲げて地域へアピ

第 2 号議案

平成２２年度経営計画について
第 3 号議案

農地保有合理化事業規程の廃止

た︒反省会では﹁一時間で
は短いね﹂︑
﹁人前では勇気
がいったね﹂︑
﹁来年もしよ
う﹂︑
﹁自分たちが歩いた後
を通ると︑きれいになって
いるから気持ちよかね﹂な
どたくさんの意見がでて大
変盛り上がりました︒
﹁来年もするばい！﹂と
皆の意見もまとまって︑第

うぞよろしくお願いします︒

て平成二十一年三月より地域へ

平成２１年度下期内部監査報告

のごみ袋八袋分を集めまし

私たちは︑ＪＡの事業推進に

期末賞与手当支給
第 3 号議案

二回目を一年後の今年三月
十三日に実施しました︒参
加者は十三名と昨年よりも
五名多く︑集めた資源ごみ
も十二袋とよりたくさん集

集めたごみを前に記念撮影

﹃ア・ラモート﹄〟店長の新本高

扱要領について

について

豊作を祈願しました︒

襷をきりりと締めたすげ笠姿の
終了しました︒

倉田健一会長︑蓮池組合長の

会本部総会が開催されました︒
挨拶に続き︑農林中央金庫熊本
支店副支店長の中西氏より祝辞
をいただき議事に入りました︒
平成二十一年度事業報告並びに
収支決算︑平成二十二年度事業
計画︵案︶並びに収支予算︵案︶な
どが審議のうえ原案通り承認さ
れました︒
本年度も︑十一月十八日︵木︶

ぜひ一度、ご賞味ください!!
1個 ￥600

たち本渡北青壮年部員について

部員数

名

1個 ￥600

である天草市市道清掃ボランテ

本渡北青壮年部

■ポンカンマーマレード
215g入

1本 ￥1,000

600ml

1本 ￥1,200

600ml

紹介させていただきます︒

組織紹介

■デコポンジャム

150g入

25

にＪＡバンク熊本グラウンドゴ

度の事業目標報告︑目標必達ダ

J A 本 渡五和
事 業推進大会開 催
四月十日︵土︶︑平成二十二年

■ポンカンジュース 恋文

ールしていきます︒また︑部員

の店〝トタン屋根のケーキ屋

第二部では︑パウンドケーキ

ました︒

員全員でがんばろう三唱を行い

表明を行ったあと︑最後に役職

ルマ入瞳︑職員代表による決意

〔4月28日理事会〕

利用保護管理方針の制定に関す

２
３

度JA本渡五和事業推進大会を

の議案が審議・承認されました。

■デコポンジュース 恋心
の青壮年部活動をアピールする

購買業務規定及び購買未収金取

取り組むうえで︑人の絆を大切

第 2 号議案

志さんに﹁苦しみつつ なお働

平成２１年度決算報告について

全員が楽しめる会にしていきた

第 1 号議案

け 安住を求めるな この世は

〔5月6日理事会〕

いと思いますので︑今後ともど

る件

第一回目は平成二十一年三月

金融円滑化法に伴うJAバンク

目的で清掃活動を始めました︒

第 8 号議案

にし︑常に感謝の気持ちを忘れ

貸付条件変更申込について

ないことが大切であると再認識

第 7 号議案

巡礼である﹂という演題で︑生

法人団体借入申込について

二十日に実施し︑部員八名で約

第 6 号議案

し︑全事業早期達成に向け気持

ついて

まれてから現在までの苦労話を

葬祭センター就業規則の変更に

一時間かけて四十リットル

第 5 号議案

ちを新たにした一日となりまし

役員退職慰労金規程について

笑いありユーモアたっぷりに講

第 4 号議案

た︒

規程の制定について

演をしていただきました︒
並びに農地利用集積円滑化事業

二部構成で開催しました︒

店第３会議室において理事会が開催され、次

総会で挨拶をする蓮池組合長
熊本から自転車で来られた新本さん

苗を植えていく田男と早乙女

第 1 号議案

ダルマに入瞳

第一部では︑各事業二十二年

平成２２年４月２８日（水）、５月６日（木）、本

トマト黄化葉巻病を
ご存じですか？

自分磨きをしたい
女性を
募集します

県下でトマト黄
化葉巻病のウィル
スが蔓延していま
す。この病気は対策を
怠ると、収穫皆無となる恐れがあります。

性大学

本渡五和女

集
第２３期生募

JA本渡五和では、実習や学習をとおして自分を磨き、楽
しく学んで仲間づくりを行う女性大学の受講生を募集しま
す。
■受講期間

平成
平成22年
年

３年

作

１．症状
シルバーリーフコナジラミの媒介によって感染
が拡大、生長点が黄変し、その後萎縮し、生長が
ストップし、収穫皆無になることもある。

■受 講 料 ３，
０００円
（学習内容では一部負担が必要となる場合があります）
■募集定員 ５０名（先着順）
■申込方法
受講を希望される方は５月３１日（月）までに、JA本渡五
和本店営農課

江崎までお申し込みください。

☎２３―２２３１

■平成２２年度学習内容
期

日

内

容

６月下旬

入学式・講

演

９月７日

家庭菜園のポイント「秋野菜の作り方」
健康教室「タイ健康体操癒しコース」

１０月上旬

（熊本）
日帰り旅行「和食のテーブルマナー」

１２月８日

エーコープマーク商品研修「地産地消漬物
講習会」
（JAあまくさ合同）
、花の寄せ植え
卒業式・講演、味の交換会

担当：山下

則雄

です」

５

博文

（TAC）

担当：鶴田

よろしくお願
いします！

亀場・楠浦・枦宇土・
宮地岳地区

私たちが組合員の皆様のもとへ足を運び︑

志柿・瀬戸・
下浦地区

衛二

肥料・農薬・飼料などの注文をはじめＪＡ事

担当：柿本

ご要望などございま

本渡南・本渡北・
本町地区

信幸
したら︑お気軽に声を

担当：猪口

おかけください︒

手野・二江・
城河原地区

鬼池・御領地区

業全般の情報をお伝えし︑ＪＡと組合員の皆

澄子

（注）農薬使用にあたっては、使用方法・時期・
総使用回数等、確認する。
※症状が見られたら、本店営農課までご連絡く
ださい。
様とのパイプ役を務めさせていただきます︒

担当：田口

（

「
私たちが経済渉外員

平成23年２月中旬

２．対策
① 圃場周囲の除草
・ノゲシ、ウシハコベ、
セイタカアワダチソウ、クズ等
② 発病した株は早急に抜き取り、土中に埋め
るか、ビニール袋に入れ密閉し枯死させる。
③ 薬剤防除
予防剤
サンマイトフロアブル1,000倍
ベストガード水溶剤1,000倍
スタークル顆粒水溶3,000倍

物

6

月の営農情報

（早期水稲）
・「コシヒカリ」の管理
● 珪酸加里の施用…５月中〜下旬
（出穂前40日頃）。
茎を丈夫にし倒伏軽減のため10ａ当たり
40㎏施用。その後自然落水して中干しへ。
● 中干し…分けつ本数を確保できたら倒伏防止と健
全な根の発生を促すため田面に小割れが
見える程度まで行ってください。
● 穂 肥…出穂前18日頃、葉色を見て有機苦土入
038を10ａ当たり20㎏施用、コシヒカ
リは６月中旬頃。
（普通期水稲）
● 健苗作りが第一です。
苗の作り方を参照してください。
● コブノメイガ、ウンカ、イモチ防除としてビルダー
プリンスアドマイヤー粒剤、１箱50ｇを田植２日前
〜田植直前に散布し田植してください。

収穫前日３回
● アブラムシ…モスピラン水溶剤4,000倍

収穫前日３回以内
（シシトウ）
生育旺盛な時期になります。かん水、追肥を定期的
に行ってください。また、摘葉も行ってください。
● ヨトウムシ
アタブロン乳2,000倍
● オオタバコガ
収穫前日４回
● 細菌斑点病…Ｚボルドー500倍

）

畜

産

口蹄疫の予防について
現在、口蹄疫の発生が続いています。口蹄疫
に効果がある消毒薬を使いましょう。

4％炭酸ソーダ消毒薬の作り方

野

菜

（インゲン）
ハウス、露地栽培ともに収穫最盛期です。乾燥や肥
料不足は曲がり莢になるので、かん水、追肥を行い、
品質低下を防いでください。
・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
1,500倍、またはハーモメイト水溶剤800倍
収穫前日３回以内
● サビ病…バイレトン水和剤1,000倍
収穫前日２回
カリグリーン800倍 収穫前日
● アブラムシ…モスピラン水溶剤4,000倍
収穫前日３回以内
● スリップス…アタブロン乳剤2,000倍
収穫前日２回以内
● マメハモグリバエ…アファーム乳剤2,000倍
収穫前日２回以内
● 追肥…Ｓ646号、アサヒエース
・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。
（オクラ）
● 追肥時期…１株に１〜２果収穫した頃より行う。
Ｓ646号。
● 灰色カビ病…ロブラール水和剤2,000倍
収穫前日３回以内
● 葉 ス ス 病…トップジンＭ水和剤1,500倍

作り方（10リットルの消毒薬を作る場合）
①炭酸ソーダと水の量

炭酸ソーダ
400g
水 10リットル

＊紙コップ（1合入）
1個分の炭酸ソーダ
の重量は120gです

紙コップに炭酸ソーダを満杯
入れて3個半分の量です。
1升ビン5〜6本分
の量です。

②消毒薬を作る容器は、金属製・ポリエチレン
製を使用する。
③消毒薬を作る作業の時は、ビニールの手袋及
びマスクを装着する。
④まず、容器に水を10リットル入れる。
次に、炭酸ソーダを400g入れて、木の棒で
よく撹拌する（絶対に手では撹拌しないこと）。
※5リットルの消毒薬を作る場合は、水・炭酸
ソーダの量をそれぞれ1/2とする。
＜注意＞
①この消毒薬は、農場・関係車両・踏込消毒槽
等の消毒用として使用すること。
②畜体や人体には決して散布しないこと。
※餌箱にしても良いが、餌は必ず取り除いてか
ら散布すること。
↓
餌を入れる時は乾いていることを確認する。

４

厚生連
ニュース

国税だより
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体

体の手入れをしませんか?

ＪＡ熊本厚生連では︑昨年四月から

健康維持のための運動として操体法教

体の左右のゆがみ修正を目指します︒

押し出しやすい側の踵︵腰骨から踵

までをゆっくり押し出す感じ︶で床を

押しながらゆっくり押し出し︑背骨の

側屈や不快感が強くなる手前で力を抜

かずに動きを止めます︒

利用可能な手続
○申告……………所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税
○納税……………すべての国税
○申請・届出等…納税証明書の交付請求、各種法定調書、各種異動届出書など
ｅ−Ｔａｘを利用するには
○電子証明書等の準備※電子証明書がICカードに格納されている場合は、ICカードリーダライタが必要です。
○利用者識別番号等の取得
※ｅ-Ｔａｘホームページからオンラインで開始届出書を提出すれば、即時に発行（通知）されます。

○ｅ-Ｔａｘソフト等から電子証明書等を登録（初期登録）

※ｅ-Ｔａｘソフトは、ｅ-Ｔａｘホームページから無償でダウンロードできます。

詳しくはｅ−Ｔａｘホームページ
（http://www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください

利用開始の手続き、利用時間、パソコンの環境、ｅ-Ｔａｘソフトの
操作方法、よくある質問など、ｅ-Ｔａｘに関する最新の情報について
お知らせしていますので、ご利用前にご確認ください。

戸別所得補償モデル対策の加入申請の受付を行っています
４月から自給率向上と水田農業の経営安定を図るために、戸別所得補償モデル

１

自給率向上事業 (転作)

（いのり）

ご加入の手続きは簡単です

募

モデル対策の加入受付はＪＡの営農課が中心とな

麦・大豆・飼料作物や飼料用稲、そば・なたねなど

って、５月下旬から（予定）
行いますので、加入ご希

を作付けした場合に主食用米と同等の所得を確保で

望の方は、ＪＡの受付窓口で、忘れずに加入申請を

きる水準の交付金をお支払いいたします。

行ってください。

例１：麦・大豆・飼料作物（WCS以外）の場合
10ａにつき３万５千円
例２：飼料用米（WCS）・稲、米粉用米の場合
10ａにつき８万円
例３：そば、なたねなどの場合

「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。

国 道 ３ ２ ４ 号
熊本ファミリー
銀行

米モデル事業(米)

「生産数量目標」の範囲内で主食用米を生産し、
かつ水稲共済に加入している方には、所得を補償す
るために10ａあたり最低１万５千円を定額交付しま

丸善興産
ＧＳ

至五和町

JA本渡五和
本店

川

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

このほかの作物にも交付される場合があります。

２
南

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。

選果所

江崎石油
ＧＳ
町山口川

会員には、次のような特典があります

未来
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。

７

至本渡港

プリエールの会 会員集

■斎場案内図

横山
歯科

プラザ
ホテル

す。
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。

申請の手続きを忘れずに

自給率向上のために水田で主食用米の代わりに

10ａにつき２万円

JA
葬祭

天草税務署
（電話２２―２５１０）
※自動音声案内

対策の事業がスタートしました。モデル対策には次の２つの事業があります。
引き寄せにくい方の足は︑足の親指

側で床を踏みながら︑親指の方へ膝を

押し出し︑同時に反対側の膝を同じ側

の肩先の方へ引き寄せます︒腰に不快

感が出るか側屈が強くなる手前で︑力

を抜かず動きを止めます︒軽く息を吸

って二︑三秒の息止め後︑一気

ドによるJ-Debit加盟店での代金決済

次に︑軽く息を吸って二︑三秒の息

デビットカード機能のついたJAキャッシュカー

に息を吐きながら脱力

デビットカードサービス（JAキャッシュカード使用時）

します︒以上を三︑

ATMを利用したすべてのサービス

四回行います︒

ょ銀行、その他提携金融機関やコンビニ等の

操体法で体のゆがみを重視するの

JAキャッシュカードによるセブン銀行、ゆうち

は︑筋肉の痛みだけでなく頭痛︑めま

コンビニ等のATM（JAキャッシュカード使用時）

い︑胃腸の慢性的な不調などにつなが

パソコン・携帯電話を利用したすべてのサービス

るからです︒普段からの体の手入れを

JAネットバンクサービス

して︑病気を予防しましょう︒

JAバンクのATMを利用したすべてのサービス

室を開き︑普及を始めてきました︒ま

JAバンクのATM

止め後︑一気に息を吐きながら全身の

■休止させていただくサービス

力を抜きます︒以上を三︑四回寝床で

願い申し上げます。

朝晩行ってみてください︒

あらかじめ現金をお引き出しいただく等のご準備をお

﹁膝の押し出しと引き付けの操法﹂

休止期間中は現金のお引き出しができませんので、

股の関節の動きに左右差のある人の

現金のお引き出しはお早めに

腰痛の治療に有効です︒両足を床につ

6月13日（日）と 6月19日（土）

けたまま方膝を抱えてまっすぐ胸の方

2010年

へ引き寄せます︒

■休止期間

特に農作業や家事による疲労に悩む

解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ずは二つの動作を体験しませんか︒

ていただきます。ご不便をおかけしますが、何卒ご理

方々は︑寝る前に行うことでその日の

ATM・JAネットバンク等のサービスを一時休止させ

疲れが取れやすくなります︒

ムのシステム更改等にともない、誠に勝手ながら、

自分でゆがみを取る

ざいます。このたびJAバンクの全国統一電算システ

﹁踵押し出しの操法﹂

いつもJAバンクをご利用いただき、ありがとうご

姿勢は仰向けで膝を

システム更改等にともなう
ATMサービス等の休止

伸ばし両足を腰幅に開き︑

お知らせ

事例：主食用米水稲を50ａ作付けした場合
50ａ−10ａ（自家用米分）＝40ａ
40ａ×1万5千円＝6万円の
交付金を支払います。

※日程等は対象者へ個別に送付案内いたします。

交付金支払いまでの流れ
加入申請手続き（水田協議会に6/30まで）
九州農政局で受付・審査（9/30まで）
秋に送付される「交付申請書」に捺印し、
市役所・ＪＡに提出（10/1〜12/15）
来年3月末までに各農家が
指定された口座へ交付金の振り込み
戸別所得補償制度に関する問い合わせ先
・九州農政局天草統計・情報センター
☎ 0 9 6 9 - 2 2 - 4 1 9 5（担当 坂田、上田）
・ＪＡ本渡五和 営農課
☎ 0 9 6 9 - 2 3 - 2 2 3 1（担当

松下、山中）

自給率向上のための新しい農政に参加しましょう
６

