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

移転しました

航空券・JR券・ホテル等のご予約
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。

3月14日(月)から経済課へ移転になりました。 国内旅行・海外旅行
ご希望にあわせ、オーダーメイドで作成します。
今後は裏の西口玄関からお入りください！

シニア会・子ども会・婦人会・消防団、視察研修が

◎ご相談・お見積もりは無料です！お気軽にご相談ください。 必要な旅行の取り扱いも大歓迎です。
天草地区ふれあいの旅

豪華客船「飛鳥Ⅱ」で行く

プチ巴里！ ホーチミン 4日間
●出

錦秋の若狭・越前 ３日間

発 日 平成２３年7月12日
（火）

●旅行代金

特選オプショナルツアー

110,000円〜

お一人様

（2名1室）
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員／同行し旅程管理業務を
行います。
◆燃油サーチャージ／別途必要です。
◆最小催行人数／15名以上
◆利用予定ホテル／スーペリアクラス
◆利用航空会社／チャイナエアライン航空
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平成23年2月末現在 （単位：人）

春を満喫させ
る桜の季節にな
りました︒組合
員の皆様には︑早期米の地区では
田植えの準備が本格的になる等︑
忙しい毎日を送っていらっしゃる
のではないでしょうか︒
今月十一日︑東北地方太平洋沖
地震が発生し︑東日本が想像を絶
する被害に襲われたことは︑まる
で戦渦の後を思わせる惨状に胸を
締め付けられる思いでした︒この
未曾有の地震津波が︑春の便りを
楽しみに待つ日本全国を悲しみで
包みましたが︑熊本では︑なんと
か予定通り十二日に九州新幹線が
全線開通︒セレモニーを自粛しな
がらも静かなスタートをきったこ
とは︑ほんの少し明るい話題とな
りました︒
大惨状に直面しながらも平静を
失わず︑相互に助け合う忍耐と思
いやりを忘れない日本人の強さが
海外から評価されているようで
す︒被災者の方の苦しみは計り知
れませんが︑一日でも早く立ち直
れるよう私たちに出来ることをや
っていきたいと思います︒
︵タカ︶

2011

サイゴン大教会

准

（前期末比）

本渡西

平成23年
2月末

本渡東

晩柑の収穫最盛期（五和町手野・萩原信一さん）

平成22年
3月末

〈早割〉 ６月２２日㈬までにお申込みいただいたお客様は…
150 〈Sロイヤルスイート〉20,000円引
旅行代金を
〈A・Cスイート〉
10,000円引 割引します
〈Dデラックス〉
5,000円引

正

地 区
項 目

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！
！

乗

■組合員異動状況

●旅行代金

◆添 乗 員／同行し旅程管理業
務を行います。

ミ
トークルーズ
◆添

〜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）
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第二十三期女性大学卒業式が
二月二十三日︵水︶︑本店にて開
催されました︒学長の蓮池組合
長が︑二十三回目の女性大学卒

授与され︑今期皆勤者四十三名
に記念品が贈呈されました︒卒
業生を代表して︑上田清香さん
が︑謝辞を述べられ︑卒業式は

第二十回本渡五和農協
大会の記念講演として︑名果
株式会社の内田利浩部長が﹁こ

とがあります︒来年度は︑﹃な

と思われることも可能になるこ

くりを今後更に進めて欲しい﹂

費者の気持ちを理解した商品づ

ランド化について話され︑﹁消

題し︑消費者の動向や産地のブ

れからの中晩柑に期待する﹂と

第二十回本渡五和農協柑橘生
せば成る﹄で皆一丸となって更

柑橘生産者大会開催

産者大会が二月十八日
︵金︶
︑本
に前進していきましょう﹂と挨
大会では︑平成二十二年産柑

店大会議室において開催され︑

橘販売経過と今後の販売計画に

部会員をはじめ行政やJA役職
出席しました︒主催者を代表
ついて︑平成二十三年度柑橘生

と激励されました︒

し︑福田賢二部会長が﹁本年度
産・販売方針
︵案︶
などについて

拶されました︒

は︑年末年始の雪被害を大勢の

員など関係者含め約百五十人が

方の協力で復旧し︑苦境を乗り
協議が行われ︑承認されまし

熊本県たけのこ園経営管理コ
営の安定に資することを目的に

上させることにより農林家の経

早堀たけのこ等の生産技術を向

今回︑枦宇土地区の

ンクール表彰式並びに研修会が

富永健志さんが三等賞

二月十七日
︵木︶
に︑玉名郡和水
クールは︑竹林

を受賞されました︒ま

実施されています︒

の園地化技術お

た表彰式終了後には事

町で開催されました︒このコン

たけのこ園経営管理コンクール三等賞受賞

平成二十二年度熊本県

一致にて採択されました︒

ろうの三つのスローガンが全会

う③組織を結集し危機を乗り切

年結果を是正し安定生産を図ろ

質果物つくりを実践しよう②隔

た︒また︑①安全・安心な高品

切ることができました︒不可能

業生の一仕事に感謝をしながら
楽しいひと時を過ごしました︒

今後は出資証券に替えて、毎年「出資金残高通知

また︑卒業式前に地域ケアプ

ことにいたしました。

終了しました︒

Ａ本渡五和におきましても、出資証券を電子化する

業式を迎え︑これまで多数参加
ラン研究所﹁海﹂代表の大石逸
子講師により︑﹁高齢社会を楽

全国的な株券電子化（証券廃止）の流れの中で、Ｊ

いただいたことへのお礼の挨拶
を述べられたあと︑安田天草市
長をはじめ来賓の方々より祝辞
しく生きるために﹂と題し講演

よび経営管理技

業協同組合への増資について

をいただきました︒その後︑二

術の向上を図

例報告や農林水産大臣

農業信用基金協会および本渡液化ガス事

が行われ︑認知症の症状や予
防︑介護のコツや自分のできる

り︑たけのこの

成２３年度内部監査年間実施計画について

十三期生六十六名に終了証書が
ことについて学びました︒
卒業式終了後は︑来賓の方を
交え︑各地区から自慢の料理を

１月末自動車共済利用者満足度調査結果

賞受賞園の現地研修会

報告事項

品質向上と生産

その他の融資について

持ち寄って味の交換会を開きま

平成２２年度内部監査実施報告および平

あいさつをする
福田部会長
テーブルにはたくさんの料理が…

書」にて出資金残高を通知いたします。現在お持ち

した︒今回も︑それぞれ腕をふ

第 9 号議案

が実施されました︒

込み額の一部追加について

量の増大並びに

資産査定要領の担保評価及び処分可能見

るった料理がたくさん並び︑卒

貸付条件変更について

祝 ＪＡ自動車共済事故処理対応 総合満足度

︵一月末現在︶

理対応の噂を聞

二年度は事故処

さまで平成二十

また︑おかげ

でまいります︒

全国のＪＡで
日本一の評価獲得
当ＪＡ共済課の交通事故処理
班が︑ＪＡ共済の全国本部が実
施している自動車共済の事故処
理対応満足度調査において︑一
月末時点で全国のＪＡ︵調査対
かれ︑多くのお
客様がＪＡの自
動車共済に新た
にご加入いただ
き︑本当にあり
がとうございま

報告

象五百七十ＪＡ︶の中で︑総合
満足度において第一位を獲得い
このお客様満足度調査は︑平

たしました︒
成十八年度からＪＡの自動車共
済にご契約で事故等により自動

法人団体借入枠申込みについて

第 6 号議案
第 7 号議案
第 8 号議案

１月末事業実績について

第 4 号議案
第 5 号議案

JA全国監査機構期中監査指摘事項に対

ての資格等は、これまでと変わりなく厳格な残高管

する回答書について

理を行ってまいります。ご不明な点は最寄りの各支

県検査理事会講評について

様からお預かりしている出資金額および組合員とし

第 1 号議案
第 2 号議案
なお、出資証券を電子化しました後も組合員の皆

した︒

ようお願い申し上げます。

車共済をご利用いただいたお客

は無効になりますので、ご自身で処分いただきます

平成２３年２月２８日（月）、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。
の出資証券につきましては、平成２３年４月以降に

「これからも頑張ります」
左より田中査定員
谷口査定員
平山査定員チーフ

●今後の通知方法

様からのアンケート調査結果を
もとに︑全国のＪＡすべてを対
象とし︑お客様満足度向上を目

は、従前より出資証券を発行してまいりましたが、

内田部長の話に聞き入りました
※廃止される出資証券

的として開始されています︒当

について

出資証券の
電子化

第 3 号議案
店窓口までお尋ねください。

ＪＡは十九年度より常にベスト
テン入りを続けてきましたが︑
遂に一月末時点において総合満
足度で第一位の評価を獲得いた
しました︒今後もこの結果に満
足することなく﹁事故はすべて
身内の事故と捉え︑お客様の不
安を早く取り除くことを最大の
使命﹂というスローガンのもと
﹁ＪＡの自動車共済に加入して

ＪＡからの重要なお知らせです

２
３

いて本当に良かった﹂と言って
いただける態勢を全力で取組ん

組合員の皆様からお預りした出資金額について

第23期 女性大学卒業式
あいさつをする蓮池組合長

わが国は国土の七〇％以上が中

山間地という国土条件にありま

す︒このため日本の農家は︑米国

やオーストラリアの大規模農家と

作物を中心に生産費が高く︑外国

異なり︑もともと経営規模が小さ

から低価格の農産物が輸入される

く中山間地などの困難な条件のも

してきたＦＴＡ︵自由貿易協定︶で

とで作付けしている農家が多いの

は︑全品目の一〇％程度を関税撤

と︑日本農業は壊滅的な打撃を受

現在政府は︑ＴＰＰ
︵環太平洋連携協定︶
への参加をどう
するか検討しています︒菅首相はＴＰＰの参加に積極的だ
ともいわれています︒そもそもＴＰＰとは何なのか︑もう
一度復習してみましょう︒

廃から除外・例外扱いしてきまし

け食料自給率は大きく下がってし

が実態です︒このため土地利用型

ＴＰＰは︑原則として全ての品

たが︑これらと比べれば極めてハ

まいます︒

目の関税を十年以内に撤廃するの

ードルの高いＦＴＡがＴＰＰとい

政府は︑今年六月をめどに参加

が特徴で︑自由化の除外・例外品

の是否を決めるとされています︒

えます︒

関税は︑各国の生産条件の差を

平成23年４月上〜
４月下旬（予定）
■集荷場所 本渡北集荷所
※詳しくは本渡北集荷所また
は、営農課までお問い合わせ
ください。
●本渡北集荷所
☎２３−８９７３
（午前中対応）
●営
農
課
☎２３−２２３１

目を認めていません︒農林水産物

調整するための重要な手段です︒

菅首相は一月の通常国会でも参加

間

の関税撤廃だけでなく︑国内制度

その関税がなくなると︑丸はだか

に強い意欲を示しました︒昨年十

■期

ＴＰＰとは、2006年に発効したシンガポール・ニュージーラ
ンド・チリ・ブルネイの4カ国による包括的ＦＴＡを発展さ
せ、米国・オーストラリア・ペルー・ベトナム・マレーシ
アの5カ国を加えた9カ国で交渉している広域経済連携協定。

の規制緩和・撤廃を含めた包括的

で米国やオーストラリア産の農産

一月︑経済連携の推進と強い国内

加工原料たけのこ
（缶詰用）
について

●ペルー
●シンガポール
●マレーシア
●ベトナム

な内容です︒これまで日本が締結

物との競争を強いられ︑日本農業

と農林漁業の再生実現会議﹂を立

農業の育成を検討・推進する﹁食

また︑ＴＰＰは︑農業だけでな

ＪＡグループは︑ＴＰＰと国内

は壊滅的な打撃を受けます︒

農業の両立はできないと主張︒日

ち上げ︑有識者による議論を進め

ため︑それぞれの国のなかには強

本農業を壊滅させるＴＰＰ交渉へ

５

くサービスの自由化や国内制度の

い産業の分野だけが残ることにな

今年もお茶の摘み取りが近くなっ
てまいりました。生育状況に応じて
各工場操業を開始していきますが、
４月中旬以降を現在予定しておりま
す。操業日等のお問い合せは各支
4月1日より
店・支所にお問い合せください。品
午後6時まで営業
質向上のため、適宜摘み取りはもち
営農物流センター
ろんですが、安全安心なお茶製品づ
営業時間のお知らせ
くりにご協力ください。
田植え時期に入りまし
た。お仕
●本町工場 本町支所
事帰り、明日の準備と
いう組合
☎２３−３５３５
員の皆様ぜひお寄りく
ださい。
●五和工場 （城河原）
☎３４−０９６３

ています︒

ります︒これでは︑日本の社会を

の参加反対に向けた一千万署名活

お知らせ
掲示板

規制緩和・撤廃など多岐にわたる

支えていた各種の仕組みや基準が

動を行っています︒正しい情報を

伝え︑広く国民の皆様から理解と

一変しかねなくなることも考えら

れます︒
支持を得るため︑全国的な署名活

動に取り組んでいこうではありま

せんか！

お茶工場
操業について

●米国
●オーストラリア
●ニュージーランド
●チリ
●ブルネイ

３月の水田農業関連情報

（本渡五和営農推進協議会作物部会より）

まもなく早期水稲の田植えの時期です。基本技術を
励行し、実りの多い夏を迎えられるようにしましょ

○水管理
・新しい根が出るまでは、暖かい日中は浅水にします

う。

が、朝晩は低温から守るために深水にしましょう。

○田植え

ただし、ジャンボタニシの被害が見られるところで

・「コシヒカリ」の適期は４月５日〜１５日です。

は食害を防ぐために浅水にしましょう。

・植え付け本数は５５〜６０株／坪程度を標準とします。

・活着後は浅水管理で分げつの促進に努めましょう。

一株の苗数は３〜５本が標準です。苗数が多すぎる

※除草剤はＪＡの栽培

と過繁茂の原因となり、倒伏や病害虫が発生しやす

暦に基づいて散布

くなりますので注意しましょう。

し、その後は掛け流

・植え付けの深さは活着や分げつ等に大きく影響しま
すので２㎝を目安とします。
・分げつを早期に確保するため、田植え後７日目くら

しをせずに、７日間
水を溜めてくださ
い。

いに硫安を１０ａ当たり５㎏施用しましょう。
４

厚生連
ニュース

みなさんは﹁慢性腎臓病﹂と

いう言葉を耳にしたことがあり

ますか？最近︑テレビや雑誌な

月の営農情報

「食の安全」への関心が高まり生産履歴が明らかな農畜産物が求められております。
常に安心・安全な農畜産物を生産しましょう。

作

ｇ未満に抑えること︑肉などの

タンパク質をとりすぎないこ

と︑ウォーキングなどの運動を

物

開花期以降は高温による落花（果）が著しいので、

・健苗づくり（早期水稲箱苗の作り方参照）

30℃以上にならないように換気を行う。

・病害虫防除（育苗箱の上から均一に散布）
粒剤を１箱当り50ｇ施用し田植する。（長期間薬効

田植後５〜７日（ノビエ2.5葉期まで）

国税だより

○ ポッシブルフロアブル、10ａ当り500㏄

田植後５〜10日（ノビエ３葉期まで）
○ アピロファインＤジャンボ、10ａ当り10パック

国税を期限内に納付で

きなかった場合は︑延滞

「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。

熊本ファミリー
銀行

横山
歯科

プラザ
ホテル

・トンネル栽培
○間

引…健全なものを１本残し早めに切断する

○ 土寄せ…本葉３〜４枚になったら土寄せを行う

・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

○ アブラムシ…モスピラン水溶剤2,000倍〜4,000倍

・水管理…田植後の活着は、水、地温が高いほど良
い。冷える夜間は深水とし、晴天日はできるだけ浅

促進するため、元肥に硫安を10ａ当り５㎏施用する。

※農協に苗を委託された方は田植後、育苗箱を
洗って、すみやかに支所まで返却ください。

○ スリップス

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。

○ ハモグリバエ

ベンレート水和剤500〜1,000倍液に30分間苗基部

野

菜

〔バレイショ〕

枝葉の拡大を図る。
・エキ病防除（予防散布の徹底）…リドミルＭＺ水和
500〜750倍を収穫７日前まで３回程防除する。

…アファーム乳2,000倍

前日／２回

てください。

畜
■空胎防除

・伏せ込み前（種いも）

前日／３回

圃場準備は播種、定植の２週間前には済ませておい

種いも、苗の消毒を行い、品質の良い甘藷を生産し
ましょう。

)

前日／２回

〔オクラ、シシトウ〕

〔甘藷〕

３月下旬より収穫７日前まで５〜６日ごとに実施し
至瀬戸大橋

前日／３回

でさわらない。

・初期生育促進
（コシヒカリ）
…早く活着させ分けつを

JA本渡五和
本店

国 道 ３ ２ ４ 号

肥…開花を始めたら適宜行う

水にして地面を暖め、発根を促進させる。

川

一回限りの入会で
「安心」と「信頼」がお求めになれます

至五和町

○追

○ サビ病…バイレトン水和1,000倍

・葉面散布…クロロゲン青、メリット青の500倍液を

丸善興産
ＧＳ

（液肥かん水は500倍）

田植後５〜12日（ノビエ2.5葉期まで）、ぬれた手

浸漬

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。

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

○ かん水…土壌水分を見て定期的に行う

（Ｓ646号、アサヒエース）

○ シリウスターボ１ｋ粒剤、10ａ当り１㎏

選果所

プリエールほんど

引…倒伏防止のため早めにテープ等で行う

が持続します）
・除草剤（使用後５日間は５㎝程の水深を保つ）

金を併せて納付しなけれ

ばならないだけでなく︑

募

○誘

移植３日前から当日にデジタルコラトップアクタラ

・植付前（苗の基部10㎝位）
美来
プラザ

・ハウス栽培管理

〔早期水稲〕
苗令2葉、草丈15〜20㎝の丈夫な苗を作りましょう。

期限内に納付できな
かった場合には
財産差し押さえ等の延滞

処分を受ける場合もあります︒

■斎場案内図

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

まだ納税がお済みでない方は︑早急に最寄りの金

ご加入の手続きは簡単です

融機関で納付を済ませてください︒また︑納付でき

ない事情がある場合には︑お早め

プリエールの会 会員集
（いのり）

4

ベンレート水和剤の粉衣（種いも重量の0.4％）
至本渡港

JA
葬祭

定期的に行うこと︑そして︑禁

糖尿病や高血圧の人は︑血糖

天草市瀬戸町1-1 ☎
（0969）
24-2181

煙することがポイントです︒

に最寄りの税務署の徴収担当者に

ご相談ください︒

なお︑期限を過ぎてから納付さ

本渡温泉センター

どで取り上げられるようになり

今回は︑この慢性腎臓病につ

値や血圧のコントロールを適正

に行うことで︑腎臓への負担を

減らすことができます︒主治医

心ゆくまでおくつろぎいただきますよう、
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
天然温泉でリフレッシュしましょう！

ました︒

いてお話をしたいと思います︒

︻腎臓の働き︼

腎臓は︑両肩甲骨の下にあ

れる場合は︑延滞税の計算があり

2倍セール!

と相談しながら︑治療を続けて

サービス
スタンプ

る︑握りこぶしほどの大きさの

期間中「３」のつく日（3・13・23・30・31日）

ますから︑最寄りの税務署にご連

3,500円にて販売 !

ください︒また︑現在異常のな

1冊（10枚綴り）通常価格4,500円を

臓器です︒主に︑血液をろ過し

特典2

回数券をお買い求めのお客様へ

絡ください︒

特典1

い方も︑年に一回は健康診断を

日頃ご愛顧の皆様に感謝の気持ちを込めて
あたたかい・
・
・ぬくもりサービスをご用意致しました。

て︑体内の老廃物を尿に出すと

期 間：平成23年3月1日㈫〜3月31日㈭
定休日：3月22日㈫

天草税務署︵電話二二︱二五一〇︶

創業23周年
記念キャンペーン

※自動音声案内

泉
本渡温 より
ー
センタ せ
ら
お知

受けて︑病気予防と早期発見︑

たので下記にて訂正してお詫び致します。

いう働きをしています︒

キャンペーンにつきまして、誤りがございまし

早期治療を心がけましょう︒

先月の創業23周年記念キャンペーンの特典２の

腎臓の働きが弱くなると︑老

廃物を外に出すことができず︑

必要な成分であるタンパク質な

どが︑尿に出されてしまいま

す︒また︑むくみや息切れなど

の症状が現れます︒

重度になると︑尿が作られな

いため︑機械で老廃物を外に出

す︑﹁人工透析﹂が必要になり

ます︒

︻気をつける点︼

慢性腎臓病は︑食べ過ぎや︑

塩分の摂り過ぎ︑運動不足など

の生活習慣がもとで︑徐々に進

行していきます︒特に︑自分の

体に合ったエネルギー量を摂る

ようにすること︑塩分の量を6

本渡温泉センター23周年記念
キャンペーンの特典の訂正とお詫び

平成
平成23年
年

産

４月19日（火）、本渡・五和地区

牛営農情報
異常産注射・
子牛注射のお知らせ
※異常産注射の案内を２月に送付しておりますが、
まだ未提出の方がいますので、早急に提出くだ
さいますようお願いします。
・日程〈本渡地区〉
４月１２日（火）〜１４日（木）の３日間
※本渡地区は、異常産と子牛の注射を一緒に行い
ます。
※五和地区につきましては日程がまだ決定してお
りませんので、後日連絡致します。

・マルチ栽培管理…芽が出て葉が開き始めたら２〜３
本くらいに芽かきをする。
〔インゲン〕
６

