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観光庁長官登録旅行業
第９３９号ＪＡＴＡ正会員

国 土交

あ さ つゆ
JA本渡五和だより

No.283

一度は行きたい！
東洋のガラパコス諸島

世界自然遺産

り
JAよ
最寄り き
出発地料送迎付
無

小笠原諸島５日間

出 発 日 平成28年７月18日㈪〜７月22日㈮
海の日

家庭菜園講習会
（夏野菜）
開催

旅行代金

（おとなおひとり様・税込）

149,000円〜1,188,000円
ステートルームＪ 3名様１室利用

ロイヤルスイートルームＡ １名様１室利用

※申込みまたは空き状況などはお問い合わせください。

●スケジュール

◆募集人員／500名
◆最少催行人員／催行決定しております
◆添乗員／同行して旅程管理業務を行います
◆食事／朝食４回、昼食４回（船内３回）、
夕食４回
◆その他／父島へは通船での上陸となりますが、
悪天候の場合は上陸できないこともあります。

食事

1日目

午前 各地送迎バスにて別府港へ 別府港 12：45頃乗船開始／14：00出発（予定）
出港時、セイルアウェイパーティー ※船内での昼食はご用意いたしておりません
午後 夕食は和食会席料理をご用意いたします。【船中泊】

船
夕

2日目

午前 日の出とともに始まるモーニングウィークを始め、船内イベントやアトラクション・
各種教室などでクルーズライフを存分にお楽しみください。
午後 夕食は洋食コース料理をご用意いたします。【船中泊】

朝
昼
夕

3日目

午前 小笠原 父島 二見港 ８：00入港 二見湾内にブイ係留、通船にて上陸いたします。
※車イスでの上陸は安全上の理由からお断りさせていただきます。
朝
小笠原の美しい海や自然を堪能できる各種オプショナルツアー（別料金）でお楽しみ
昼
ください。父島に上陸して（無料）自由散策もできます。
夕
午後 小笠原 父島 二見港 17：00出港（予定） 小笠原名物の遊漁船併走のお見送りを予
定しています。夕食は和食会席料理をご用意いたします。【船中泊】

4日目

午前 船内イベントやアトラクション・各種教室などでクルーズライフを存分にお楽しみく
ださい。
午後 夕食は洋食コース料理をご用意いたします。【船中泊】

朝
昼
夕

5日目

終日 ぱしふぃっくびいなすのグッズや小笠原の名産品他が当たる、ビンゴ大会を開催しま
す。
世界自然遺産「小笠原寄港記念」の乗船証明書をお渡しします。
別府港 11：00入港（予定） 別府市内にて昼食後、送迎バスにて各地へ

船
朝

クルーズだから短時間で世界
自然遺産の島小笠原諸島へ！

※写真はすべてイメージです

YOU のうぎょう？プラスワン」
で２週連続でPR！

松川

法人さん

（月）

定休日

宮地岳町

20

ＫＡＢ熊本朝日放送

この度の熊本地震
の被害を受けられま
した方に心よりお見
舞い申し上げます︒
地震発生後も余震は治まらず︑
安心できない日々が続く中︑被
害が大きかった地域の方々の不
安や恐怖はいかばかりかと胸が
痛みます︒一日も早く復旧され
ることをお祈り申し上げます︒
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︒
︵ taka
︶

農業 人

■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

次代へつなぐ

あさつゆ２月号の今月の顔でご紹介しました、五和町
の金子隼人さんが２週連続でテレビ番組「ＤＯＹＯＵ
のうぎょう？プラスワン」に出演されます。
放送日は６月17日、24日金曜日の夜７時54分か
らです。ぜひ、ご覧ください。

６

月 日

五和町の金子隼人さんがバレイショを

ＴＶ番組「DO
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本町地区

今年で
人が参列し︑五穀豊穣を祈

回目を迎えます︒氏子やＪＡ本渡五

和︑行政関係者ら約
願しました︒
神事の後︑地元住民や農業関係者が見守る中
で︑かすりの着物に菅笠姿の早乙女に扮したＪＡ
本渡五和職員８人と白装束に烏帽子姿の田男８人

宮地岳地区

植えました︒約

アールで

施肥などについて説明を行いました︒
参加者は︑メモをとるなど熱心に講
習を受けられ︑具体的な質問も多く
挙げられました︒講習会終了後には︑
野菜苗や肥料の販売も行いました︒
次回は︑９月に秋冬野菜の栽培講
習会を予定しています︒今後も組合
員・地域の皆様に気軽に参加いただ
ける家庭菜園講習会を開催していき
ます︒

話されました︒

張っていきたい﹂と力強く

ともに震災復興を祈願し頑

況︒お田植祭で秋の豊作と

内は地震の被害で大変な状

れた淀川洋一さんは︑﹁県

今年初めて太田主に選ば

社へ献上されます︒

勢神宮︑諏訪大社︑靖国神

旬の抜穂祭の後に宮中や伊

作られたもち米は︑８月上

10
本渡北地区

各地区で行われた講習会の様子
山口地区

が︑ひとつひとつ丁寧にもち苗﹁峰の雪もち﹂を

亀場地区

8
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下浦地区
枦宇土地区

五穀豊穣祈りお田植祭開催

特集 家庭菜園講習会（夏野菜）開催

60

ＪＡ本渡五和と本渡諏訪神社は４月

10

日︑本渡町山口地区の神饌田で御田植祭を

15

夏 野 菜 の 栽 培 講 習 会 を ４月 日 〜
日にかけて︑本渡地区 カ所で行
いました︒くらしの活動として︑組
合員や地域の人たちに呼びかけて営
農指導員による講習会を行いました︒
講習会は支店や旧支所で行われ︑
参加者はのべ１２６人︒指導員３人
がそれぞれの講習会に分かれて︑土
づくりの基本から︑トマトやナス︑
ピーマンなどの夏野菜の栽培管理や

志柿地区

開催しました︒

ＪＡくらしの活動

23
瀬戸地区

16
７

特集

楠浦地区

果樹協議会柑橘部会総会の様子

指定された口座へ交付金の振り込み

米の直接支払交付金

「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7,500円を交付します。
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×7,500円＝３万円の交付金を
支払います

自給率向上のための新しい農政に参加しましょう

経営所得安定対策等に関する問い合わせ先
九州農政局八代地域センター
☎０９６５-３５-７３１１
ＪＡ本渡五和 営農課
☎０９６９-２３-２２３１
（担当：坂本、山中、小林）
天草市農業再生協議会
☎０９６９-２２-２３２３
（担当：田中、松下、小松）

自分磨きをしたい女性を募集します
第2９期生

ＪＡ本渡五和女性大学では、学習や実習をとおし
て自分磨き、楽しく学んで仲間づくりを行う女性大
学の受講生を募集いたします。
募集要項
＊受講期間 １年（最長３年まで）
＊受 講 料 4,000円
※学習内容では、一部負担が必要となる場合があ
ります。
＊対
象 本渡・五和地区在住の女性
＊募集定員 50名（先着順）
＊受講を希望される方は６月１日（水）までに、
【氏名・住所・電話番号】お申し込みください。
＊連絡先 ＪＡ本渡五和本店 企画生活課
担当／高井友美 ☎２３―２２３１
9
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果樹協議会柑橘部会総会開催

2

来年３月末までに各農家が

安定生産・品質向上を目指して

成となります（家庭菜園は助成の対象外）。

JA本渡五和果樹協議会柑

すが、野菜に限り出荷された作物のみへの助

橘部会は５月２日︑温泉セン

ＷＣＳは適宜行います（収量調査）

ターで部会員１０９人をはじ

注）このほかの作物にも交付される場合がありま

（作物に合わせ８月上旬〜10月中旬予定）

め関係機関参加のもと通常総

10aにつき２万円

会を開きました︒

現地確認

山中部会長

山中隆幸部会長は︑﹁今年

例４：そば・なたねなどの場合

は雪害を始め︑TPP問題な

10aにつき収量に応じ５．
５万円〜10．
５万円

どが続く中で熊本地震が発生︒大変な状況ですが︑皆で

（５月下旬〜６月）

力を合わせて高品質生産に取り組み︑有利販売につなげ

例３：飼料用米・米粉用米の場合

ていきましょう﹂と挨拶しました︒

加入申請手続き期間

28

年度事業計画として︑生産対策会議での

10aにつき８万円

総会では︑

交付金支払いまでの流れ

生産から販売に関する基本方針の実践に向かって ︑会員

例２：ＷＣＳ用稲の場合

一丸となって収益向上を目指すことを決めました︒

10aにつき３万５千円

重点事項として①環境に優しく安全・安心を重視した

※日程等は対象者へ個別に送付案内します。

生産工程記録の実施②基本管理の徹底による生産性の向

例１：麦・大豆・飼料作物（ＷＣＳ以外）の場合

上③優良品種系統への積

申請を行ってください。

極的更新と毎年安定した

保できる水準の交付金をお支払いいたします。

27

収量の確保④簡易ハウス

いますので、加入ご希望の方は、忘れずに加入

などを利用した気象環境

どを作付けした場合に主食用米と同等の所得を確

に左右されない産地づく

農課が中心となって、５月下旬から（予定）行

りの４点を掲げました︒

麦・大豆・飼料作物や飼料用稲、そば・なたねな

このほか︑役員選出︑

加入受付は、天草市農業再生協議会とＪＡ営

年度事

自給率向上のために水田で主食用米の代わりに

収 支 予 算 ︑ 平成

申請の手続きを忘れずに

業経過報告および収支決

水田活用の直接支払交付金（転作）

News & Topics
算報告などの５議案を承

1

経営所得安定対策等に加入し、
自給率向上と水田農業の経営安定を
図りましょう。

認可決しました︒

経営所得安定対策等の
加入申請の受付を行います

ス
ク
ッ
ピ
ト
ニュース
＆
＆

ＪＡ本渡五和女性大学

■学習計画
開催月

学習・実習内容

７月

入学式
講 演「お片付け講座」
交流会

９月

野菜作り講習会
研修会「防災体験」

10月

日帰り研修

11月

エーコープマーク商品研修
花の寄せ植え、野菜品評会

平成29年

講

演

卒業式

２月 味の交換会

平成28年４月28日、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。
第１号議案 法人団体借入申込みについて
第２号議案 法人団体貸出条件変更について
第３号議案 平成28年度コンプライアンス・プ
ログラムについて
第４号議案 ハウスリース事業リース期間終了
後の無償譲渡に伴う固定資産処分
損の発生について
報告事項
１ ．平成27年度下半期内部監査報告について
２ ．平成27年度下半期自主検査報告について
３ ．余裕金運用状況について
４ ．有価証券評価損益管理報告について
５ ．法人団体借入枠設定期間及び残高について
６ ．大口貸出経営状況について
７ ．延滞債権報告について
８ ．事務ミス等発生状況について
９ ．５月連休中のＡＴＭ稼働について
10．移動販売巡回コース変更について
11．経済渉外体制について
12．大雪・低温被害に対する補助事業について
13．冷凍米飯愛食運動について
14．春の大展示会開催について

エーコープマーク商品の紹介
薬用歯みがき

アパナチュール

40ｇ 470円（税込）
135ｇ×２ ２，
６１０円（税込）

ご愛用
特別キャンペーン

2,410

7/25まで

（税込）
円（通常価格より200円引き）

●初めてアパナチュールを使う方にお試しと
して、また、旅行用などにお使いください。

エーコープ

植物性石けん米ぬか

（泡立てネット付）
80ｇ 390円（税込）

●お肌に優しい低刺激性の
石けんです。米ぬかから
抽出した保湿成分が、お
肌のうるおいを守りなが
らしっとりとつややかに
洗い上げます。顔だけで
はなく体にも。
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平成28年5月 営農情報

作

物
早期水稲

「コシヒカリ・ひとめぼれ」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
40kg施用。その後自然落水して中干し
へ。

○穂

肥

…出穂前18日頃、葉色を見て有機苦土入
038を10ａ当たり20kg施用、コシヒカリ
は６月中旬頃。

普通期水稲
○コブノメイガ、ウンカ、イモチ防除として
ビルダーフェルテラチェス粒剤、育苗箱１

営 農
情 報

平成28年5月 営農情報

野
（インゲン）

…分つけ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

○追肥時期…収穫を開始したら行う。
Ｓ646号もしくはアサヒエース

●病害虫防除

10ａあたり20kg

○キンカク病・灰色カビ病

○灰色カビ病…ロブラール水和剤2,000倍

…アミスター20フロアブル2,000倍
収穫前日３回

収穫前日３回以内
○アブラムシ…モスピラン水溶剤4,000倍

○サビ病…ハーモメイト800倍

収穫前日３回以内
○斑点細菌病…Ｚボルドー500倍

○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

（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。
○スリップス

…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

町で本渡東小学校生徒２８人に田植えを指

500倍

い。

収穫前日３回以内

天草営農組合が４月１４日、天草市下浦

○葉面散布…着莢を確認したら行う。

水、追肥を行い、品質低下を防いでくださ

○アブラムシ…モスピラン水溶剤4,000倍

天草営農組合が小学生に田植え指導

や古葉を摘葉する。

メリット青

収穫前日２回

える程度まで行ってください。

通風、採光を良くするため株の中心部

乾燥や肥料不足は曲がり莢になるので、かん

〜田植直前に散布して
田植してください。

●摘葉

（オクラ）

ハウス、露地栽培ともに収穫最盛期です。

箱に50ｇを田植３日前

○中干し

菜

○ヨトウムシ
○オオタバコガ

)

アタブロン乳剤2,000倍
収穫前日３回

○斑点細菌病…Ｚボルドー500倍

導しました。４〜６年生が参加し、同組合
員に指導を受けながら１２ａの田んぼにも

畜

ち米を植えました。同組合は、児童に農業
に興味をもってもらいたいと今年初めて企
画しました。

■空胎防除

児童の２/３は今回が初めての田植え体
験。児童たちは、おそるおそる田んぼに入
りましたが、すぐに田んぼの土の感触に慣

一つ一つ苗を植える児童たち

れ、次々に苗を植え付けていきました。田

たけど、うまく植え付けることができた」

植えを終えた児童たちは、「田んぼに入る

と笑顔を見せました。同吉田勉組合長は、

のが最初は怖かったけど、泥の感触が楽し

「児童に田植えや稲刈りなどの体験を通し

かった」「苗を分けるのに手間取ったりし

て、食べ物の大切さを実感してもらい、児
童の地域の農業への興味を広げたい」と話
されました。
今後は、８月１９日に稲刈りを計画して
おり、このほか、田んぼの草取りなどの管
理の学習や収穫した米
を使っての収穫祭・地
域のお年寄りとの交流
などを同小学校で検討
しています。

産

②子牛は胎盤を介して母牛から病原体に対す
る抵抗の移行を受けないため、病原体に対

6月21日(火)予定

する抵抗力がほとんどない状態で生まれま

※申し込みを希望される方は、支店へお願い

す。初生子牛の免疫は、分娩後に初乳を飲

します。
※日程の変更がありましたら再度申込者へは
連絡します。

梅雨時の飼養管理について
梅雨の時期は、病原菌（大腸菌、サルモネ
ラ菌、クロストリシウムなどが原因）の活動

むことにより抵抗力を得ますが、子牛の免
疫の吸収力は生まれてから徐々に低下して
いくため、できるだけ早く十分な量の初乳
を摂取させる必要があります（また「さい
しょのミルク」など初乳代用乳を使用する
ことで子牛の免疫力を高め、さらには子牛
の事故率を低減することができます)。

が活発化し、細菌性下痢が多く多発します。

※外部からの病気予

特に子牛は抵抗力が弱く、一度下痢にかかる

防のため、消毒槽

と発育が遅れたりします。発病前の予防対策

の設置、石灰の散

を行いましょう。

布、看板の設置を

●予防対策

よろしくお願い致

①畜舎の通風・換気を充分に行い乾燥を図

します。

り、定期的に消毒する（畜舎の消毒後は、
畜舎が乾燥してから牛を入れる）。

田植えを楽しむ児童たち

9
7

8
6

ライフアドバイザー（LA）

私たちが

共済渉外員

〈五和ブロック〉
笑顔で明るくをモットーに皆様
になんでも相談していただき、
受け答えしていけるように頑張
っていきますので、これからも
よろしくお願い致します。

組合員・利用者の皆さまの多様化するニーズに応えるため、
JA共済について幅広く高度な知識を持つ専門スタッフのこと
を共済渉外員「ライフアドバイザー」
と呼んでいます。ライフアドバイザー
は組合員・利用者とJAをつなぐパイプ
役として、皆さまの立場に立ったご提
案やアドバイスを行い、大きな安心を 相続対策について
お届けする活動に取り組んでいます。
考えてみませんか？

山中 雄一郎

このたびの平成28年、熊本地震により被害を受けられた皆さまに
謹んでお見舞い申し上げます。

火災や台風はもちろん
地震にも備えられる家の保障

共済渉外員として、地域の皆さまに頼りにされるよう全
力で対応します。何事も気軽にご相談ください。よろし
くお願いします。

（ブロックリーダー）

清美 有村 みゆり

五和東
鬼池

からのおしらせ

〈本渡南・北ブロック〉

五和西
城河原・二江

入江

です。

何でもご相談
ください！

原田

五和西
城河原・二江

義大 田尻

本渡南 山口

（ブロックリーダー）

靖子 若杉

本渡北 本町

亮輔 有馬

本渡南 山口

幸伸

本渡北 本町

〈本渡東・西ブロック〉
〈五和ブロック〉
五和東支店（鬼池）
五和西支店（城河原、二江）

近くへお伺いした時には、何でも私たちにご相
談ください。お客様のご要望に満足いただける
対応をいたしますので、
よろしくお願いします。

お問い合わせは

JA本渡五和・各支店へ

金融 からのおしらせ
あなたにも、
とくとくな
とくとくプラン 選択肢。
ＪＡ住 宅 ロ ー ン

新築・リフォームをはじめ、現在ご利用
中の住宅ローンのお借換えまで住宅に関
するさまざまな用

〈本渡南・北ブロック〉

途にご利用いただ

本渡北支店（本町）
本渡南支店（山口）

けます。お気軽に

梅本

〈本渡東・西ブロック〉

本渡西支店（楠浦、枦宇土（宮地岳）
本渡東支店（志柿、下浦）

文範

本渡西
楠浦・枦宇土・宮地岳
（ブロックリーダー）

直樹

本渡東
志柿・下浦

ＪＡバンクにご相
談ください。
お問い合わせ

金融課 本店 ☎23-2231
若杉 ☎080 -1541- 6415
川峯 ☎080 -2705 -8312

立 川

大

本渡西
楠浦・枦宇土・宮地岳
9

秋田

濱

宏伸

本渡東
志柿・下浦

ＪＡのATMは土日・祭日も利用できます！
8

今月のテーマ

厚生連ニュース 「エコノミークラス症候群について」
国税だより
税務職員採用試験受験者募集
人事院九州事務局と熊本国税
局では︑税務職員採用試験の受
験者を募集します︒
日

年６

︶
ま たは
iken.go.jp/juken.html
﹁採用情報ＮＡＶＩ﹂をご利用
ください︒
日㈪午前9時〜6月

申込受付期間は︑平成
月

に入校し︑１年間︑税務職員と

用されますと全員が税務大学校
局︑国税局および最寄りの税

申込用紙は︑人事院九州事務

⑵郵送または持参による申込み

㈬まで
︵受信有効︶

して必要な専門知識を修得する
務署に備え付けています︒
年６

日 ㈬ まで

日㈬までの通信日付印有

日㈪〜６月

ための研修を受けることになっ
月

申込受付期間は︑平成

その後︑税務署に配属され国

学校または中等教育学校を卒
業した者および平成 年３月

第１次試験

試験に関する詳しい情報につ

お問い合わせ先

までに高等学校または中等教

⑵熊本国税局人事第二課試験研

︱４３１ ︱７７３３︶

⑴ 人 事 院 九 州 事 務 局︵ ☎ ０ ９ ２

わせください︒

いては︑次のところへお問い合

試験の程度

ると認める者
２
申込方法および申込受付期
修係︵☎０９６ ︱３５４ ︱６１７
︱2510︶

１︶ 内線６０４６
⑶天草税務署
︵☎

シロアリは一年中活動しています
床下無料調査実施中

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︒

﹁みんなの言の葉﹂に書いて
あるキャベツの長持ち法など︑
見逃していたのでとても参考
になりました︒季節の野菜に
合わせて﹁長持ち法﹂を教え
てほしいです︒
︵枦宇土町Ｉさん︶
先日野菜づくり講習会に行っ
てきました︒わかりやすく教
えていただき勉強になりまし
た︒これから頑張ります︒
︵本町Ｔさん︶

※自動音声案内

４月 日︑ 日と２回も大き
な地震が起こり︑本当に怖か
ったです︒熊本地震で被害に
遭われた皆様に心よりお見舞
い申し上げます︒一日も早く
復興されることを願います︒
︵五和町Ｓさん︶
今月の顔をいつも見ています︒
若い人が農業を頑張っていて
伝統を守りつつ︑新しい考え
や自分なりのやり方を実践し
ていてすごいなと思います︒
︵枦宇土町Ｉさん︶

読者の声

アドレス︵ http://www.jinji-sh

人事院ホームページ申込専用

⑴インターネットによる申込み

間

３

高校卒業程度

⑵人事院が⑴に掲げる者に準ず

育学校を卒業する見込みの者

５

平成 年９月４日㈰

４

ますので︑ご注意ください︒

※申込受付期間が短くなってい

効︒︶

︵

受験資格

⑴平成 年４月１日以降に高等

１

おりです︒

ます︒なお︑募集要項は次のと

税の仕事に従事することになり

ています︒

税務職員採用試験に合格し採

28
29

28

をしたり︑ふくらはぎを軽く
もんだりする︒
⑥眠るときは足をあげる︒

方 法

22

22

予防のための足の運動

選で

応 募

正解

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 日
︵当日消印有効︶
平成 年７月号誌上
表

16

農事組合法人「宮地岳営農
組合」でオペレーターとして
従事して約７年になります。
営農組合では、水稲を主とし
て、大豆、そば、飼料米など経営しています。
仕事がスムーズに進むように段取りや準備を
しっかり行うよう心がけています。

発

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︒

松川

熊本県天草市南新町９ ―

20
22 20
28

25

Ｉさん
五和町
Ｓさん
Ｍさん
亀場町
五和町

10
8
11
9

29

14

法人さん（39歳）
宮地岳町

6

ＪＡ本渡五和
企画生活課

今月の顔

28

28

Ｉさん
Ａさん
亀場町
五和町

❻ふくらはぎを軽くもむ

●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

※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。

３月号当選者

❺ひざを両手で抱え、足の力
を抜いて足首を回す
B

5

8 6 3 0 0 3 1

52

Ｅ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ａ

答え

ナ ツ ミ カ ン
前回の答え

❹つま先を引き上げる
21

名様

❸足を上下につま先立ちする

20

コットンパフ・米ぬか石けん・
アパナチュール
を５名様にプレゼント！

今回の熊本地震では︑多くの市町村が甚大な被害を受け︑皆様
も大変なご苦労をされていることと存じます︒心よりお見舞い申
し上げます︒今回は内容を変更し︑エコノミークラス症候群につ
いて熊本県から出ているお知らせをお届けすることになりました︒
今後の生活にお役立てください︒

3

17
10
4

23
13

D

中から抽
者の

❷足の指をひらく
A
5

16
7

C
19
12
9

17

つ

エコノミークラス症候群予防の
ために
○エコノミークラス症候群とは
食事や水分を十分に取らない
状態で︑車などの狭い座席に長
時間座っていて︑足を動か
さないと︑血行不良が起こ
り血液が固まりやすくなり
ます︒その結果︑血の固ま
り︵ 血 栓 ︶が 血 管 の 中 を 流
れ︑肺に詰まって肺塞栓な
どを誘発する恐れがありま
す︒
○予防のために心掛けると
良いこと
①ときどき︑軽い体操やス
トレッチ運動を行う︒
②十分にこまめに水分を取
る︒
③アルコールを控える︒で
きれば禁煙をする︒
④ゆったりとした服装をし︑
ベルトをきつく締めない︒
⑤かかとの上げ下ろし運動

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？

❶足の指でグーをつくる

1 テッポウ、クルマ、ヤマといえば何の
花？
2 分数の棒の上部に書きます
3 1467年に起きた応仁の
4 車は車道、人はここを通ります
5 自宅から職場へ向かうこと
7 スクリーンが複数ある所もあります
9 雑巾やモップで掃除します
11 飛行機が離着陸する施設。エアポート
13 植物が作る甘い液
15 韓国の首都
17 アイスクリームや果物を盛り付けて作
るデザート
19 １年で一番昼が長い日
21 漬物や酒を詰めます
1 風呂場の中の体を沈める所。浴槽とも
いいます
3 東大寺の大仏の頭には492個あったと
いわれています
6 仏壇の前で鳴らします
7 グリーンピースは青
のこと
8 ランキングのトップ
10 釣り糸の途中に付けます
12 左右反対に映ります
14 事実ではありません
16 甲羅があり、キュウリが好きな妖怪
18 キャベツの名産地、嬬恋
20 ジャムの瓶の
が固くて開かない
22 塗り物に塗ってある物
23 田んぼでゲコゲコ鳴きます
15
8
E
2

ヨコのカギ
タテのカギ
22
18
14
11
6
１

22

知
得
クイズに正解するとステキな商品が当たる！

＝クロスワード＝

頭の体操

ひ ろ ば !
み ん な の

シロアリ防除はJAへ

