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

航空券・JR券・ホテル等のご予約

国内旅行・海外旅行

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。

ご希望にあわせ、オーダーメイドで作成します。
シニア会・子ども会・婦人会・消防団、視察研修が
必要な旅行の取り扱いも大歓迎です。

ミニぐるりんパス

フェリー＆新幹線で行く〈小倉発着〉

ご希望の
お客様は追加
料金でホテルにも
延泊できます！

フリープラン

大阪への旅

自由周遊区間と大阪エリア人気観光施設がセットでおトク！

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンや
海遊館など人気観光施設の入場券

新幹線
フェリー 大阪ミニぐるりんパス
（復路）
船中1泊＋（おとな8,600円分）
＋のぞみ限定
（往路）
＋ USJまでのシャトルバス付
列車利用
２等自由
●設定期間

4/26〜5/5、8/8
平成25年４月〜9月（〜8/19出発を除く
）

●旅行代金

お一人様

1日目
最終日

小倉

新門司港

１８
：
４０ １９
：
２０

名門大洋
フェリー

１９
：
５０

シャトルバス

大阪南港

８
：3０

８
：
４０

新大阪駅

＋

大阪市営交通局1日乗車券

20,800円

● スケジュール

シャトルバス

＋

JR大阪自由周遊区間内普通列車
乗り放題（2日間、快速・新快速含む）

USJ

９
：
００

（大阪市営地下鉄･バス･ニュートラムが1日乗り放題）

＋

京阪電車中之島線1日乗車券

詳しくは
JA天草旅行センター
までお問い合わせ
ください。

（中之島駅〜京橋駅〜淀屋橋駅間）

延泊追加料金で次の
ホテルに泊まれます

大阪ミニぐるりんパスで遊びつくそう

各駅へ

のぞみ
限定列車

１

北海道たっぷり道東周遊 5日間
●出

● スケジュール

４
食事

5/15（水） 福岡空港
新千歳空港
雪印メグミルク酪農と乳の歴史館・工場見学 弁
札幌市内（泊）
朝
5/16（木） ホテル
昼
美瑛
上富良野
旭山動物園
銀河･流星の滝

温根湯温泉（泊）

5/17（金） ホテル
東藻琴芝桜公園
オシンコシンの滝
知床峠
5/18（土） ホテル
摩周湖

ウトロ港〈知床観光船〉
硫黄山
屈斜路湖
秘湖オンネトー
阿寒湖畔温泉（泊）

5/19（日） ホテル

足寄

五和東

予 告
（福岡空港発着）
絶景の冨士眺望と東京スカイツリー 3日間
● 5月19日㈰・6月3日㈪出発 ● 5月30日㈭出発

お一人様

79,800円

お一人様

81,800円

※詳しくはお電話ください
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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

4

月 日

15

（月）

定休日

熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231

天草より送迎あり！

合 計

五和西

■編集責任者 参事 田口真吾

さらに

平成25年2月末現在 （単位：人）

本渡北

■発行 JA本渡五和

245

15：00〜17：00到着

全泊２名様より１部屋ご用意！

00）円で
＋8,0（仮

３月に入り︑
日中日差しが強
くなる日もあり︑
日ごとに春の陽
気が 感じ られるよう になりまし
た︒ 花粉 や黄砂が気 になる季節
とな りま した が︑今 年は ︑そ れ
らに 加え て大 気汚 染微粒 子状 物
質﹁ＰＭ２・５﹂が話題となって
います︒﹁ＰＭ２・５﹂は︑ぜん
そく や気 管支 炎など の人 体へ の
影響 が心 配さ れて います ︒環 境
基準 値を 超え 飛来 し︑外 出自 粛
など 注意 喚起 を呼 びかけ る地 域
もあ るようです︒ アレルギー疾
患︑ 呼吸 器疾 患の ある人 や影 響
を受けやすい子どもたちは特に︑
マス クの 着用 や帰 宅後の うが い
などの対応が勧められています︒
ＰＭ２・５の日本への飛散時期は
黄砂 ︵二月 から四月 まで︶ の時
期と ほぼ同じ なので︑ 天気 予報
などで確認ください︒
こ れか ら早期水稲 の田植えの
準備 を始 め︑農作業 も多忙な時
期を 迎え ます︒気温 差などにも
十分ご注意ください︒ ︵タカ︶

平成25年 3 月16日発行

福岡空港

准

（前期末比）

2013

新千歳空港

本渡南

平成25年
2月末

本渡西

平成24年
3月末

千歳

夕
朝
昼
夕
朝
昼
夕
朝
昼

正

地 区
項 目

本渡東

■組合員異動状況

たまねぎの収穫
（御領地区 池田正和さん）

博物館網走監獄
斜里
知床五湖
ウトロ温泉（泊）

４日目

３ １日目は
２〜４泊目は露天風呂付ホテルご宿泊
シティホテル、

も
93,800円 ※2名1室利用で
追加料金なしでお得です

10：00〜12：00出発

北海道横断！
旅の
世界自然遺産・知床と人気の旭山動物園 4大ポイント

２日目

発 日 平成25年 5 月15日
（水）
お一人様

●ホテル京阪 ユニバーサル・シティ＆タワー
●ホテル近鉄 ユニバーサル・シティ
●ホテル ユニバーサル サポート

２ 夕食 「羅臼産ほっけの開き」夕食 「北海道産生うに」

～サッポロ・温根湯・ウトロ・阿寒～

●旅行代金

①USJスタジオ・パス
②海遊館入場券 ③通天閣
④天王寺動物園
⑤キャプテンライン
⑥大阪港観光船サンタマリア
「デイクルーズ」
⑦大阪水上バスアクアライナー
「大阪城と中之島めぐり」
⑧大阪城天守閣
⑨交通科学博物館
⑩空中庭園展望台
⑪大阪歴史博物館

天草市瀬戸町1-1

8

ました︒学長の久保源三組合長

二月十五日︑本店にて開催され

第二十五期女性大学卒業式が
が行われ︑料理の紹

持ちよりで味の交換会

かれました︒卒業生の

平成二十五年度
果樹協議会柑橘部会

生産対策会議開催
平成二十五年度本渡五和農協
柑橘部会生産対策会議が二月十

人が出席し開催されました︒主

介︑作り方の説明の

色の選び方などで現在の心理状
催者を代表し︑福田賢二部会長

が︑﹁女性大学で学んだことを
七日︵日︶︑本店二階大会議室に
おいて︑部会員を始め行政や

態や深層心理がわかるという研
が﹁ＴＰＰ断固反対を訴えなが

る平成二十五年度柑橘生産・販

後︑前日からの準備︑

修内容に受講生は皆興味深々で
地の成功事例などについて学
売方針︵案︶
が協議︑承認されま

朝早くから作られた料

また卒業式前の研修会では︑
した︒
び︑生産者︑ＪＡ︑行政など一
した︒また︑①環境に優しく安

生活や地域での活動に役立てて

カラーセラピストの幸治優子さ
同大学は一度入学すると連続
致団結して足腰の強い産地づく

いただきたい﹂と挨拶し︑来賓

今年度は受講生六十一人が卒
んによる﹁カラーが語るあなた
して最高三年まで学習可能とな
りを目指しましょう﹂と挨拶さ
全︑安心を重視した果物つく

JA役職員など関係者含め約百

業し︑二十九人が皆勤者として
の心﹂と題して色が持つ心理的
っております︒二十五年度も多
れました︒

理に感謝をしながらご

表彰されました︒卒業生を代表
効果や心理的影響について研修
数の入学申込みをお待ちしてお

の天草市副市長の鶴田様より祝

して本渡北地区の宮崎富子さん
が行われました︒受講生にパス
ります︒

ちそうをいただきました︒

が謝辞を述べられ︑最後に受講
テ ル︵ 画 材 ︶で 好 き な 色 三 色 選

辞をいただきました︒

生全員から一言ずつ挨拶をいた
び︑円を自由に描いてもらい︑

あり香りが感じられる低しょう

した︒ポンカンの中でも甘みが

合わせて二百三十㎏を贈呈しま

内の保育園二十四園にポンカン

は二月二十日︵水︶︑本渡五和管

JA本渡五和柑橘部会青年部

種に気をつけて食べてくだ

が一番おいしい時期です︒

は︑園児に﹁ポンカンは今

傾けていました︒岩崎さん

岩崎さんの話に熱心に耳を

などと皆一斉に答え始め︑

ん ︶よ り ち ょ っ と 大 き い ﹂

え︑十㎏入り一箱を嬉しそうに

園児約三十人が青年部員を出迎

関町で開催されました︒このコ

が︑二月十二日︵火︶︑玉名郡南

ンクール表彰式並びに研修会

熊本県たけのこ園経営管理コ

で高単価・省力栽培竹パウダー

竹林の紹介や中小形親竹仕立て

彰式終了後にはコンクール出品

が三等賞を受賞されました︒表

今回山口地区の久保田昇さん

平成二十四年度産

数量三千八十四ｔ︑販売額八億

についてと平成二十五年度販売

柑橘販売経過と今後の販売計画

大会では︑平成二十四年度産

習得などについて承認した︒

種︶への更新と早期結実技術の

上③優良品種系統︵重点推進品

本管理の徹底による生産性の向

り︑作業工程の記録の実施②基

ことについて話されました︒

より周年出荷体制が実現できた

導入など中晩柑への品目転換に

める策として︑完熟デコポンの

かんの遊休施設の増加を食い止

て講演があり︑同ＪＡの温室み

培の取り組みについて﹂と題し

恭氏により﹁ＪＡ蒲郡市果樹栽

蒲郡市販売部営農指導課吉見範

その後の記念講演では︑ＪＡ

二千三百七十五万円を目標とす

ら︑厳しい状況の中でも︑他産

だきました︒家庭菜園や花の寄

て︑家族が喜んでくれた﹂とい
う声や︑今年三年目で卒業とな
る受講生からは﹁この大学で学
んだことを生活の中で活かし︑
また受講したい﹂という声が聞

系の完熟ポンカンが贈られまし
さい﹂と話されました︒

食育 柑橘部会青年部
活動

た︒この寄贈は︑今回で二回目
となり︑食育活動の一環として

代表園児が受け取りました︒青

ンクールは︑竹林の園地化技術

平成二十四年度熊本県たけのこ園
経営管理コンクール 三等賞受賞

年部員の岩崎正道さんが︑園児

および経営管理技術の向上を図

種類と活用事例に関する研修会

五和町の城河原保育園では︑

行われています︒

にポンカンの形について尋ねる

り︑たけのこの品質向上と生産

が行われました︒

たけのこ生産農家の経営の安定

ています︒

と ︑ ﹁ み か ん︵ う ん し ゅ う み か

技術を向上させることにより︑
に資することを目的に実施され

会議が二月十五日
︵金︶
︑本店に
おいて開かれました︒タカナ生
産者四十名が参加し︑二十四年
度産タカナ出荷要領︑出荷日程
について協議しました︒野嶋タ
カナ部長は︑﹁病気などが心配

行われた︒生産者の方からは︑

などの出荷要領について確認が

規格・結束についての注意事項

会議では︑出荷調整や一株の

れました︒

して頑張りましょう﹂と挨拶さ

おります︒今年度も五百ｔ目指

されましたが︑順調に生育して

平成２５年２月２６日（火）、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。

﹁自分で作った野菜が良くでき

せ植えに関する感想が多く︑

持ち寄りのごちそうがズラリ
卒業式に参加された受講生の皆さん

平成二十四年度産タカナ出荷

タカナ出荷会議
開催

表彰状を手にされる久保田さん

出荷時期や価格について質問が
あり︑活発に協議が行われまし
た︒今年度は︑タカナ部会員五
十人で作付面積十八 ︑ 生産量
は約五百ｔを目標として掲げて
います︒

タカナについての注意事項

「おいしいポンカンをありがとう！」

２
３

力強くみんなでガンバロー三唱

報 告 事 項 １．平成２４年度上半期監事監査
処理てん末報告について
２．加工研究委員会の事業休止に
ついて
ｈａ

講演をされる吉見営農指導課長
挨拶をする野島タカナ部長

第 1 号議案 県検査講評について
第 2 号議案 ＪＡ全国監査機構決算期中監査指
摘事項に対する回答書について
第 3 号議案 １月末事業実績について
第 4 号議案 規程類の改正等について（就業規
則、継続雇用規程、経理規程、現
金自動出納取扱要領）
第 5 号議案 役員責任調査委員会設置、運営規
程の新設について
第 6 号議案 遊休資産
（土地）
の処分について
第 7 号議案 借入申込みについて
第 8 号議案 法人団体借入申込みについて
第 9 号議案 法人団体借入枠申込みについて
第10号議案 訪問介護事業の休止について

講師の幸治優子さん
ポンカンを手に記念撮影

農作業安全を心がけましょう!!
巻き込まれによる
重傷・死亡事故が
多発しています!!

お知らせ掲示板

知っていますか？
災害共助見舞金!!

お茶工場
操業について
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わせ
は各支店・支所にお問い合わ
せください。品質向上のた
め、適宜摘み取りはもちろん
ですが、安全安心なお茶製品
づくりにご協力ください。

ＪＡグループ熊本では、ＪＡから購入いただいた機械
による農作業中の事故が発生した場合、
災害共助見舞金を支出させていただいています。
万が一、事故に遭われた場合は、お近くの
安心、
安全の証です。
ＪＡ農機センターまでご連絡ください。
農業機械災害共助制度
※一部、
対象外になる場合がございます。

加入証ステッカー

ＪＡ農機センター・ＪＡ熊本経済連

●本町工場 本町支所
☎２３−３５３５
●五和工場（城河原）
☎３４−０９６３

加工原料たけのこ
（缶詰用）
について
■期

間

平成25年４月上
旬〜5月2日（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

人事異動
氏

（平成25年３月１日付）

役

名

吉

永

安

久

蓮

池

千佳子

取引態様：仲介

■不動産売物件一覧
物件
種目
NO.
1
2
3

５

土地

所

在

地

土地面積
（うち私道負担）

地 目
（現況）

宅地
天草市志柿町 658.23㎡
（199.11坪）
（宅地）
字七反田
（私道負担なし）

土地

天草市志柿町
字樋渡

384㎡
（116坪）
（私道負担なし）

土地

天草市
佐伊津町

2041㎡
（617坪）
※販売区画数
９区画

用途地域
都市計画区域外

建ぺい率
現況
・容積率
―

更地

情報提供日：平成25年 2 月10日

交通及び
所要時間

法令に基
づく制限

価格
（非課税）

島山バス停
より徒歩５分

―

100万円

中の浦バス停 農地法規
より徒歩２分 定の許可

都市計画区域内・
60%
畑
（雑種地） 第一種住居地域 200%

更地

雑種地・山林
（雑種地） 都市計画区域外

佐伊津小より
更地
徒歩５分

―

―

1,276万円

※バリュー東部店
すぐ横
価格
（1区画）
/
240万円〜516万円
土地面積/165㎡〜355㎡

※ご希望により面積の多少の
増減に応じます。

営農経済部

グリーントップ本渡

株式会社ＪＡ直売天草
（総務部総務課付）

店長

副店長

イノシシから農作物を守りましょう
侵入防止柵は正しく設置し、
正しく管理しましょう。

１ 侵入防止柵設置の最大のポイント
イノシシ達が柵内の作物を、柵ごしに食べることが
できると、「柵があるところには餌がある」と学習し、

2 電気牧柵の設置
・アースの設置…効果の決め手はアースです。正しく
取り付けましょう（湿り気のある所に、アース棒を
全て埋めます）。

せっかくの柵が、餌づけのための柵となってしまいま

・柵の高さ…感電しやすい鼻先に当たりやすいよう

す。また、通電していない電気柵やスキマのある柵、

に、最下線を地面から１５〜２０㎝の高さに、その上

農地をコの字に囲った柵も、餌づけのための柵となり

に１５〜２０㎝間隔で、２段から３段張ります。

ます。注意しましょう。

2 電気柵の設置ポイント
イノシシは、鼻先以外ほとんど電気ショックが効き
ません。イノシシの鼻の高さ（目安は地表から２０㎝）
に線を張りましょう。確実なアースや草刈りによって
漏電を防止し、一日中通電するようにしましょう。

3 金網柵の設置ポイント
イノシシは鼻やキバで物を持ち上げます。柵が持ち
上がらないように、網の横線や出っ張りのある部分
は、柵の内側になるようにし、支柱はしっかり打ち込
みましょう。
電気柵の設置及び管理の要点

１ 電気柵の特徴

・ガイシ（電線と支柱をつなぐ絶縁体）は、電線が外
れにくくするため、ほ場の外側を向くように取り付
けます。

電気柵の管理
・毎週、アースつきの電圧テスターで電圧（５，
０００Ｖ
以上）を確認しましょう。電圧が下がっている場合
は、雑草が電線に触れる等で漏電していないか確認
を行います。問題ない場合は、電源を交換して再度
確認しましょう。
・漏電防止のため電線の下の草刈りを
適度に行い、電線の切断や支柱のず
れがないか、定期的に確認します。
・イノシシはもともと昼行性の動物で

電気柵は、イノシシに感電による電気ショックを与

す。夜だけの通電ではなく、昼夜通電させましょう

え追い払い農作物を守るシステムです。電気ショック

（最初が肝心です。通電していない時に侵入したイ

による痛みで、柵は危険と学習させる心理柵です。最

ノシシは、通電しても侵入します）
。

下し、侵入されることになります。

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

旧

株式会社ＪＡ直売天草 店長（出向）
（総務部総務課付）
営農経済部 グリーントップ本渡 副店長

また、除草など維持管理を怠ると漏電により電圧低

JA本渡五和本店内 不動産係

名

新

初が肝心なので２４時間通電することが重要です。

（0969）
23-2231
e-mail：yukiyuki@ja-hondoituwa.or.jp
売買に関するご相談受付中！連絡先:

職

・栽培終了後に電気牧柵を撤去しない場合、通電しな
いと電線を切られるおそれがあるため、常時通電さ
せておきます。

３月の水田農業関連情報
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う。

（本渡五和営農推進協議会作物部会より）

・分げつを早期に確保するため、田植え後７日目くら
いに硫安を１０ａ当たり５㎏施用しましょう。

○田植え

○水管理

・「コシヒカリ」の適期は４月５日〜１５日です。

・新しい根が出るまでは、暖かい日中は浅水にします

・植え付け本数は５５〜６０株／坪程度を標準とします。

が、朝晩は低温から守るために深水にしましょう。

一株の苗数は３〜５本が標準です。苗数が多すぎる

ただし、ジャンボタニシの被害が見られるところで

と過繁茂の原因となり、倒伏や病害虫が発生

は食害を防ぐために浅水にしましょう。

しやすくなりますので注意しましょう。

・活着後は浅水管理で分げつの促進に努めましょう。

・植え付けの深さは活着や分げつ等に大き

※除草剤はＪＡの栽培暦に基づいて散布し、その後は

く影響しますので２㎝を目安とします。

掛け流しをせずに、７日間水を溜めてください。
４

近年︑日本では高血圧症︑脂

質異常症︑糖尿病などの生活習

慣病が増え続けています︒国で

は増え続ける生活習慣病をくい

作
＋次の中から二つ以上該当

㎜

高血圧 収縮期血圧１３０㎜

以上または拡張期血圧
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Hg Hg

国税だより
期限内に納付できな
かった場合には

国税を期限内に納付できなかった場合は︑延

滞税を併せて納付しなければならないだけでな

く︑財産差押え等の滞納処分を受ける場合もあ

ります︒

まだ納税がお済みでない方は︑早急に︑最寄

大切なご先祖様のお墓参りができずに気にされてい
る皆様に代わってお墓周囲の掃除（お墓掃除代行）や
草取り、そしてお花のお供えとお線香をあげてお墓参
りを代行させていただくサービスです。
初回お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問
い合わせください。 ☎22-0983（プリエールほんど）

■斎場案内図

至本渡港

プリエールほんど

南

丸善興産
ＧＳ

至五和町

JA本渡五和
本店

川

天草
市役所

選果所

本渡南
公民館

国 道 ３ ２ ４ 号
熊本ファミリー
銀行

横山
歯科

プラザ
ホテル

4

月の営農情報

「食の安全・安心」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。

以上

高血糖 空腹時血糖値 １１０

㎎/以上

脂質異常 中性脂肪値 １５０

㎎/以上またはHDLコレ

７
３

りの金融機関で納付を済ませてください︒ま

※プリエールとはフランス語で「いのり」といいます。

㎎/未満

会員のご加入は各支店、
支所、
または葬祭センターでお願いします。

ステロール値

「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。

平成
平成25年
年

◆お墓参り代行サービスはじめました◆

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

止めるため︑四十〜七十四歳ま

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。

40

た︑納付できない事情がある場合には︑お早め

会員には、次のような特典があります

特定健診は何をするの？？

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。

での方を対象にメタボリックシ

募集

に管轄の税務署の徴収担当にご相談ください︒

ご加入の手続きは簡単です

・身体計測

（いのり）

・問診

葬祭 プリエールの会 員
会

ンドローム︵内臓脂肪症候群︶

JA

なお︑期限を過ぎて納付される場合は︑延滞

☎０９６９
（２４）
２１８１

・血圧測定 ・血液検査

本渡温泉センター

に着目した﹃特定健康診査﹄が

税の計算がありますから︑管轄の税務署にご連

スティック・ボール・記録用紙・筆記用品は
ご持参ください。
■詳しくはお問い合わせください。

・診察

・尿検査

します！
送迎もいた

行われています︒

ご予約受付中！

お一人様

1,800円より
2,800円より

絡ください︒

４月より要予約につき

お一人様

・医師の判断に基づき実施 貧

◎弁当コース
◎盛鉢コース

メタボリックシンドローム

ご休憩
宴会 ＋
カラオケ

天草税務署 ︵☎二二 二―五一〇︶

天然
温泉

血検査︑心電図︑眼底検査

グラウンド
ゴルフ

自
※動音声案内

（１５名様以上）

月・水・金 のいずれか、朝10時より

︵内臓脂肪症候群︶とは？？

健診結果説明会等にて︑健診

結果の見方・具体的な健康づく

りの方法など︑生活習慣の見直

しや改善に役立つ情報を提供し

ます︒

特定健診でメタボリックシン

ドロームを早期に発見し︑生活

習慣を改善することで︑生活習

慣病の発症を未然に防ぐことも

可能です︒健康に自信のある方

春のキャンペーン第2弾！

グラウンドゴルフ愛好者団体様限定企画

メタボリックシンドロームと

は︑内臓脂肪型肥満に加えて高

血圧︑高血糖︑脂質異常という

症状が二つ以上重なった状態で

す︒メタボリックシンドローム

は︑まだ病気でない軽い状態で

あっても症状が重なることで動

脈硬化を促進し︑心臓病や脳卒

中などを引き起こす危険性が高

くなります︒食べ過ぎや運動不

足︑飲酒︑喫煙等の生活習慣に

問題があると起こりやすくなり

や病院に通院中︵治療中︶の方

も受診できます︒

自分の体のことを知り︑毎年

の数値の変化を確認するため︑

毎年健診を受診しましょう︒

おかげ様で
25周年

ますが︑生活習慣の改善︵運

㎝

90

動・食生活・禁煙等︶により予

㎝以上︑女性

防することができます︒

︿診断基準﹀

腹囲 男性

以上
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厚生連
ニュース

至瀬戸大橋
本渡バス
センター

物

〔早期水稲〕
・健苗づくり（早期水稲箱苗の作り方参照）
苗令2葉、草丈15〜20㎝の丈夫な苗を作りましょう。
・病害虫防除（育苗箱の上から均一に散布）
移植３日前から当日にデジタルコラトップアクタラ
粒剤を１箱当り50ｇ施用し田植する。（長期間薬効
が持続します）
・除草剤（使用後７日間は５㎝程の水深を保つ）
○ シリウスターボ１ｋ粒剤、10ａ当り１㎏
田植後５〜７日（ノビエ2.5葉期まで）
○ 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
田植後５〜12日（ノビエ2.5葉期まで）、ぬれた手
でさわらない。
・ヤイバ豆つぶ…10gあたり250g
田植後3〜10日（ノビエ2.5葉期まで）
・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
水にして地面を暖め、発根を促進させる。
（コシヒカリ）
…早く活着させ分けつを
・初期生育促進
促進するため、元肥に硫安を10ａ当り５㎏施用する。

※ＪＡ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。
〔甘藷〕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。
・伏せ込み前（種いも）
ベンレート水和剤の粉衣（種いも重量の0.4％）
・植付前（苗の基部10㎝位）
ベンレート水和剤500〜1,000倍液に30分間苗基部
浸漬

野

菜

〔バレイショ〕
・葉面散布…クロロゲン青、メリット青の500倍液を
３月下旬より収穫７日前まで５〜６日ごとに実施し
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。
・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〕

・ハウス栽培管理
開花期以降は高温による落花（果）が著しいので、
30℃以上にならないように換気を行う。
○ 誘 引…倒伏防止のため早めにテープ等で行う
○ かん水…土壌水分を見て定期的に行う
（液肥かん水は500倍）
○ 追 肥…開花を始めたら適宜行う
（Ｓ646号、アサヒエース）
・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 前日／３回
○ サビ病…バイレトン水和1,000倍 前日／２回
○ アブラムシ…モスピラン水溶剤2,000倍〜4,000倍
前日／３回
○ スリップス
…アファーム乳2,000倍 前日／２回
○ ハモグリバエ
〔オクラ、シシトウ〕
圃場準備は地温確保のため、播種・定植の２週間前
には済ませておいてください。

)

畜

産

■空胎防除…４月２３日㈫予定 本渡・五和地区
※変更となる場合があります。
■子牛セリ市…５月17日㈮
■成牛セリ市…５月28日㈫
異常産注射・子牛注射のお知らせ
毎年４月・５月に実施しております異常産注射の案
内文書を送付しておりますが、まだ未提出の方がいま
すので、早急に提出をお願いします。
なお日程表につきましては後日、再度連絡します。
○本渡地区注射日程
〈子牛・異常産注射〉
４月15日㈪ 本渡北、本町、下浦
４月16日㈫ 枦宇土、宮地岳
４月17日㈬ 亀場、楠浦、本渡南
○五和地区注射日程
〈異常産注射〉
〈子牛注射〉
４月４日㈭ 大型農家
４月24日㈬ 大型農家
４月５日㈮ 城河原、手野 ４月25日㈭ 城河原、手野
４月８日㈪ 御領
４月26日㈮ 御領
平成25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たいと思います。事
業参加希望者は、各支店・支所に申込書がありますの
で記入の上提出をお願いします。
（3月29日提出厳守）
６

