JA本渡五和だより
祝

JA天草旅行センターふれあいの旅

爆笑！
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スーパーライブ2010
早めに！
ご予約はお
●開催日 平成22年3月20日㈯
●会

場 九州厚生年金会館（北九州）

●旅行代金

お一人様

二十歳になりました
本町支所

岩 崎

梓

今年、無事に成人式を迎えることがで
きました。これも、家族や周りの方々の
おかげだと思っています。
成人したということは様々な状況の中
で自分の行動に対し、今までのように親や周りが責任をと
ってくれるといった甘えは通用しないので、これからは成
人としての責任と自覚を持った言動を心がけたいと思いま
す。また、先輩・同期・後輩などたくさんの人から色々な
ことを吸収し、身につけ、教えられるようになりたいです。
組合員の皆様や職員の方々には、迷惑をおかけすること
がたくさんあると思いますが、ご指導を受けながら頑張っ
ていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。

知って得する旅行情報
航空券はJA天草旅行センターで

綾小路きみまろ

成人

12,000円

■募集人員／80名
（最少催行人員：70名）
■添乗員／同行いたします
■申込み金／2，
000円
（旅行代金に含む）
■食事／昼食1回、
夕食1回
（弁当）

JTAチャーター便で行く
●出

発

日

南国の楽園 4日間
！
天草出発！

平成22年2月23日㈫
平成22年1月30日㈯

●申込締切日

大人お一人様・2名1室

●スケジュール

大人お一人様・2名1室

グラスボート
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最後になりましたが︑今年
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も広報誌﹁あさつゆ﹂を宜し

■編集責任者 参事 森下雅成

くお願いいたします︒
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■発行 JA本渡五和
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熊本空港

JA天草旅行センター

朝
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平成22年 1 月16日発行

昼
夕

パイロッ

熊本空港

オプショナルツアーあり

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

正

地 区
項 目

2010

夕

ムイガー断崖

JTAチャーター便（午後着）

宮古空港

宮古空港

ショッピングプラザ 朝

通り池

（昼食）

宮古島海宝館

朝
夕

自由行動） 宮古島（泊）
宮古空港 （到着後、

JTAチャーター便（午後着）

石垣SP

雪塩製塩所

佐和田の浜

平良港

みやこパラダイス

本渡東

■組合員異動状況

平成21年
12月末

池間島

石垣島（泊） 朝

2/26㈮ 出発まで自由行動 各種オプショナルツアーでお楽しみ下さい（ゴルフ・釣りなど）。

昼

（昼食）

みんさー工芸館

オプショナルツアーあり

（午後発）JTAチャーター便

石垣空港

朝

竹富島観光

竹富港

人頭税石

佐良浜港

佐良浜港

来間島

平成21年
3月末

大原港

星の砂海岸等

宮古島（泊）

平良港

ト訓練所

小浜港

仲間川

石垣島（泊）

八重泉酒造

石垣空港

遊覧船

由布島観光

大原港

（昼食）

小浜島観光

竹富港
2/25㈭ ホテル

石垣空港

水牛車に乗って観光

食事

石垣空港 （到着後、
自由行動） 石垣島（泊） 夕

各種オプショナルツアーでお楽しみ下さい
（離島めぐり・ゴルフ・釣りなど）。

米原八重山ヤシ群衆

石垣港

小浜港

熊本空港

2/24㈬ 終日自由行動

（昼食）

99,800円

（午前発）JTAチャーター便

2/23㈫ 天草地区

食事
石垣焼窯元
2/25㈭ 出発まで自由行動
昼

熊本空港

川平湾

●スケジュール

129,800円

（午前発）JTAチャーター便

2/23㈫ 天草地区

東平安名崎

●旅行代金

〈観光プラン〉石垣・西表・宮古10島巡り
●旅行代金

川平湾

〈フリープラン〉石垣・宮古滞在で気ままに過ごす

天草市瀬戸町1-1
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新年のあいさつ

く評価され高値販売されており

ついては﹁日本一の品質﹂と高
ーントップと共に多数出品して

の場にもなっております︒グリ

厳しい時代の中︑ＪＡとしま

ます︒

いただきますようお願いいたし

システムも順調に稼動してお

昨年導入した光センサー選果

ます︒

地域農業の振興と
農協経営の安定を目指して
代表理事組合長

蓮 池 肇 一

体制を早期に確立し︑組合員の

しても出来る限り経営の無駄を

また︑昨年は購買店舗集約の
皆様に満足していただけるＪＡ

り︑より一層市場・消費者の信

農業を取り巻く環境も依然と
ため︑楠浦町に営農物流センタ
づくりに全力を傾注いたしま

省き︑事業の効率化・合理化に

あけましておめでとうござい
して厳しく︑農畜産物について
ーを建設しました︒今後︑経済
す︒

頼が高まるものと期待しており

ます︒組合員の皆様には輝かし
は︑品質は良いものの価格が伴
渉外員の充実強化を図りなが
最後になりますが︑本年が皆

努めなければなりません︒渉外

い新春をお迎えのこととお喜び
わず︑農協経営はもちろん生産
ら︑少しでも安い資材を皆様に
様にとって実り多き年となりま

ます︒

申し上げます︒
者の皆様には大変なご苦労をお
提供できるよう役職員一丸とな

にわたりご協力いただきました

旧年中皆様には農協事業全般
掛けしております︒
すよう祈念申し上げ︑新年のご

境はますます厳しさを増す中︑

に端を発し︑我々を取り巻く環

さて︑昨年来の世界同時不況

歴記帳運動や残留農薬検査など

安全・安心﹂確保のため生産履

けなければなりません︒﹁食の

も︑我々は良い農産物を作り続

昨年四月に天草地域の地産地

されております︒

すが︑市場での品質は高く評価

は︑価格的に厳しい面もありま

畜産その他の農産物について

挨拶といたします︒

り取り組んでまいります︒

日本国内だけをみても雇用問
に全力で取り組み︑引き続き消
消の拠点としてオープンしまし

明るい兆しが見えない中で

題︑景気問題︑年金問題︑教育
費者に信頼される農産物作りを

ことに感謝申し上げます︒

問題︑食の安全の問題など難題
り上げを順調に伸ばしており︑

た﹁天草とれたて市場﹂は︑売

本渡五和地区は中晩柑類の適
県内外の方々への特産品のＰＲ

目指してまいります︒
地であり︑なかでもデコポンに

が山積しており︑政権交代とは
なりましたが︑先行き不透明な
状況が続いております︒

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務理事

組 合 長

園田ヤスエ

岡田

稲田
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岩﨑

井上

前田

立川

久保

橋口

松本

山川

蓮池

定利

照昭

俊二

方人

利男

慎一

源三

中田昭二三

梅本

敏秋

秀幸

幸一

明博

國夫

肇一

事

常勤監事

松下

山下

田中

幸雄

勝行

義久

末喜

事

〃

松本カヅエ

理

〃

〃

井上

監

〃

会さらに天草地区大会を勝ち抜かれ
になってきています︒雇用機会は減

閉塞間の中で経済状況がデフレ傾向

す︒一方では︑現代社会が成熟した

透明であることが要因と思われま

権交代の影響で世の中の先行きが不

く近年にない豊作であり︑販売金額

栗部会では︑昨年は台風被害もな

可能性も発掘していきます︒

を薬用にするなど︑多機能な枇杷の

けでなくお茶としての葉の利用や種

のあるビワ作りを目指して︑食用だ

枇杷部会ではいつまでも生きがい

様には大変お世話になりました︒こ

修会では︑準備等五和支部盟友の皆

修会等開催して参りました︒支部研

立研修会やスポーツ交流会︑支部研

昨年は農政学習としての基本農政確

頂き誠にありがとうございました︒

部活動に多くの盟友の皆様にご参加

降︑その影響がどう表れるか不透明

た方が出場する熊本県大会が十一月

少し︑給与等は削減され家計のやり

な状況です︒このような中︑青壮年

年金友の会会長

にパークドーム熊本で開催され︑本

くりは質素倹約となり︑財布のひも

の支部研修会は十支部の持ち回りと

の向上を図り︑さらなる飛躍へ邁進

倉田 健一
町支部と本渡南支部の十八名が出場

なっておりますが︑各支部での十年

していきたいと思っています︒

会員の皆様に
し素晴らしい成績を残されました︒

は前年の倍増となり活況を呈しまし

に一度の研修は︑各支部の特質や管

ですが︑昨年後半からまた雲行きが

は輝かしい新春

は硬くなり︑まず削減されるのはレ

た︒しかしながら近頃では皮をむい

怪しくなってきました︒一つには政

をお迎えのこと
今後も支部での旅行・講演会など

ジャーや嗜好品であり二十一年産ミ

新年明けまして
おめでとうございます

と存じます︒日頃より年金友の会の
様々な行事を通じ会員の輪を益々大

間の交流も含め大変有意義な活動と

活動につきましては︑ご協力・ご支

品種更新がこれからの課題です︒

内農業の方向性が垣間見られ︑支部

品の売り場を広げ安売り志向を強め

郡市青壮年部大会で︑盟友の主張で

て食べるのが嫌われがちになり︑も

ているためにミカン市況は近年にな

ていきます︒皆様方の知恵と力を合

本町支部の倉田政幸さんが﹁

っと簡単に皮のむけるポロタンへの

部役員とともに会員の総力を結集

い厳しさの中で年を越しました︒

わせれば必ず道は拓けると信じてい

﹂と題し発表され︑素晴
my dream
らしい発表で最優秀賞に輝き県大会

カンの価格低迷の最大の社会的要因

ＪＡ本渡五和年金友の会は会員相
し︑ＪＡと一体となり会の発展に努

このような中で十二月からスター

ます︒今年が皆様にとりまして少し

となっています︒スーパーは格安商

互の親睦と融和を図り︑健康増進・
力してまいりますので︑組合員皆様

トした加温デコポンは前年並みの高

でもいい年になりますように祈って

きく広げて同じ仲間が一人でも増

生きがいのある生活の確立に資する
はじめ地域の皆様の入会を会員一同

価格で販売され︑また年末に出荷し

へ出場されました︒内容は﹁果樹農

え︑一緒に楽しく活動できるよう本

目的をもって本渡五和農協発足と同
心よりお待ちしております︒景気が

た太田ポンカンも食味良好で消費者

います︒
青壮年部部長

援を賜り厚くお礼申し上げます︒

時に誕生し︑現在十四支部・会員二
なかなか上向かない中︑私たち年金

に好感をもたれ︑高単価で販売がで

吉田

It s

家の三代目でありながら︑北海道・
根掛けデコポン・露地デコポンが出

小田豊部長の後

昨年の総会で

られ︑農産物が生み出す人と人︑地

方々や地域・ＪＡ職員の方々に支え

郷︒先輩盟友や果樹・和牛青年部の

アメリカと酪農家での研修を経て帰

最後に組合員ならびに会員皆様に

荷され︑さらに三月から六月まで天

新一

また︑九月に開催されました天草

千六十六名とＪＡ内でも最大の組織

受給者にとりましても厳しい世の中

きました︒年明けからは高しょう系

なっているのではないか と思いま す ︒

となって参りました︒これは会員の

ではありますが︑﹁丈夫で長生き﹂

ポンカン・低しょう系ポンカンや屋

新しい時代に向かって生産者一同

皆様はもちろん先輩各位のたゆまぬ

をモットーに健康に注意し人生を楽

組織の総力を結集し活路を切り拓い

ご尽力の賜物と衷心より深く感謝申
しみましょう︒

的な金融危機に見舞われ︑景気の低

とりまして本年が素晴らしい年であ

さて︑昨年を振り返りますと世界

し上げます︒

迷・石油高騰による農業資材や生活

域と地域のつながりと言う日本農業
の素晴らしさを再認識する事が出

任に選任され︑

来︑現在では施設デコポンと耕作放

天草郡市委員長・県青協委員と掛け
持ちではございますが︑誠心誠意努

棄地を利用した和牛繁殖の放牧の複

草ばんかんが販売され本渡五和の中

めて参りますので︑ご支援・ご協力

晩柑の最盛期となります︒﹁品種に
勝る技術は無し﹂の時代に先駆けて

頂きますようお願い申し上げます︒

りますよう︑ご祈念申し上げまして

天草に本当に適した品種構成を見直

新年のご挨拶といたします︒
果樹部会会長

し︑適地適作を進められてきた先人

関連に影響があり︑現状では悪循環
も多大な影響を受けた年でありまし

福田 賢二

的なデフレにより私たち年金受給者
た︒また︑年金記録問題への対応も

されるところです︒このような状況

向上及び効率的な業務の遂行が期待

され運営業務を引き継ぎサービスの

を廃止し︑﹁日本年金機構﹂が設立

中は大変お世話になりました︒本年

新春のご挨拶を申し上げます︒旧年

ただいております関係各位に謹んで

並びにご支援い

生産者の皆さま

果樹協議会の

ンサーを最新式の機械と更新するこ

て選果機のカラーグレーダーと光セ

情熱と関係各位のご支援によりまし

てきました︒十一月には︑生産者の

達の努力の成果が花開く時代になっ

で非常に厳しい農業状勢となってお

顕著に表われ︑価格低迷が続く状況

ます︒農産物においてもその影響が

おり︑デフレの悪循環となっており

況の波が押し寄せ景気低迷が続いて

昨年は︑一昨年のアメリカ発の不

ら素晴らしい評価を頂き︑見事に県

会で︑内容・発表態度共に審査員か

もレベルが高いことで知られる県大

たい﹂という内容でした︒全国的に

素晴らしさを次の世代に伝えていき

れからは日本農業が作り出す環境の

合経営を実現することが出来た︒こ

いよいよ今 年 一 月 より﹁ 社 会 保 険 庁 ﹂

の中でも年金友の会は︑支部を中心

ります︒更に︑九月の政権交代より

代表に︒そして︑十一月に沖縄で開

とができ︑高品質で均質な果実を販

農業政策の転換が行われ︑来年度以

売できる環境が整いました︒これを

一昨年の世界経済恐慌以来︑経済

機会に栽培技術の確立と生産者意識

もよろしくお願い申し上げます︒
界は立ち直りつつあるかに思えたの

に会の目的に沿った行事を計画し活
動して参りました︒特にグラウンド
ゴルフにおいては支部大会・本部大

２
３

本年もよろしくお願いいたします

催されました九州大会へ駒を進め︑
代するという歴史的大転換がされた

た︑自民党から民主党へと政権が交
げ︑新年のご挨拶といたします︒

合員の皆様のご多幸を祈念申し上

植田

稲作部会会長

繁雄

他県を圧倒する素晴らしい発表で︑

久幸

園芸部会会長

りますが︑市場主義社会の中で日本

ル化で︑より厳しい情勢となってお

す︒景気の低迷や農産物のグローバ

ので︑ご活用して頂ければと思いま

﹁農業新聞﹂や﹁地上﹂等あります

なければなりません︒情報源として

や低迷する米価など︑注視していか

影響が懸念される食料自給率の問題

来年度のモデル事業を踏まえつつ︑

制度が始まることとなりましたが︑

農業政策の転換で︑戸別所得補償

ますようお願い申し上げます︒

で︑ぜひ皆様の激励・ご支援を頂き

勝を目指して頂きたいと思いますの

た︑落語家を招いて交通安全落語と

ついて﹂の話しや交通安全教室︑ま

﹁女性部組織の活性化・女性参画に

学習会を開催しています︒昨年は︑

女性部では︑毎年女性部リーダー

アイディアを広く募集しています︒

す︒現在︑常識を破るような斬新な

直売所に出品したいと考えていま

ています︒私達︑加工研究会も早く

オープンし︑連日多くの人で賑わっ

す︒昨年四月に天草とれたて市場が

ソース・ピールなど試作検討中で

料のあるみかんを使って︑ジャム・

りを少しでも上げようとまずは︑原

加価値をつけて販売し︑農家の手取

発足しました︒農業が厳しい中︑付

りました︒これは︑昨年より新たな

席を獲得するなど明るい出来事もあ

がグランドチャンピオンや名誉賞主

会﹂において︑若雌の部で天草黒牛

ました﹁第三十八回熊本県畜産共進

月一日熊本県家畜市場にて開催され

そのような中︑平成二十一年十一

す︒

和牛農家も頭を抱えている状況で

迷︑それにより経営状態が圧迫され

ストが上昇する一方で子牛価格の低

より牛肉価格の下落︑そして生産コ

昨年の畜産情勢は︑景気の悪化に

し上げます︒

ご理解ご協力を戴き︑心よりお礼申

は︑関係各位の

動につきまして

和牛部会の活

など本年は新しい政策での取り組み

導入︑水田利活用自給率向上事業︑

国一律に農業の戸別所得保証制度の

新しい政党民主党政権の中で︑全

えたままで推移しております︒

の減退や在庫量の増加で課題をかか

は︑政策転換にもかかわらず消費量

ました︒一方︑コメをめぐる情勢

況指数は天草地区で﹁九七﹂になり

よる被害が発生したことなどから作

登熟しましたが収穫時期にウンカに

たが︑出穂期以来以降天候に恵まれ

初期から全般的に日照不足で推移し

となりました︒普通期水稲は︑生育

数が少なかったことから︵やや良︶

温が低く推移し分げつが抑制され穂

昨年の早期水稲は︑田植え期の気

ことに心からお礼申し上げます︒

るご尽力とご支援を頂いております

しては︑多大な

の活動につきま

る野菜を連日供給し︑より信頼され

消費者・実儒者のニーズに応えられ

薬検査を行い︑部会員一丸となって

リティ運動を進めるとともに残留農

安心・安定︶に取組み︑トレーサビ

基盤の低下が顕著となっております︒

等のコスト上昇の影響により︑生産

不足に加え︑燃油・肥料・資材・輸送

依然として農業者の高齢化・後継者

の強化が求められています︒また︑

内産地の加工・業務用需要への対応

産業・消費者のニーズが高まり︑国

契機として︑国産野菜に対する食品

なりました︒中国産冷凍食品問題を

きな問題として取り上げられる年と

年に続き食料の国際価格の動向が大

昨年を振り返ってみますと︑一昨

げます︒

てをいただき︑衷心より感謝申し上

格別のお引き立

会員の皆様には

日頃より︑部

金子

農業が生き残って行くために︑我々
初笑いしました︒今年は藍染をした
試みとして開催しております︑セリ
となります地域水田ビジョンを定め

日頃稲作部会

青壮年部が地域リーダーとして知恵
いと準備中です︒女性部ふれあいの
前の地区子牛品評会により評価を戴

利雪

を出し合い行動して行きましょう︒
旅・綾小路きみまろスーパーライブ
き︑生産者の努力の甲斐あってのも

山田

和牛部会会長

一年でした︒

最後になりましたが︑盟友・組合
では︑定員がオーバーする程の人気

ＪＡ本渡五和では︑加工研究会が

二月に東京で行われる全国大会へ進

員皆様のご健勝を祈念申し上げます
でした︒今年も計画思案中です︒

出されることとなりました︒全国優

と共に︑本年も青壮年部活動へのよ

松本カヅエ

女性部部長

ました︒女性部員五名以上︑年間四

的別グループ活動の取り組みを始め

合うメンバーで自主的に活動する目

がやりたいことをやりたい時に気の

上に向け粗飼料の確保など︑いかに

を願っています︒そして自給率の向

を天草に残して戴き天草黒毛の発展

の向上を図り︑管内生産の優良雌牛

はもとより︑飼育管理の徹底︑技術

管内の畜産農家に対しまして意欲

のと思います︒

関係機関と連携をとりながらこの難

で売れるうまい米作りをめざして︑

きコスト低減に努力し︑安心︑安全

り︑ＪＡ本渡五和ライス戦略に基づ

受けて部会としても十四年目に入

となります︒今回︑農政の見直しを

新しい農政の中で所得の確保が重要

されるＧＡＰ︵農作業の工程管理︶

平成二十三年度から県内ＪＡで導入

向上にもつなげております︒また︑

り契約販売を実践し︑部会員の所得

いては市場・バイヤーとの連携によ

る産地の育成に努めております︒ひ

園芸部会では︑３Ａ運動︵安全・

り一層のご支援・ご協力をお願い申

皆様方には︑
回以上の活動をしたグループにはわ

また昨年から女性部では︑自分達

お健やかに新年
ずかですが助成金が出ます︒ミニバ

し上げ︑
新年のご挨拶といたします︒

をお迎えのこと
と心よりお慶び申し上げます︒

最後になりましたが︑本年が部会

の研修会にも参加しております︒
員を始め関係機関の皆

局を乗り切る覚悟です︒

様にとって希望のもて

実現できるか工夫︑努力し︑経営改
最後に︑お互いの英知と共同の力

る明るい年でありま

レー︑手芸︑フラダンスなど楽しく
を結集して︑稲作を中心とした複合

すことを祈念申し上げ︑

昨年は︑リーマンショックの影響

経営がより一層発展しますよう祈念

年頭の挨拶といたします︒

善に今年度は取り組んでいかなけれ

申し上げ︑年頭のご挨拶といたしま

す︒本渡五和産のポンカン・デ

ばならないと思います︒

す︒

コポンを地元の方にも是非食べ

活動され︑現在五十四グループが登

材︑夏男さんが指導するなかご

ていただきたい﹂とコメントが

録されています︒目的別グループ活

家族で収穫作業に取り組みまし

ありました︒この様子は一月二

から長引く不況に消費者の買い控え

た︒当日は雪も降るなど︑とて

十七日︵水︶の熊日新聞に掲載さ

などによる農産物価格の下落に加
最後になりましたが︑畜産農家の

も寒い中での撮影になりました

れます︒

動によって活性化︑部員の増加につ
皆様方のご発展とご健勝をご祈念申

が︑皆さんは寒さも忘れ真剣に

え︑干ばつやゲリラ雨による自然災
し上げ︑
新年のご挨拶といたします︒

取り組んでいました︒そしてハ

蓮池組合長

受賞されました︒

農林水産業功労者表彰受賞

最後になりましたが︑女性部・組

この賞は︑長年にわたり本県
昨年十二月十九日︵土︶︑くま

なげていきたいと思います︒

の農林水産業の発展に尽くされ
にちあぐりんより小川夏男さん

ウスのなかで収穫したポンカン

害や天候不順による品質劣化など農

た方に贈られるもので︑施設デ

の取材︑一般の方の収穫体験︑

を 食 べ︑﹁ と て も お い し い ﹂ と

業に大きな影響を及ぼしました︒ま

このたび︑蓮池組合長が熊本

コポンの導入により県内屈指の

柑橘を使ったお菓子の紹介等を

消費者がやってきた

生産者特派員小川夏男 氏に

くまにちあぐりん

県より農林水産業功労者表彰を

産地として生産を拡大し︑品質

言っていました︒
午後からは︑中田浅子さんが

取材に来られました︒

た︑地産池消の推進に努め︑学
拡大し小学生への食育も熱心に

れました︒とてもおいしいお菓

ケーキ・生キャラメルを紹介さ

柑橘を使ったお菓子のパウンド

実施されていること︒一方で不

子に取材者も試食の手が止まり

午前中は小川夏男さんを取

良債権への取組等経営改善にも

校給食へ地元の農産物の供給を

努力された事などが受賞の主な

賞受賞について、組合員異動状

最後にグリーントップを取材

ＡＴＭ稼動日程について、県知事

ませんでした︒

ンス点検結果について、年末年始

理由となりました︒

も人気の高いポンカンを導入し

設定について

され︑吉永店長より﹁今からが

になり︑ご両親の秀記さんへの

た意外なきっかけも聞くことが

ット専用」実施に伴う特別金利の

授賞式は十二月十六日に熊本

十二月十二日︵土︶︑ＲＫＫよ

思いを聞いたり︑お祖父ちゃ

できました︒朝早くからのロケ

いて

柑橘類はもっとおいしくなりま

りＪＡ本渡五和・ポンカン編の

ん・お祖母ちゃんからは現在の

にも関わらず秀記さん︑スタッ

第 1 号議案 １１月末事業実績について
第 2 号議案 法人団体借入申込みについて
第 3 号議案 系統サービサーへの売却案件につ

県庁において行われ︑蒲島県知

ロケがありました︒塾長︑小学

ポンカン園ができるまでの苦労

フの皆さん最後まで楽しく撮影

日︑どちらも日曜朝十時三十分

平成21年12月25日（金）、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。

事より表彰状が授与されました︒
しました︒午前中は収穫体験と
ポンカンの歴史を父健吾さんを
中心に聞きました︒お昼に秀記

生の塾生二人が下浦町松岡秀記

話︑親子︑孫代々に続いた農園

されていました︒

さんのお母様の手料理をご馳走

さんの園・自宅を尋ね︑ポンカ

への愛情や孫への期待を聞くこ
今回の撮影では︑八十六年間

からです︒ぜひご覧ください︒

変更について

重視の出荷体系を作り上げ︑ま

RKKテレビ

「痛快！どろんこ塾」
１月 日・ 日放映予定

ンの収穫作業の手伝いや樹齢八

ともできました︒

を見学︑倉庫を改装した秀記さ

親子四代に亘って今なお市場で

放送は一月二十四日・三十一

十六年を迎えたポンカンの原木
んのスタジオでのライブを取材

況、行事予定

31

４
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平成２１年度ＪＡ共済コンプライア

報告事項

ＪＡマイカーローン「インターネ

第 5 号議案

資産査定要領及び事務要領の一部

第 4 号議案

24

花粉
粉症
症と
と対
対策
策
花

作

物

・平成22年産米の栽培品種について
米について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
用品種は次の品種でお願いします。
〈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。
平成21年産早期玄米共同計算結果
（コシヒカリ

円／60kg
概

算

税込）

金

清

算

農家手取

等

１２，
５４０

８９０

１３，
４３０

２

等

１１，
８８０

８９０

１２，
７７０

３

等

１０，
８６０

８９０

１１，
７５０

外

９，
４００

８９０

１０，
２９０

野

菜

格

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。

第2回目 1/20中心 硝燐加安646を10a当たり30㎏
第3回目 2/20中心 硝燐加安646を10a当たり30㎏
第4回目

病害虫防除

生 育 を 硫安またはアサヒエース10a当
たり20㎏（生育に応じ施用する）
み て
12月下旬 斑点細菌病
から２月 コサイドボルドー 1,000倍液
上旬まで クレフノン
200倍液加用
発 生 時

アオムシ・コナガ エビセクト水和
１，
０００倍 収穫21日前

平成21年度春野菜面積推進中

【レタス】…現在出荷中です。等級、階級を守り、

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・支所・経済渉外・営農課へ連絡
ください。

穫り遅れのないよう出荷してください。
（皆掛重
ＪＡ野菜集荷所情報
量7.5㎏〜9㎏）
現在、レタス、イチゴ、ミニトマト、水菜を主力
【たけのこ】…青果用として出荷します。早期出荷
に出荷しております。また、地産地消で、地元の給
するために２月上旬までに寒肥を行います。
食センターに大根、キュウリを中心に出荷中です。
燐硝安加里Ｓ811号 10ａ当たり40〜60㎏
どの品目も出荷規格を守り、ＪＡ本渡五和の銘柄を
【春インゲン】…ハウス栽培より育苗がスタートし
高めましょう。
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）
育苗センターより
ハウス栽培
春野菜の苗申し込みについては所定の申込書で播
品種 ベストクロップキセラ
種予定の30日前までに、支店長確認の後、営農課
播種 （ポット育苗 1月中旬、直播１月下旬）
へ提出ください。
収穫 （３月下旬より出荷）
畜
産
トンネル栽培
品種 ベストクロップキセラ
・空胎防除…２月１6日㈫
播種 （３月中旬より）
※先月号の農産物品評会出品の表で本渡西を亀場と、楠浦を本渡西と間違って記載していました。
収穫 （５月下旬より出荷） 出品された方にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げ、訂正とさせていただきます。
（0969）
:
23-2231
e-mail：yukiyuki@ja-hondoituwa.or.jp
売り物件ご相談受付中！連絡先
JA本渡五和本店内 不動産係

至瀬戸大橋

です。土壌条件の良い時に植付けます。
無霜地帯は、１月下旬より降雨後、湿りのある時
にマルチングを行います。
【春タカナ】…本年産の生育は、定植後の低温・曇
天の影響でばらつきがあります。今後は、
生育を
回復させるため、
追肥・防除を重点に管理を行っ
てください。

（単位円）

１

規

【バレイショ】…早掘り用は現在作付済み〜作付中

肥

プラザ
ホテル

の

新年を迎えました。新たな気持ちで、営農の見直
し、改善目標を立てましょう。本年もよろしくお願
いします。

川

横山
歯科

2月 営農情報
追

国税だより

取得または増改築等について一定の

南

JA本渡五和
本店

国 道 ３ ２ ４ 号
熊本ファミリー
銀行

要件を満たす場合には︑その贈与に

より取得をした住宅取得等資金のう

ち五百万円までの金額については︑

贈与税の課税価格に算入しないこと

なお︑この特例は︑贈与税の申告

とされました︒

丸善興産
ＧＳ

至五和町

厚生連
ニュース

直系尊属から住宅取得等
資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税の特例

平成二十一年一月一日から平成二

十二年十二月三十一日までの間に︑

その直系尊属︵父母・祖父母等︶か

至本渡港

選果所

江崎石油
ＧＳ

天草
市役所

花粉症とは︑アレルギー症状の一つで

す︒花粉という一度侵入してきた異物が ︑

再度体の中に入って来ようとすることで攻

撃が起こり︑その結果により生じる症状で

す︒

期間内に贈与税の申告書および添付

「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。

らの贈与により住宅用家屋の新築︑

書類等を提出した場合に限り︑その

適用を受けることができます︒

詳しいことは︑最寄りの税務署に

一回限りの入会で
「安心」と「信頼」がお求めになれます

未来
プラザ

プリエールほんど

町山口川

会員には、次のような特典があります

花粉症は様々な植物が原因となって起こ

取得又は増改築等に充てるための金

銭︵以下﹁住宅取得等資金﹂といい

ます︶の取得をした一定の要件を満

お尋ねください︒

募

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。

ります︒そのため︑自分がどの植物に対し

アレルギー症状を起こすのかをしっかり調

べておくことが大切です︒症状としては︑

クシャミ︑
水のようなさらさらとした鼻水︑

たす受贈者が︑住宅用家屋の新築︑

■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

鼻づまり︑目のかゆみなどがあります︒こ

れらの症状は︑異物を体の外に出そうとす

﹁ 国 税 電 子 申 告 ・ 納 税 シ ス テム

︵ e-Tax
︶﹂や国税庁ホームページの
﹁確定申告書等作成コーナー﹂をご

利用いただくと簡単に申告書等の作

成ができますので︑ぜひご利用くだ

さい
︵ http://www.nta.go.jp
︶
︒
土地や建物などを売ったときの税

金や申告書の作成・提出について分

からないことが

ありましたら︑

最寄りの税務署

にお気軽にお尋

ねください︒

天草税務署

︵電話二二 二
―五一〇︶
自動音声案内
※

ご加入の手続きは簡単です

る体の防御機能としての反応の一つです︒

土地や建物などを
売ったとき

土地や建物などを売ったときの利

益を譲渡所得といい︑この譲渡所得

にも税金がかかります︒譲渡所得に

対する税金は︑他の所得と分離して

計算することとなっています︒

譲渡所得は︑土地や建物などを売

った金額から取得費︑譲渡費用を差

し引いて計算します︒なお︑土地や

建物を売った方も事業所得の申告と

同様に申告納税制度を採っています

ので︑申告書は自分で書いて郵送等

によりできるだけお早めにお済ませ

ください︒

申告書の作成には︑自宅や事務所

からインターネットを利用して︑

プリエールの会 会員集
（いのり）

日常生活の中で行える対策としては︑マ

スクやメガネ︑帽子などを利用することに

より︑体に付着する花粉の量を減らすこと

や︑直接鼻や︑口に入らないように予防す

ることです︒また︑自宅に帰ったら玄関で

しっかり花粉を落とすことも大切です︒外

出後は︑手洗いや︑うがいをしっかり行い

ましょう︒外出時は︑天気にも気をつけて

ください︒乾燥している日や︑風の強い

日︑晴れている日は花粉の飛散量が多いと

いわれています︒特に︑

昼間が最も多い時間帯で

す︒そして︑体調を整え

ておくことが一番重要で

す︒生活のリズムを整え

て規則正しい生活を送り

ましょう︒ ＪＡ熊本厚生連 伊藤千恵子

JA
葬祭

平成
年
平成22年

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

■不動産売物件一覧
物件
種目
NO.
1

土 地

所在地

土地面積
（うち私道負担）

取引態様：仲介
地目（現況）
用途地域

3178.8㎡
天草市
雑種地および山林
（約961坪）
佐伊津町
（現況：雑種地）
私道負担なし

建ぺい率
・容積率
―

現況

交通及び
所要時間

販売区画数
（総区画数）

情報提供日：平成22年1月5日
価 格（税込）

価格（1区画）
／453万円〜504万円
都市計画 佐伊津小学校 ８区画
最多価格帯／504万円台（3区画）
区域外 より徒歩４分 （21区画）
土地面積94坪〜104坪

必要な施設
・負担金など
・合併浄化槽
・上水道管理費
月額500円

６

