第 13 回宇城・上益城地域統一畜産共進会

頑張る わきゃもん

美里町で開催
（９月19日）の「第13回宇城・上益城地域統一畜産共進会」に山都町から矢部・清和地区の畜
産農家の皆さんが自慢の牛と飼料作物等を出品されました。各部門での入賞結果をご紹介します。
肉用種牛の部
名誉賞４席

未経産牛若齢の部）

はな号

松本節男さん（御所）

名誉賞６席 あきつるみつ号

柴田

名誉賞７席

ゆり号

梅田十吾さん（千滝）

名誉賞８席

あやめ号

西山裕也さん（芦屋田）

■肉用種牛２部（褐毛和種
名誉賞５席

寛さん（下名連石）

未経産牛壮齢の部）

なみしげ号

後藤孝樹さん（犬飼）

■肉用種牛３部（褐毛和種

3 産以上の経産牛の部）

名誉賞２席

しげざくら号

柴田

名誉賞２席

なつこ号

松本辰昭さん（下名連石）

飼料作物の部
グランドチャンピオン
名誉賞首席

イタリアンライグラス 木野

哲さん（郷野原）

堆肥の部
名誉賞４席

山下牧場さん（郷野原）

名誉賞首席 かつただひさ号

さん

寛さん（下名連石）

☆荒木寿典委員より一言

グランドチャンピオン
名誉賞首席

その３２５号

下田孝文さん（荒谷）

名誉賞２席

よしひめ号

松本辰昭さん（下名連石）

名誉賞３席

しげみ号

北川康仁さん（葛原）

名誉賞４席

まんてん号

佐野天弥さん（山田）

■肉用種牛６部（黒毛和種

3 産以上の経産牛の部）
佐藤榮次さん（井無田）

黒毛和種の部 グランドチャンピオン その３２５号
出品者：下田孝文さん（荒谷）

９月２１日
（月）
から９月３０日
（水）
まで、秋の全国交通安全運動
が行われました。期間中はボランティア団体による街頭指導や
キャンペーンが行われるなど、交通事故防止に向けた取組みが
数多く行われました。これからも
○反射材用品の着用と自動車、自転車の前照灯の早め点灯
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用
○飲酒運転の根絶
など安全運転をよろしくお願いします。
なお、
トラクターなど農作業中の事故が多発していますので
充分注意をお願いします。

犯罪被害にあわれた多くの方は、直接的な犯罪被害だけではなく、被
害後の精神的なショック、生活面や経済的な不安など二次的な被害に苦
しまれています。警察では、
このような被害者の方々を支援する制度や、
専用の相談窓口を設けるとともに、被害者の方々の置かれた現状や被害
者支援の重要性について、県民の理解を求めるための広報啓発活動を
行っています。

警察の相談窓口
犯罪被害者支援室
（犯罪被害支援・犯罪被害給付
制度に関する相談窓口）

☎ 096-381-0110

（内線2193〜2195）

肥後っ子テレホン

名誉賞首席

さき号

飯星一敏さん（柏）

名誉賞２席

ゆきひさ号

飯星一敏さん（柏）

名誉賞３席

やまりゅう号

山口隆介さん（白石）

名誉賞４席

はなさかえ号

山口隆介さん（白石）

第８さかえ号

山口隆介さん（白石）

■第２部登録牛の部

犯罪行為によって
重傷病を負った場合
被害者本人
へ支給

春日健伸さん（長谷）

■第５部飼料作物の部
ヘイレージ
名誉賞２席 イタリアンライグラス
名誉賞６席 イタリアンライグラス

犯罪行為によって
障害が残った場合
被害者本人
へ支給

傷 害 給 付 金

有働誠志さん（花上）
山邉達也さん（橘）

☎ 0120-8343-81
☎ 096-384-1254

暴力追放相談電話

第一順位遺族
へ支給

遺 族 給 付 金

本人の意思に反する性的な行為
（性暴力）
にあわれた多く
の方々は、誰にも相談できない、
どこに相談していいか分か
らないなど、ひとりで悩んだり苦しまれています。
熊本県では、性暴力にあわれた方々を支援する専門機関
として、本年６月
「性暴力被害者のためのサポートセンター・
ゆあさいどくまもと」
を開設しました。
ゆあさいどくまもとでは、あなたの要望にあわせて付添支
援、心理相談、法律相談など必要な支援を行います。
あなたは何も悪くありません。ひとりで悩まず、
ご相談くだ
さい。相談は無料、秘密は厳守します。

レディース１１０番
（性犯罪被害に関する相談窓口）

☎ 0120-02-4976
☎ 096-384-4976

犯罪行為によって
被害者が亡くなった場合

（悪質商法に関する相談窓口）

☎ 096-384-0110

☎ 096-385-1110
犯罪・交通事故発生状況（山都町）

事件・事故

性暴力被害者のための
サポートセンター・
ゆあさいどくまもと

☎ 096-386-5555
（24時間対応）

6

悪質商法１１０番

（暴力団が関係する事件・
トラブルの相談窓口）

性暴力被害者のためのサポートセンター

褐毛和種
ふじはな号

（いじめ、少年非行等の
少年問題専門相談窓口）

犯罪被害者等給付金

重傷病給付金

名誉賞３席

警察安全相談室
（警察の総合相談窓口）

☎ 096-383-9110
又は #9110

黒毛和種の部

名誉賞５席

ＴＥＬ ７２−０１１０

〜ご存知ですか被害者支援〜

■第１部未経産牛

広報やまと 2015. 11 月号

八木
年
28 歳 就農４

☆立田義一委員より一言

秋の全国交通安全運動実施結果

９月 16 日（水）
、南阿蘇地域畜産振興推進協議会主催によります、創立 66 周年記念南阿蘇畜産共進
会及び肉用牛振興大会が、南阿蘇畜産農業共同組合家畜市場で開催されました。入賞結果を紹介します。

7

さん

山都警察署・署協議会だより

創立66周年記念南阿蘇畜産共進会及び肉用牛振興大会

黒毛和種の部 名誉主席 さき号
出品者：飯星一敏さん（柏）

山口 洋生

父、祖父母と、農繁期にはパー
トも雇いながら、中玉トマトを
メインに、水稲、ダイコン、シ
イタケなどを作っていますが、
中玉トマトとダイコンは、自分
の独立経営でやっています。
農業は大変ですが、どの仕事
でも大変だと思いますので、あ
まり意識していません。
これからは、年間を通して収
入を得られるような農業を目指
していきたいと考えています。
そのためには、施設拡大や雇用
の問題があり簡単ではありませ
んが、少しずつ試行錯誤をしな
がら、やっていきたいと思って
います。

先月紹介した鳥越さんの影響もあり、山都町へ来られたよ
三世代でトマトを生産されており、とてもまじめな青年で
うです。ミュージシャンからの転職で大変な事ばかりと思い す。ゆっくりと腕を磨き、親父を追い越せるようガンバレ！
ますが、頑張ってほしいです。とてもおしゃれで、素敵な女
性です。

佐野天弥さん（山田）

■肉用種牛５部（黒毛和種未経産牛壮齢の部）

ひらまみ号

三好 千恵

金内
年
37 歳 就農２

■肉用種牛４部（黒毛和種未経産牛若齢の部）

名誉賞首席

震災をきっかけに生活につい
て考え、東京で仕事仲間だった
鳥越さんに誘われ、興味のあっ
た農業を始めました。鳥越さん
たちと一緒に、ニンジン、カブ、
玉ネギ、ニンニクを作っていま
す。農業についてまだ知らない
ことの方が多く、体力も必要で
すが、自分の課題や改善点も見
えてきたところです。
就農したことで、多くの人と
の出会いがありやってて良かっ
たと思います。また、自分で作っ
たおいしものが安心して食べら
れ、顔色がよくなったと周りの
人から言われています。

肉牛の部

■肉用種牛１部（褐毛和種

〜山都町の明日を担う農業者にお話を聞きました〜

support@yourside-kumamoto.jp

平成２７年９月中

刑法犯

２件

（４件）

人身交通事故

３件

（６件）

（

）内は平成２６年同時期の発生状況

熊本県警のホームページ
http：//www.police.pref.kumamoto.jp/
管内の犯罪・交通事故の発生状況、県警から
のお知らせ等が掲載中です。

広報やまと 2015. 11 月号

6

