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告知端末の電源は入れておきましょう！

編集後記

15

ざいのおニュービレッジ宅地分譲中

» 詳しくは23Pへ

年末です︒今年一年を振り返り
思い出すのはやはり︑６月に発生
した大雨災害です︒はん濫した志
岐川や小路川︑通った道が数時間
後にかん没・崩壊していたこと︱
など︑今でも鮮明によみがえりま
す▼ 自然 現象 に 人間 は無 力で すが ︑
備えることはできます︒各家庭で
できることをこの年末︑考えてみ
られてはいかがでしょうか▼年末
といいながら日中は気温の高い日
が続 いて いま す ︵ 月 日現 在︶ ︒
一日の寒暖の差になかなかカラダ
が慣れませんが︑トレーニングを
怠ることなく体調万全で忘年会に
臨みたいと思います︵真剣︶▼皆
さんもどうか元気に新年をお迎え
ください︒
︵溝上基︶
携帯でホームページが見られます。

夕日と広がる 空 と 海
きれいな

24
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「第13回天竺・天の川西遊記登山」
（みどりの会）

山頂まで残り
数百㍍となっ
た登山道。
人々を案内す
るのは左右に
立つ杉の木た
ち。
告知端末が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

４５０年の時を超えて―。

西遊記登山

れいほく

12

苓北町では夏の終わり
から秋にかけて獲れる
鯖（サバ）―。傷みや
すい魚としても知られ
るが、苓北では刺身で
も食べられる。まさに
獲れたて新鮮でなけれ
ば味わうことのできな
い地元ならではの味覚
だ。

竺・天 の 川 西 遊
記登山は11月22日に旧木場
小学校を発着地点に開催され、
町内外から約200人が参加し
ました。往復10㌔を超える登
山道。自然豊かな森の空気に
つつまれ、立ち並ぶ杉林は圧
巻のスケールです。山頂では
みどりの会の皆さんが絶品の
豚汁でおもてなし。360度見
渡すことができるパノラマは
登った者の特権。山々にかか
る雲もまた幻想的です。
志岐麟泉公の末裔が伝える

天竺・天の川
No. 624

６月11日未明から降り続けた大
雨は町内各地に甚大な被害を
もたらした。小路川（坂瀬川）
の
はん濫。見慣れた景色はどこ
へ。
「生まれてはじめて」との声
があがるほどの出来事だった。

動き

鯖
（サバ）

町の

刺身で食すサバは「首折り」という
方法でシメられる。血をきれいに抜
き、鮮度を保つためだ。
11月21日に富岡港であった港夕市。
サバのほか、アジやカツオ、新鮮野
菜なども特価で販売。苓北観光汽船
㈱が毎月不定期で開催中とのこと。

平成27年11月末現在

7,746人（−4）

男3,611人
（−6） 女4,135人
（＋2）
世帯数 3,233戸（＋2）
※（ ）は前月比

2015（平成27）年

12月21日
（月）

2015年の出来事
今年１年、こんなことがありました。

４日
１８日

２５日
１日
２８日
１５日
２１日

１日
９日
１２日

１６日
１６日

１１日
２７日

3

１月
苓北町成人式 75人が新成人
苓北町長選挙
―田嶋章二氏が無投票で７選果たす
苓北町議会議員一般選挙
―投票率は80.91％
苓北中学校閉校記念式典
２月
都呂々中学校閉校記念式典
九州オルレ「天草・苓北コース」がオープン
３月
坂瀬川中学校閉校記念式典
都呂々中 九州中学校選抜ハンドでベスト８
（〜22日）
４月
苓北町巡回バス運行開始
苓北中学校開校 ―全校生徒は202人
熊本県議会議員一般選挙
―投票率は59.61％
５月
西天草ローターリークラブ40周年記念式典
天草れいほく御利益巡り
―参加者約500人（〜17日）
６月
大雨災害発生 1，
942世帯へ避難指示発令
天草郡市中体連（〜28日）
―苓北中サッカー、男子ハンドが優勝
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２９日
１日
２日
２４日

１１日
１２日
２７日

１日
２日
１１日
１８日
２１日

８日

６日

7月
苓北町歴史資料館がオープン
８月
苓北じゃっと祭
天草れいほくペーロン大会
台風１５号発生（〜27日）
―最大1,000戸が停電
９月
田尻光俊さん（坂瀬川）
―長寿で県知事表彰を受賞
第70回県民体育祭（〜13日）
―男子ゲート、サッカーが２位
苓北町・茂木町交流ソフトボール大会
―記念すべき10回目
１０月
田嶋町長が全国市町村水産業振興対策協議
会会長に再任
浜区防災会が県知事表彰を受賞
天草れいほく御利益巡り（第２回）
海上自衛隊艦艇「あまくさ」が富岡港に寄港
天草郡市中体連駅伝
―苓北中女子が４位
１１月
防災訓練 ―約300人が参加し４年振りの
屋外開催（都呂々小）
１２月
天草ジオパーク祭を苓北町で開催

目次

冬でも緑を保つと同時に休眠中
の夏芝（ティフトン）を保護す
るため、冬芝（ペレニアルライ
グラス）の種をまいている。シ
マ模様にみえるのは、芝の角度
と光の反射によるもの。
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坂瀬川地区総合グラウンド（12月９日）

人権の花運動で空に舞い
上がる色とりどりの風船
（富岡小学校、12月７日）

カレンダー（主な行事予定）
2016
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4日 苓北町成人式
10日 消防出初め式
15日 町制施行60周年記念式典
17日 ニューイヤーコンサート
20日 裸まつり
24日 健康づくり駅伝大会

日
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水
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金
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15日 申告受付開始
27日 九州オルレ「天草・苓北コース」
オープン一周年記念イベント

7 8 9 10 11 12 13
建国記念の日

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

31
広報れいほく ２０１５ 12月号

2

5

減災の取り組み
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出典＝国土交通省ＨＰ
地震調査研究推進本部、海溝型地震の長期評価を基に作成されたもの

南海トラフの地震
今後３０年で発生する確率は７０％

苓北町では、日奈久断層帯や雲仙断層群、そして南
海トラフを震源とする地震の影響が考えられます。
なかでも、南海トラフの地震（Ｍ８〜９）が今後
30年に発生する確率は70％となっており（地震調査
研究推進本部、2015年）
、決して人ごとではない現実
として受けとめる必要があります。
すべての自然現象の発生を防ぐことはできません。
そして、大雨や台風と違い、地震は突然起こります。
私たちの住むこの地も例外ではありません。
今できる備えをはじめましょう。

折山団地に集まった
和田区民の皆さん。
子どもから高齢者ま
でが参加して行われ
た訓練。参加率は
47％だった。

平時から備えを

このように、災害発生とその被害をある程度想定し
て平時の備えなどで、被害をできるだけ小さくする取
り組みを「減災」といいます。

災害が起きてからでは間に合いません。
平時から、「自分でできること」
「家族でできるこ
と」
「ご近所と力を合わせてできること」を考え、備
えておくことが大切です。

現在、苓北町には３３の自主防災組
織
（３７行政区）
が結成されています。
結成や訓練方法など詳しくは、役場
総務課へお問い合わせください。

公助・自助・共助

行政による公助はいうまでもなく、自分の身は自分
で守る自助、地域や身近にいる人どうしが助け合う共
助こそが、被害を少なくするための大きな力になりま
す。

コミュニティ助成事
業で貸与した一丁目
区防災会の備蓄倉庫
（このほか、町内３
防災会へ貸与）

―平成７年の阪神・淡路大震災。家の下敷きになっ
た人びとの多くを助け出したのは、家族や近所の人
たちだったそうです。

非常用持出品の例

錦戸數馬 さん

減災

和田区防災会では11月29日に高知県沖を震源とする
南海トラフ地震（津波）を想定し訓練を行いました。
訓練では、131人の区民があらかじめ決めておいた
場所（高台）へ避難。防災会役員の皆さんの指揮のも
と、子どもから高齢者までお互いをロープでつなぎ合
わせて歩き、避難路を確認しました。ケガ人も想定
し、リヤカーを使い運ぶ訓練も行いました。

︵坂瀬川和田︶

和田区防災会が避難訓練

自衛隊に40年在籍。災害派遣に18回出動
された経験があり、阪神・淡路大震災では
約２週間にわたり救助活動にあたった。

―錦戸數馬さんに聞きました

※必要最低限の所持品とすること。天気が悪いことを想定しておくこと。〈以下、一例〉
保存食・切るもの・火をつけるもの・ロープ・軍手・断熱シート・ラジオ・身分証明書の
コピー・新聞紙・鏡・笛・食品用ラップフィルム―など。鏡や笛は合図などに、食品用ラ
ップフィルムは身体に巻き付けて保温用にも使用でき便利とのこと。
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歴史 を訪 ねて
志岐城跡と富岡城跡︹ 第

ぢ やくにん

地役人・青木家の由来の品

回︺

幸博

︵前県立装飾古墳館長︶

文／大田

ストが彫られており︑踏み絵に見えま
すが︑上位に大きなフック金具が付い
ており︑礼拝時に︑壁などに架けたも
のと思われます︒

幟旗

シスコ・ザビエルで︑ポルトガル王の
要請により︑１５４１年にインドのゴ
アへ赴きました︒１５４９年に来日
し︑２年間滞在して︑宣教活動に従事
しました︒その後︑天草では︑トルレ
ス神父・カブレラ神父・ヴィレラ神
父・アルメイダ修道士たちの活躍があ
りました︒
日本に伝来したキリスト教は︑イエ
ズス会の大きな影響を受けました︒一
揆 勢 は ポ ル ト ガ ル ︵ カ ト リ ッ ク 国 ︶︑
幕府側はオランダ︵プロテスタント
国︶と結びついたという説があります︒

志岐画学舎で描かれたとされる絵
志岐画学舎は︑１５９２年から１６
００年まで︑志岐に存在しました︒島
原半島八良尾の工房と共に︑我が国最
せい ぐ
せい が
初の工芸学校です︒聖画や聖具作成の
ために設置されて︑イタリアから美術
担当としてショヴァンニ・ニコラオが
招かれて︑指導にあたりました︒
当時︑日本は︑水墨画の全盛時代で
したが︑色彩鮮やかで︑写実的な彼ら
の絵は︑当時の人々を驚かせました︒
確かに︑展示物の絵は︑ブルー・鮮や
かな朱色・灰青色で︑ブロックごとに
描かれています︒

紙製の踏み絵︵円形︶

﹁Ｃｈｒｉｓｔｉ﹂は︑キリストを意
味するもので︑ラテン語です︒
この踏み絵には︑寺名・人名・年名
の書き込みがあります︒﹁正覚寺﹂
は︑有明町に同名の寺があり︑寛永
年は︑﹁天草・島原の乱﹂が起こった
年です︒人名は﹁俊太・又八・鶴次・
国次﹂などがあります︒後世の書き込
みでしょう︒紙製の踏み絵は︑プリン
ト物です︒

マリア観音像
江戸時代に︑禁教令によって弾圧を
受けたキリシタン達が信仰の対象にし
ました︒聖母マリアに似せられた観音
菩薩像を言います︒多くは︑中国製の
白磁の慈母観音像でした︒中国発祥の
観音菩薩像で︑稚児を抱き慈愛に満ち
た造形美になっています︒明治６年
に︑禁教令が解かれました︒

帝釈天
引き出しに︑礼拝用の十字架が付い
ています︒

月５日に天草市で開催され
た天草五人衆サミットに︑志岐
氏末裔として出席するため来町
された志岐昭学さん︒
苓北町とは志岐氏サミットが
縁で交流を深め︑自身のライフ
ワークでもある﹁バスケットボ
ールを通して苓北町の子どもた
ちとふれあいたい﹂との願い
が︑バスケットボール教室とし
て実現しました︒
指導を受けた志岐小・坂瀬川
小 の 児童 人 は ︑ は じ め て 行 う
練習法にとまどいながらも︑約
３時間にわたり貴重な経験とな
りました︒

6
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地役人は︑陣屋の代官が地元の者を
役人に任じた者を言います︒大方︑世
襲制で︑代官が転任しても︑異動はあ
りませんでした︒天草の地役人は︑遠
とお み ばん
見番・山方役人がありました︒遠見番
かんえい
人は︑寛永 年︵１６４１︶︑鈴木重成
代官が天草に赴任した時に新設された
とされます︒
えんぽう
青 木 家 の 清 兵 衛 は ︑ 延 宝 ４ 年︵ １ ６
７ ６ ︶︑ 小 川 重 辰 代 官 時 代 に ︑ 遠 見 番
として召抱えられました︒以後︑清兵
衛を含めて七代に亘り︑幕末まで︑そ
の職を勤めました︵清兵衛〜宇兵衛〜
幸内〜要四郎〜惠一郎〜耕六〜庄七
郎︶︒
その青木家に︑代々︑キリシタン関
係の遺品が受け継がれてきました︒現
在の所有者は︑家吉敏文氏︵天草市︶
で︑同氏の御協力により︑当館で︑主
な遺品が展示されています︒
14

14

︹付記︺
富岡城二の丸・苓北町歴史資料館
は︑７月 日にオープンしました︒
月末までの入館者数は︑１３０５人で
す︒入館者が一人でも多く増えるよう
に︑協力していきたいと思います︒

「できないからといってやらなければ、
いつまでたってもできない。
できなくてもやってみる。やりつづければ
いつかできるようになる」
―志岐 昭学

中央部分に︑十字架とキリストの顔
が組み合わさった図があり︑下位の

のヘッドコーチ。志岐麟泉（鎮経）の末裔。直系にあたる。

10
―１２月５日
坂瀬川小体育館

46

準備運動から体幹
トレーニング、ボ
ールを使った基礎
練習など、普段と
ちがった経験をし
た子どもたち。

2015年、スペシャルオリンピックス世界大会（ロサンゼルス）

十字架

450年の時を超えて―。

45

寛 永 年︵ １ ６ ３ ７ ︶ 月 に 勃 発 し
た﹁天草・島原の乱﹂の史料です︒一
揆勢が富岡城の囲いを解いて引き上げ
のぼりばた
る時に︑捨てていった幟旗の一枚と伝
えられます︒
布の劣化は進んでいますが︑黒々と
てんてい
墨書された﹁天帝﹂は︑四郎を意味し
ます︒下位に描かれた﹁ＩＨＳの上に
十字架﹂は︑イエズス会のマークで
す︒﹁ＩＨＳ﹂は︑諸説ありますが︑
イエス・キリストのギリシャ語表記
を︑ラテン文字に置き換えた﹁Ｉｈｓ
ｏｕｚ・Ｘｒｉｓｔｏｚ﹂から︑最初
の３文字の﹁Ｉｈｓ﹂を取ったとの説
が有力です︒
︵註︶イエズス会
キリスト教・カトリック教会の男子
修道会で︑宣教師を積極的に海外へ派
遣しました︒有名な宣教師は︑フラン

し

き あきひさ

1972年、東京都。バスケットボールスクールTRINITY代表

志岐昭学さん

10

天草の領主たち。一般に志岐、
天草、上津浦、栖本、大矢野の
五氏を指す。４５０年の時を超
えて志岐麟泉公の末裔が伝える
メッセージ。

はりつけ

「天草五人衆」と呼ばれる中世

18

志岐麟泉公の末裔が伝える

分厚い板に︑十字架に磔されたキリ

志岐昭学 Akihisa Shiki Presents
苓北町小学生ミニバスケットボール教室

第３回天草ジオパーク祭

町を元気に。

議 会 定 例 会
平成２７年第６回議会定例会は１２月１０日と１１日の
２日間の日程で開催され、
６３人が審議を傍聴しました。
定例会では６人の議員による一般質問をはじめ、苓
北町個人番号の利用等に関する条例の制定などの１７
議案を可決しました。

□請負契約［苓北町拠点避難地造成工事
（２工区）
］の
変更締結について（＝土木管理課）
当初契約金額
９，
１８８万６，
４００円
第１回変更（６月議会可決）
１，
９６９万７，
２６７円
第２回変更（９月議会可決）
３０８万４６８円
第３回変更による増減額
１１２万６，
８７０円
変更後契約額
１億１，
５７９万１，
００５円
契約の相手方
前川建設 株式会社

12

町をさらに元気に

広報れいほく ２０１５ 12月号

第３回天草ジオパーク祭が
月６日に苓北町で開催され︑町
内外から約３００人が参加しま
した︒

9

午後からは講演会﹁ジオパー
クで地域を元気に！﹂＝講師＝
今井ひろこ氏＝を志岐集会所で
開催︒
同氏は︑持続可能な地域づく
りのため︑﹁ジオパークは漢方
薬︒即効性はなく続けてこそ意
味がある︒地域づくりは30年
計画で﹂と話されました︒
まさに︑今回のツアーはすべ
て今年スタートしたものばかり
で︑周知ＰＲを続けていくこと
の大切さは同じ事が言えます︒
町がさらに元気になるために継
続はもちろん︑観光資源を活か
すわが町にあった新たなアイデ
アもまた︑求められているのか
もしれません︒

傍聴席からの一般質
問の様子。発言者席
（中央）で答弁する
田嶋町長。
一般質問の詳しい内
容は、１月発行の議
会広報「きずな」を
ご覧ください。

「ジオパークは漢方薬。即効性はなく続けてこそ意味がある」
新たな町の観光サイト

□苓北町温泉プールの指定管理者の指定について
（＝教育委員会）
公の施設の名称
苓北町温泉プール
指定管理者となる団体
（住所）
熊本県天草市本渡町本渡６１４番地１
（名称）
合同会社 りんせん
（代表者）
代表社員 金子純二
指定の期間
平成２８年４月１日〜平成３１年３月３１日

最後におこなわれたもち投げ。
1800個のもちはわずか10分足
らずで無くなった。拾う人全員
が無心になった瞬間。
―志岐集会所

午前中には︑町の新たな観光
サイトになりつつある︑イルカ
ウォッチング︑天草・苓北オル
レコース巡り︑天草れいほく御
利益巡り︱の三つをジオツアー
として企画︒多くの人が出発地
点の富岡港に集まりました︒
KizunaⅢで行くイルカ
ウォッチングは︑定員オーバー
になるほどの盛況ぶり︒ツアー
に随行したボランティアガイド
協会の皆さんが︑丁寧な説明と
ともに町をＰＲしました︒

可決された案件
（条例制定）
▼苓北町長期継続契約を締結することができる契約
を定める条例▼苓北町個人番号の利用等に関する条
例▼苓北町農業委員会の委員の定数条例▼苓北町農
業委員会の農地利用最適化推進委員の定数条例
（条例改正）
▼苓北町町営住宅管理条例の一部を改正する条例▼
苓北町下水道条例の一部を改正する条例▼苓北町農
業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例▼苓北町特定地域生活排水処理
施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する
条例
（補正予算）
▼平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第６号）▼
平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計補正予算
（第２号）▼平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会
計補正予算（第１号）▼平成２７年度国民健康保険特
別会計補正予算（第２号）▼平成２７年度苓北町介護
保険特別会計補正予算（第２号）▼平成２７年度苓北
町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

□請負契約［苓北町拠点避難地造成工事
（１工区）
］の
変更締結について（＝土木管理課）
当初契約金額
８，
４２４万円
第１回変更（９月議会可決）
△２８６万９，
６９７円
第２回変更による増減額
１５３万９，
３９５円
変更後契約額
８，
２９０万９，
６９８円
契約の相手方
株式会社 長濱興業

恐竜の骨格レプリカに見入る子ども。
展示会場には天草各地のジオサイト写真
などが展示されていた。
―１２月６日、志岐集会所

広報れいほく ２０１５ 12月号
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保育園・学校・行政が協働と連携を図り、苓北町の
将来を担う子どもたちの 食の応援団 になります。

1月の目標

「給食の歴史を知ろう！！」

せんだご汁

（1月18日の献立）

１月は郷土料理でもある｢せんだご
汁」です。サツマイモとサツマイモでん
ぷんでこねた団子はつるんとした食感。
子どもたちも大好きな一品です。保育園
の小さい子どもでも食べやすいように、
サツマイモの量を少し多めにしています。
寒い時期に冬野菜を使って温かい汁を
いただくと、心もポカポカしてきます。
せんだご汁には町特産のレタスを仕上げ
に入れるのもおすすめ。色々な冬野菜を
使って、ご家庭のせんだご汁を作ってみ
てください。

坂瀬川保育園のおともだち

Ｑ：子どもがよくぐずりますが、対応が分かりません。
Ａ：子どもさんにとって適した食事、睡眠のリズムと
実際の生活リズムが合っていないのかもしれませ
んね。子どもさんの行動を観察しながら、昼食や
お昼寝の時間を早めてみてはいかがでしょう。お
なかがすいた時に食べ、眠たい時にお昼寝が出来
ると、目が覚めてから機嫌よく過ごせるかもしれ
ませんね。

子どもたちの輪が広がっています

地域の皆さん
との交流

■開設日時
■開設場所
11
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平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎35−1270

世
15

11
30

中学生が絵付け体験

ママたちのＱ＆Ａ

鉛筆で下書きしたあと、４色の
絵の具で絵付けした生徒ら。
「描くと決めたら肩の力を抜い
て」との指導も。笑顔で披露し
さん。
てくれたのは吉田玲音（れん）
―苓北中体育館

指導した木山健太郎さん︵右︶
は﹁今回は器を割る生徒がいな
かった⁝笑︒焼き上がりを楽し
みにしてほしい﹂と話しまし
た︒

今年も残すところわずかとなりました。これか
ら本格的な冬を迎え、小さい子どもたちはかぜや
胃腸炎にかかりやすくなります。かかっても早め
の対応で、重症化を防いであげましょう。

■材料名（子ども●人分）
サツマイモ……………１００ｇ
〃 でんぷん………７０ｇ
〃 のゆで汁………適宜
煮干し…………………適宜
水………………………４カップ
大根……………………８０ｇ
人参……………………４０ｇ
ごぼう…………………６０ｇ
しいたけ………………２枚
こんにゃく……………４０ｇ
小ネギ…………………4本
薄口しょうゆ…………大さじ１
塩………………………少々

苓北中学校３年生︵ 人︶は
月 日に内田皿山焼の木山健
太郎さんら２人の指導のもと︑
学校給食で使用する器の絵付け
を体験しました︒

ふ れ あ い 広 場

■せんだご汁の作り方
①煮干しは水にいれて、だしを取る準備をしておく。
②サツマイモは皮をむきゆでる。ゆで汁は捨てずにと
っておき、サツマイモを熱いうちにつぶし、サツマ
イモでんぷんを加えてこねる。耳たぶくらいの硬さ
になるようにゆで汁を加えて調節し、棒状にまとめ
る。
③大根、人参はいちょう切り、ごぼうはささがきにす
る。しいたけ、こんにゃくは千切り、小ネギは小口
切りにしておく。
④煮干しを入れた鍋を火にかけ、沸騰する直前で煮干
しを取り出し、だしを取る。小ネギ以外の野菜を加
え煮る。野菜に火が通ったら調味し、②で作った団
子を１㎝幅くらいに切り、鍋に加える。団子が透き
通ってきたら、火を止める。
⑤器に盛ってネギをのせる。

学校給食で使用している食器
は︑内田皿山焼のもの︒生徒自
ら描くオリジナルの絵付けは︑
美術学習の一環であるととも
に︑磁器食器に愛着をもち大事
に扱うことを知る場でもありま
す︒
界一と もい わ れ
る 陶 石 産 地 ︑天
草︒内田皿山焼
の磁器は平成
年３月に国の﹁
伝統的工芸品﹂
の指定を受けています︒今回︑
絵柄のテーマは﹁野菜︑果物︑
花﹂に限定︒生徒らは鉛筆で下
書きした器に絵付けをしまし
た︒年内を目途に焼き上げられ
る器は︑３学期の給食でお目見
えするとのことです︒
給食委員長の西田翼君は﹁伝
統工芸にふれることができ思い
出になった︒３学期の給食を楽
しみにしている﹂とあいさつし
ました︒

苓北町子育て支援センター

ぱくぱく」

伝統工芸を体験する︒

食で育む命の応援団
「チーム

平成２７年度食器の絵付け
苓北町学校給食調理場

62

Kentaro Kiyama

木山 健太郎さん
1974年、苓北町。
大学卒業後、京都での修行を経て
帰郷。平成13年有限会社木山陶石
鉱業所入社専務取締役就任。平成
26年10月同社代表取締役就任。
苓北町教育委員2期目（6年目）
妻、子供2人と4人暮らし。
広報れいほく ２０１５ 12月号
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写真で伝える

第20期関東ふるさと苓北会

町の風景

総会、懇親会を開催

１２月７日、富岡小学校では

１１月２９日、東京都内において、関東圏

児童らが花の種をつけた風船

在住の苓北町出身者などで構成する関東ふ

を飛ばしました。人権の花運

るさと苓北会
（大仁田淳会長）
の総会および

動によるものです。６年生の

懇親会が開催され、約２００人が出席しまし

山下葵さんがとばした風船は

た。

９日、鹿児島県出水郡長島町

総会では、
２０周年記念事業として苓北中

の某会社にみつけてもらい、

学校へ校旗を寄贈したことなどを報告。懇

「春になったら種をまき、大

親会では、歌謡ショーや還暦・喜寿のお祝

切に育てる」との便りもあっ

い、町特産品が当たる福引き大会もあり大

たとのことです。

いに盛り上がりました。
再会や思い出話はもちろんのこと、ふる
さとを懐かしむ笑顔あふれる会となりまし
た。

上下写真は参加者から提供いただきました。

１２月５日、坂瀬川保育園では
恒例のもちつき大会を行いました。
おじいちゃんやおばあちゃ
ん、お父さんやお母さんと一
緒にもちをつき、まるめまし
た。杵でつくのは大人でも技
術と体力が必要ですが、園児
らは慣れたもの。もちめがけ

ふるさとでつながる絆の輪―。
関東にお住まいの皆さん、ふるさと会に参
加しませんか。
来年も多くの参加をお待ちしています。

て上手に杵を振り下ろしてい
ました
（左写真）
。
13
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田﨑 良人
小川 文平
山下 周儀
髙戸 直樹
浜口 雅英
森 恵美子
浦﨑 満志
森田 和子
山下 恵子
永野 清江
山下大賀子
高橋 正美
金子かをる
宮﨑 益美
田中美津子

なぎさ句会

み ん な の ひ ろ ば

俳壇
冬枯れの庭に水仙咲き始む
髭少し延ばしお爺の冬籠
炬燵舟球磨川舟唄櫓がしなる
大漁の願ひ餅撒く恵比須祭
霙降る港に一人舟繋ぐ
門前の柿の実つつく小鳥かな
束の間や八十路の祝い木の葉髪
注連飾離れて高さ指図かな
到来の柿白皿に盛りて見る
説法もギターと歌の報恩講
息白し墨絵の如き中善寺湖
小春日や昭和の町を夫と行く
足元に冷たき風や障子貼る
石段にふれる振袖七五三
老夫婦半畝ずつの冬菜畑

﹃頑張ったおゆうぎ会﹄

園児の作品

小学生の作文

志岐小学校３年
なかばやし

中林

小学生の作文

はる こ

青子
さん

﹁人権の花運動﹂
富岡小学校では︑

﹁習字でがんばったこと﹂
﹁光﹂の字を書く時にむずかしか
ったところは︑五画目のはらいで
す︒五画目のさい後のはらいをゆっ
くりぬくのがむずかしかったです︒
だから︑練習をたくさんしました︒
わたしは︑習字の練習のとき︑い
つも集中して書くように心がけまし
た︒そして︑馬場先生のお話もしっ
かり聞いて書くようにしました︒ゆ
うしゅうしょうにえらばれた時は︑
とてもうれしかったです︒集中して
やると︑やったせいかが出るんだな

ゆ

う

こ

あーと思いました︒これからもがん
ばります︒

で

日に人権の花運動という

井手 佑有子 さん

い

富岡小学校５年

月

たやさしさの花がさくようにねがっています︒

大事に育ててきた種が遠くの人々の手にとどき︑ま

もうすぐ種をとばす日がきます︒私たちが大事に

したりしたいと思いました︒

たり︑相手の気持ちを考えて言葉をつかったり行動

だちにもつなげ︑人が困っていたら声をかけてあげ

との大切さを知りました︒これからは︑この心を友

みんなで協力して育てること︑心をこめて育てるこ

りました︒そして︑小さな命を大切に育てること︑

んぐん育つという生命のつながりがあることが分か

が大きく育ち︑かれて︑種ができたらまた育ててぐ

という活動です︒毎日毎日水をかける中で小さな命

その花からできた種をふうせんの中に入れて飛ばす

水をかけ︑ぐんぐん育ち花がさきました︒そして︑

ちといっしょに種まきをしました︒そして毎日毎日

活動を行いました︒４月に︑富岡保育園の子どもた

29

総務課広報係
ＴＥＬ３５−１１１１
ＦＡＸ３５−２４５４

１２月５日（土）は、お遊戯会でした。
たくさんの観客にちょっぴり緊張したけど最後までがんばっ
て参加することができ、楽しい思い出づくりができました

14
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この欄は、
みなさんと一緒につくるページです。楽しい行事やご要望など、
お気軽に広報係へ

ぞうぐみ のおともだち

都呂々保育園

苓北町で、元気に生き生きと暮らしていらっしゃる
『たっしゃかもん』
を紹介します。

輝いています！

社会福祉協議会だより
心配ごと、悩みごとのご相談はご遠慮なくどうぞ

No.177

レタスを作り50年、俺たちには定年は無かです!!
お

の

小 野

たてる

建

（昭和10年８月24日生まれ）満80歳

さん

志岐釜区在住

問 好きな食べものは？

（FAXも同じ）

生活福祉資金貸付制度のご案内
目的

低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に、資金の貸付と必要な相談支援を行います。経済的
自立及び生活意欲の助長、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した地域生活を送れるよう支援し
ます。
※次の６点のいずれかに該当する場合は貸し付けを行うことができません。
①民生委員児童委員・市町村社協・県社協の支援や指導を受け入れない人
②自己破産の申立て中や多重債務の人
③母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、県育英資金などの公的資金をすでに借りている、
または借入資格のある世帯
④現在借入中の償還（返済）が滞っている人や連帯保証人となっている人
⑤現住所が住民票と同一でない人
⑥生活保護を受給中の人

まず、刺身でしょうなあ。焼酎のお湯割りをコップで2杯。
これが、毎晩の楽しみです。そいから、鶏の唐揚げ、大根漬
けが大好きです。あんパンが好きで、野良に出る時は、必ず
持って行きます。
建さん28歳、
フミコさん24歳

問 好みの女性のタイプは？
一番、良かとは母ちゃん(妻のフミコさん)です。健康であれ
ば、誰でん良かとですよ。(笑)

問 もし生まれ変わったら？
農業の他には、これと言った才能もなかですが、農業は自然相
手で、収入が不安定です。まちっと勉強ばして、公務員になり
たかですね。
50年続く共同作業

「百姓に（嫁に）来るかい？」胸キュン♡これが、一
世一代、建さんのプロポーズの言葉。当時、誰もが憧れ
るバスガールをしていた、富岡（三丁目）のフミコさん
のハートを射止めた。
小野家は、代々続く専業農家。男ばかりの6人兄弟の
次男として生まれ、家を継いだ。主要作物は、カライモ
と麦。町内では、カライモの栽培がさかんに行われ、デ
ンプン工場の原料となった。昭和10年代から稼動したデ
ンプン工場は、約40年間、町を支える産業の一つとなっ
ていたことは、言うまでもない。あの独特な臭いが今も
記憶に残る人も多い。
さて、建さんは一男一女の子宝に恵まれ、若い力と探
究心を注ぎ、昭和40年からレタス栽培に取り組み、今年
で50年となった。
現在、小野家の畑では、レタスの収穫が最盛期をむか
えている。妻のフミコさんと共に、午前中は収穫作業
を、午後からは根や葉を切り、包装、箱詰めの一連の作
業をこなす。一日おきに、25箱ほどＪＡに出荷する。価
格は気象状況で大幅に左右され、寒波到来に期待を寄せ
る。「レタスは、好きで作っとるわけじゃなかですけ
ど、体の動くうちは、作らんばと思います。俺たちに
は、定年は無かですけん!!まあ、死んだ時が定年です。
（笑）」と建さん。レタス栽培歴50年!!二人三脚で進む
道は、まだまだ続く。うっすらと汗がにじむ頬に師走の
風が心地よく通り過ぎた。
17
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ひ けつ

問 長生きの秘訣は？
まず、第一は、無理をしないことでしょうなあ。そいから、
町の健康診断は必ず受けています。畑の合間には、犬ば連れ
て散歩に行きます。とにかく、じいっと、しとらんことです。
一番の楽しみは、旅行と歌です。旅行は、夫婦でよく行きま
す。また、子どもの頃から歌が大好きで、宴会の時は必ず一
曲歌ってきます。「小野さんが、こがん上手やったて知らん
やった!!」と言われました。(笑)

ゃんの
おじいち

知恵袋
***志岐（釜)から見た!!
建の天気予報!!***

その１ 中尾の山に雲が低く立ち込めたら、
雨が近い
その２ 円通寺沖が夕方曇ったら、雨が近い
その３ 飛行機雲が長く消えないときは、雨
が近い

内容
１

総合支援資金
失業など、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために生活費と一時的な資金を
必要とし、貸し付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
（１）生活支援費・・・生活再建までの間に必要な生活費用
（２）住宅入居費・・・敷金、礼金等住宅の賃借契約を結ぶために必要な費用
（３）一時生活再建費・・・生活再建に一時的に必要かつ日常生活費で賄うことのできない費用
２ 福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で、自立生活を営むために、
一時的に必要であると見込まれる費用
（１）生業を営むために必要な経費、（２）技能習得に必要な経費、（３）住宅の増改築、補修な
どに必要な経費、（４）福祉用具などの購入・福祉サービス利用に必要な経費、（５）障がい者用
自家用車の購入に必要な経費、（６）災害を受けたことにより臨時に必要となる経費、（７）冠婚
葬祭に必要な経費、（８）住居の移転等、給排水設備などの設置に必要な経費、（９）就職、技能
を習得などの支度に必要な経費、（10）その他の日常生活上に必要な経費など
３ 教育支援資金
（１）教育支援費
高等学校、短期大学、大学または高等専門学校に修学するのに必要な経費が、無利子で借りら
れます。
（国公立、私立の高等学校、短期大学、大学または高等専門学校など）
（所得に制限があります。）
（２）就学支度費
高等学校、短期大学、大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費
（入学のときの教材、カバン、制服、靴など）が無利子で借りられます。
（所得に制限があります。）

広報れいほく ２０１５ 12月号
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町

総務課からお知らせします

▼運動の期間
月 日〜１月３日
▼運動の重点目標
▽飲酒運転の根絶
▽高齢者の交通事故防止
▽シートベルトとチャイルドシート
の全席着用の徹底
▽自転車の安全利用の推進

□
問総務課 担当／松本
☎○
内２０８ ○
町
︱１１１１

生活習慣病予防健診
骨粗鬆症検診を実施します
福祉保健課

償却資産の申告を忘れずに
税務住民課

不問

消防出初め式を開催します

〃

日ごろから昼夜を問わず消防防災活
動をおこなっている消防団の訓練や迫
力ある放水競技︑幼年消防クラブの分
裂行進などを行います︒
食生活改善推進員協議会の皆さんに
よる﹁ぜんざい﹂の無料提供もありま
す︒
町民皆さん多数ご観覧ください︒
▼日 時 １月 日︵日︶
行進開始 ８時 分
開会
９時
農村運動広場︵※雨天時は
苓北町体育センター︶

1人

所

介護職

▼場

1人

年末年始の
交通事故防止運動を実施します

▼納税義務者 賦課期日︵平成 年１
月１日現在︶の償却資産の所有者
▼価格の決定 申告と調査に基づいて
資産を把握し︑減価償却計算により
算出した評価額
▼課税標準額 賦課期日現在の償却資
産の価格で台帳に登録されたもの
▼税 率 1・4％
▼免税点 課税標準となるべき償却資
産合計額が１５０万円未満の場合

レジ精算係
121,000～151,000 4127651

▼日
時 １月 日︵金︶午前９時〜
▼受
付 午前９時〜 時
▼場
所 役場大会議室
▼申込締切 １月 日︵金︶
生活習慣病予防健診 先着 名
▽対 象 者
〜 歳の主婦や農漁
業に従事している人など︑健診を
受ける機会がない人︵※男女不問︶
▽健診項目 身体測定︑尿検査︑心
電図検査︑血液検査︵貧血︑肝腎
機能︑脂質︑糖代謝︶︑内科診察
▽個人負担金 ２︐
０００円
骨粗鬆症検診 先着 名
▽対 象 者
歳以下の女性
▽検診方法 超音波でかかと部分の
骨密度測定
５００円

140,000～210,000 4116451

▽個人負担金

□
問税務住民課 担当／山口敏
☎○
内１１１ ○
町
︱０００２

不問

固定資産税の課税対象となる減価償
却とは︑土地︑家屋および自動車︵自
動車税︑軽自動車税を支払うもの︶を
除く有形の事業のために用いることが
できる資産で︑その減価償却額または
減価償却費が法人税法または所得税法
の規定による所得の計算上︑損金また
は必要経費に算入されるものをいいま
す︒
所得税︑法人税の確定申告で︑これ
らの資産を減価償却費に計上している
場合︵個人・法人両方が対象︶は︑必
ず償却資産の申告が必要です︒償却済
み資産も課税の対象になりますので︑
平成 年２月１日︵月︶までに役場へ申
告してください︒申告用紙は︑役場に
ありますので申し出ください︒
償却資産とは⁝製造や小売︑農業など
の事業を個人または会社で営んでいる
人が所有し︑その事業のために用いる
ことができる次の事業用資産をいいま
す︒
①構築物︵家屋を除く︶▽門▽塀▽舗
装道路▽ネオンなど②機械および装置
▽モーター▽プレス機▽冷凍装置など
③船舶▽ボート▽釣船など④車両およ
び運搬具▽自転車▽リヤカー▽キャタ
ピラを有する自動車など⑤工具・器具
および備品▽机▽椅子▽パソコンなど
⑥太陽光発電設備︵下表︶

〃

□
申□
問福祉保健課 担当／永野
☎○
内１４２ ○
町
︱０００２

1人

年末年始は︑車の動きが慌ただしく
なり︑飲酒の機会も増え重大な交通事
故の発生が心配されます︒町民一人ひ
とりが交通安全を心がけ交通事故防止
に努めましょう︒

ホテルフロント

省エネを推進しています

2人

知ろう！ 守ろう！

事業の用に供している資産として、
発電出力などにかかわらず課税対象
人
法

正看護師

28

130,000～200,000 4115551

課

130,000～160,000 3948751
不問

不問
〃

務

〃

39歳以下 160,000～180,000 4155251
不問 180,000～185,000 4200051
1人

総

地球環境を良くするため︑省エネル
ギーは大切です︒役場庁舎では冬季期
間中︑﹁省エネ﹂の一環で次のことを
すすめます︒
▼暖房は室温が 度以下の時に使用
し︑温度設定を 度以内とします︒
▼職員は防寒着の着用︑ひざ掛けを使
うなどし︑節電につとめます
▼期間は︑本 年 月１日から来年３ 月
日までとします︒
来庁される皆さまのご理解ご協力を
お願いします︒

不問
18歳以上 150,000～220,000 4111151

□
問総務課 担当／福田
☎○
内２０９ ○
町
︱１１１１

タコあげは電線のないところで

個人でも事業の用に供している資産は、
発電出力などにかかわらず課税対象

〃

選挙の正しいルール

年末年始は何かと贈り
物やお祝い事をする機会
の多いシーズンですが︑
政治家が選挙区内の人
に︑お金や物を贈ること
は公職選挙法で禁止され
ています︒また︑有権者
が政治家に寄附や贈り物
を求めてもいけません︒
次の①から④までおよ
び⑥で処罰されると︑公
民権停止︵選挙への立候
補︑選挙での投票等が禁
止されること︶の対象と
なります︒

九州電力㈱天草営業所
タコあげのシーズンです︒
電線の近くではタコをあげないよう
にしましょう︒もしタコが電線にかか
ったら︑危険ですから自分で取らず九
州電力までご連絡ください︒
▼電柱にのぼらないでください︒
▼電線を竹ざおなどでつつくのは大変
危険です︒

個
人
（事業用）

〃

1人

〃

39

1人
1人

当直係（夜間）

下水処理場現場管理技術員
成型作業員

縫製
122,144～140,800 4094751

1人
ホテルフロント（日勤のみ）

不問

119,152～132,000 4143951
〃

200,000～300,000 4141851

28

□
問九州電力㈱天草営業所
☎０１２０ ︱９８６ ︱６０７

課税対象外
不問
2人 苓北町
縫製工

金（単位:円） 求人番号
賃
年 齢
人 数 就業場所
種

INFORMATION

寄附禁止のルールを守
って︑明るい選挙を実現
しましょう︒

︱１１１１

□
問苓北町選挙管理委員会・苓北町明る
い選挙推進協議会︵総務課内︶
担当／道田
○
町

個
人
（住宅用）

屋根などに経済産
業省の認定を受け
設置（売電の事業
資産として対象）
土木施工管理技士
2人 苓北町 40歳以下 184,000～184,000 4211451
不問 123,200～149,600 4093451
3人
〃

職
金（単位:円） 求人番号
賃
年 齢
人 数 就業場所
種

18
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１０ｋｗ以下
12月１日現在
【常用一般分抜粋】

求 人 情 報

20 18

12

35

１０ｋｗ以上
職

対象となります。

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か

①政治家の寄附
②政治家に対する寄附の
勧誘・要求
③政治家の関係団体の寄附
④後援団体の寄附
⑤年賀状などのあいさつ状
︵答礼のための自筆分を除く︶
⑥あいさつを目的とする有料広告

☎○
内２０９

出典＝総務省ホームページ

39

40

39

これらのものも、政治家の寄附禁止の

35

31

35

29

15

20

69

10

20

秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典
葬儀の花輪・
供花
入学祝・卒業祝

お歳暮・お年賀
受け
取らない！
求めない！

病気見舞

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎

21

贈らない！

設置者
現場作業員

三ない運動

お知らせ
10

12

落成式・
開店祝等の
花輪

みんなで徹底しよう
町内会の集会・
旅行等の催物への
寸志・飲食物の
差入

掲載希望は総務課広報係へ

40

お祭りへの
寄附・差入
地域の運動会・
スポーツ大会への
飲食物等の差入
秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝

町…町内無料電話
○
内…内線
○

申 …申し込み先
□
問…問い合わせ先
□

こせきの窓

11月受付分

〈新生活運動の推進〉お返しは廃止し、お礼状をおくりましょう
（敬称略）

区 名

木 場
紺屋町
五丁目

氏

松尾
松下
木口

名

莉友（りゆ）
涼（りょう）
愛結（らむ）

幸せにゴールイン
区 名

年

柄

夫

氏

平井

お悔やみ申し上げます
区 名

四丁目
馬 場
五丁目
釜
浜之町
内 田
西川内
三丁目
涼 松

氏

護

者

忍・有里佳
十兵衛・裕子
裕介・留美
（敬称略）

名

心理

保

区

名

天草市

名

浦島フミエ
平井あさみ
稲尾ヨシミ
山口
弥
鮫嶋二三男
加藤
穗
西川
安
山内マスエ
藤下アサ子

善意の寄附

妻

甲斐

氏

名

亜美
（敬称略）

年齢

91歳
88歳
87歳
80歳
75歳
82歳
77歳
94歳
87歳
ありがとうございました

●社協寄付（11月受付分）
青砥 忠孝さん 平井 博道さん 稲尾 博俊さん
山口満寿惠さん 白石 一志さん 山内 一夫さん
●広報れいほく郵送料寄付（Ｈ27.11.18〜Ｈ27.12.16）
宮﨑 英人さん
（長野県） 竹本 静雄さん
（埼玉県）
石原 良穂さん
（神奈川県）西田 勝年さん
（天草市）
（千葉県） 鈴木 優子さん
（東京都）
田中 安弘さん
杉山
繁さん
（神奈川県）宮﨑 光伸さん
（埼玉県）
田﨑 正俊さん
（埼玉県） 大仁田 淳さん
（埼玉県）
（東京都） 黒瀬 大造さん
（神奈川県）
柴田 治美さん
戸北 雅三さん
（兵庫県） 髙戸 栄行さん
（静岡県）
（静岡県） 平井 正清さん
（福岡県）
吉澤
務さん
金部 輝男さん
（大阪府）

子どもの急な病気の相談に応じます
■受付日時

毎日、午後７時〜午前０時

☎＃８０００番

■ただし、ダイヤル回線、ＩＰ電話、光電話からは
☎０９６−３６４−９９９９
天草保健所

１月休日当番医

1月1日
（金） 慈恵病院
（内・外）☎３７−１１１１
猪口医院
（小・内）☎３７−０００１
2日
（土） 慈恵病院
（内）☎３７−１１１１
3日
（日） 慈恵病院
（内）☎３７−１１１１
苓北クリニック （内・呼）☎３５−１１１９
10日
（日） 慈恵病院
（外）☎３７−１１１１
11日
☎３７−１１１１
（月・祝）慈恵病院
（午前：内・整・ﾘﾊ・泌・耳）
（午後：内・整・ﾘﾊ・泌・耳・小）
（日） 慈恵病院
17日
（内）☎３７−１１１１
（日） 医師会病院
24日
（内）☎３５−１１３３
苓北クリニック （内・呼）☎３５−１１１９
（日） 医師会病院
31日
（内）☎３５−１１３３
猪口医院
（小・内）☎３７−０００１
※休日当番医は12月14日現在の予定です。本紙発行後に変更になる
場合があります。天草郡市医師会ホームページでも確認できます。
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休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
7日（木）、21日（木）

１月

年末年始は営業します

苓北町歴史資料館 ☎３５−０７１２
毎週木曜日 年末年始は営業します
温泉プール
☎３５−３３０１
１〜３日、毎週水曜日

くらしの情報
「はたちの献血」キャンペーン
〜 二十歳が救う

命のリレー 〜

１月〜２月は「はたちの献血」キャンペーンの期間です。
みんなで、献血の輪を広げましょう！
４００ｍＬ献血・成分献血にご協力ください。

交通事故防止に努めましょう
苓北町では11月末日現在、12件（前月比
＋２）の交通事故（負傷者15人）が発生し
ています（件数は本年１月からの累計）。
安全運転を心がけ、交通事故防止に努めま
しょう。

献血者が減少しがちな冬期は、輸血用血液が不足し
やすい季節です。
このため、熊本県では１月〜２月の２か月間、成人式
を迎える「はたち」の若者を中心に、広く県民の皆様
に対して献血を呼びかけています。
特に若い人たちで、献血をしたことがない方は、是
非ご協力をお願いします。

緊急通報は
（平成27年11月支出分）
町長交際費とは、 区 分
金 額
件数
町長が円滑な行政運 弔 慰
0円
０件
営を図るために町を 見 舞
0円
０件
代表して行う外部と 御 祝
0円
０件
の交際に要する経費 賛 助
0円
０件
です。クリーンな行 接 遇
１件 20,000円
１件 10,000円
政運営を目指す苓北 会 費
みやげ
・
記念品
４件 36,600円
町では、町長交際費
0円
その他
０件
を毎月公表します。

11月計

６件

66,600円

用語解説

・弔 慰
町政関係者に対する香典、供花などに係る経費
・見 舞
町政関係者の病気、災害などの見舞いに係る経費
・御 祝
記念行事、式典、
祝賀会などに際しての祝いに係る経費
・賛 助
各種大会、新聞などの特別企画などで公益性のあるも
のへの賛助
・接 遇
来客、町政関係者との懇談などに係る経費
・会 費
円滑な町政運営に資する会議、会合、研修会への参加
に係る経費
・みやげ・記念品
来客、町政関係者へのみやげ、記念品などに係る経費
・その他
上記の区分に掲げるもの以外に係る経費

■問い合わせ先

総務課

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

110番

１月１０日は１１０番の日
事件・事故などの
緊急通報ダイヤル

国民年金、厚生年金保険などから支給される一定
額以上の老齢年金などは、所得税法上「雑所得」と
して、所得税がかかります。
日本年金機構では、所得税が源泉徴収されたか否
かにかかわらず、老齢年金などを受けている年金受
給者全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、
１月末までに送付しています（障害年金・遺族年金
は課税対象ではありませんので送付されません）。

110番

落ち着いて！１１０番
●なにが……（事件か、事故か）
●いつ………（今か、何時頃か）
●どこで……（例〜苓北町の………で）
※いたずら電話は絶対にしないでください
※間違い電話にご注意ください。
※１１０番は警察本部で受けています。
耳や言葉の不自由な人の１１０番専用メールは
kumamoto-police110@deluxe.ocn.ne.jpへ。
なにが、いつ、どこで、住所・氏名、電話番号、
犯人の特徴（服装、車のナンバーなど）を入力送
信してください。
安心の
警察相談

公的年金等の源泉徴収票が
送付されます。
大切に保管してください。

＃9110

緊急の事件・事故以外の用件にご利用ください。警
察相談電話（☎０９６−３８３−９１１０）も利用できます。
問 天草警察署 ☎２４−０１１０
□

源泉徴収票には、１月から１２月ま
での１年間に支払われた年金の総
額、特別徴収された介護保険料や
後期高齢者医療保険料の金額、源
泉徴収税額および控除内容が記載
されています。確定申告の際に添
付書類として必要ですので大切に
保管してください。

万が一紛失したり破損した場合には、再発行する
ことができます。基礎年金番号が確認できるものを
ご用意のうえ、下記まで電話で申請してください。
問 本渡年金事務所 ☎２４−２１１２
□
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
☎０５７０−０５８−５５５
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充実のインフラ（上下水道、光ブロードバンド）
充実の福祉（医療機関、福祉施設、温泉施設）

ざいのお

ざいのおニュービレッジ宅地分譲中
ざいのおニュービレッジでは現在、１７区画
を購入していただきました。
残りは８区画です。
充実したインフラや福祉と豊かな自然環境を
併せもつ、眺望が自慢の宅地です。
現地案内も随時可能。
ぜひ一度お問い合わせください。
問 土木管理課 担当／武林 ☎○
内 １２２
□

ざいのおニュービレッジ（平成21年４月）

分譲宅地一覧
区画
番号

地積（㎡）

７

260.91

約78.93

3,468,917

９

260.02

約78.66

3,368,441

10

326.87

約98.88

4,345,885

11

272.13

約82.32

3,618,092

地積（坪）

販売価格（円）

275.09

約83.21

3,657,447

13

284.17

約85.96

3,778,169

19

271.85

約82.23

3,614,369

24

383.47

約116.00

5,359,865

国道３２４号線←

12

町道

９
７
24

１3

１９

おりやまニュータウン

〈一例〉

●宅地の場所
●販売区画数

苓北町坂瀬川字東折山
1区画

面積（㎡）

金

237.68

3,802,880

１０万円

１年以内

２年以内

１年以内

２年以内

１０万円

５万円

１０万円

５万円

住宅建設 地元企業で建築 一部地元企業利用 地元企業で建築 一部地元企業利用
要
件
２０万円
１０万円
２０万円
１０万円
優遇措置
（補助金額）
23

最高６０万円
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最高４０万円

面積（㎡）

金

190.10

3,927,466

富岡3444番49

187.53

3,874,369

富岡3444番48

はま団地

●宅地の場所
●販売区画数

額（円）

所

在

35

苓北町都呂々字長迫
１区画

面積（㎡）

金

額（円）

362.39

4,783,548

所

在

都呂々2934番3

コンサル系

社会保険労務士

ＩＴ資格／
パソコン系

ＩＴパスポート、基本情報技術者

医療系

医師、歯科医、獣医師、薬剤師、
歯科技工士、歯科衛生士

電気系

電気主任技術者、電気工事士、電気通信主任
技術者、電気工事施工管理技士

調理／衛生／
飲食系

管理栄養士

車両／航空／
船舶系

海技士（機関）、海技士（航海）、自動車整
備士、潜水士

会計系

公認会計士、税理士

不動産系

測量士、土地家屋調査士、不動産鑑定士

介護／福祉系

あん摩マッサーシ゛指圧師、介護福祉士、介
護支援専門員、看護師、臨床検査技師、臨床
工学技士、理学療法士、はり師、作業療法
士、保育士、保健師、きゅう師、救急救命
士、助産師、診療放射線技師、視能訓練士、
精神保健福祉士

建築／施行系

管工事施工管理技士、土木施工管理技士、
建築士、建築施工管理技士

生活関連

理容師、美容師

教育関連

学校図書館司書教諭、高等学校教諭普通免許
状、養護学校教諭、中学校教諭普通免許状、
小学校教諭普通免許状

その他

町長が特に必要と認めた国家資格及び第１次
産業に関連する資格や技能等を取得し、後継
者としてその業務に従事する者

※注意

本表は平成26年度以降の採用者から適用

問 教育委員会 担当／吉本
□
内 ４０４ ○
町 ３５−２１１１
☎○

57

−
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教育委員会

建設時期

１０万円

内

苓北町富岡字轟三番割
２区画

行政書士、司法書士

都呂々中学校跡施設
利用提案事業者
随時募集中

４人以上

町

坂瀬川1686番8

法律系

平成 年３月に閉校した都呂々中学
校跡施設は︑地域に長く愛されてきた
貴重な財産です︒施設の有効活用と地
域活性化への貢献を条件に︑利活用を
希望する方からの提案を随時募集しま
す︒
▼所在地

入

外
２０万円

在

（表１）
町が定める国家資格など

都呂々１２４５ １
▼対象施設︵校舎︶
①管理・教室棟︵RC２階︶
1︐
381㎡
②特別教室棟︵RC２階︶
576㎡
※昭和 年３月の建築で新耐震基準
を満たします
▼条件など
施設の利用は︑公序良俗に反しない
もの︑政治活動を伴わないもの及び非
宗教的なもので︑次の項目をみたすこ
と︒
①産業の振興︑福祉の向上︑雇用創
出その他地域の活性化につながる
利用計画であること
②地域の理解を得られる利用方法で
あること
※詳細については応相談

転

町

所

ニューとどろき

●宅地の場所
●販売区画数

優遇措置の基準

額（円）

町では、平成28年度の予約奨学生を募集します。
希望者は、在学校の学校長を経由して、教育委員会へ
願書を提出してください（在学途中でも可）。
条件と募集期間は次のとおりです。
■募集人員
①高等学校と高等専門学校奨学生
７人程度
②大学（短大含む）及び専修学校等奨学生 ９人程度
■資格
○他の奨学金を受けていない人
○①については中学校の評定平均が3.2以上、②につ
いては高校の評定平均が3.5以上であること。
○世帯全員の１年間の所得が町で定める基準額以下で
あること。
■奨学金の月額
〇高等学校と高等専門学校奨学生 １万２千円以内
〇大学奨学生（短大を含む）と専修学校等奨学生（文
部科学省が規定する学校）
３万５千円以内
■返還
〇高等学校奨学生は、同校卒業後１年おいて、借りた
年数の２倍以内の期間内で返還する。
〇高等専門学校奨学生は、同校卒業後借りた年数の２
倍以内の期間内で返還する。
○専修学校等奨学生・大学奨学生は、同校卒業後借り
た年数の３倍以内の期間内で返還する。
※奨学金制度は、先輩が返還した奨学金が後輩の奨
学金として活用されています。したがって、貸付
終了後は返還計画どおり返還しなければなりませ
ん。
※町が定める国家資格など（表１）を持つ人で、町
内に住んで町内の施設や町内を拠点としてその国
家資格などの業務に従事する人は、奨学金の一部
の返還が免除されます。
■利息 無利子
■募集期間 平成28年１月４日
（月）〜２月26日
（金）
■留意事項
①町の奨学資金は貸付事業です。卒業後には必ず返
還する義務があります。申込みの際は、家庭の経
済事情や返還時の負担など奨学生と保護者がよく
話し合ったうえで、申し込んでください。
②他の貸付型奨学金との併用はできません。

□
問教育委員会 担当／吉本
☎○
内４０４ ○
町
︱２１１１

４人家族で町外から転入し、土地購入後１年
以内に地元企業を使い建築した場合に、最高
で６０万円の助成が受けられます。
※ざいのお以外の宅地購入にも適用。

目

１１

好立地の宅地は、他にもあります！

優遇措置あります

項

１２

１０

平成28年度奨学生を募集します
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