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大寒の空、拳刺す男衆に
温もりの眼差しを。

裸まつり 朱色の神輿を担
ぎ、極寒の海約３００㍍を泳
ぎきった男衆に群がるカメ
ラマンと見物客。思わずと
びだしたガッツポーズに皆
が微笑む（上津深江八坂神
社裸まつり、１月20日）

特集 ｜まちづくりのかたち｜

約４０年 に 一
度というレベ
ルの大寒波が
襲来。苓北町
でも大雪に見
舞われた。写
真は志岐中通
（１月２４日）
関連は２４ペー
ジに掲載

安心して住める町、
いきいきと暮らせる町、
ふるさと呼べる町―。
まちづくりのかたちは様々です。
今号では、苓北町で新たにスタート

動き

町の

平成28年１月末現在

7,724人（−９）

男3,607人
（−1） 女4,117人
（−８）
世帯数 3,229戸（−６）

した移動販売と電気自動車急速充電
設備を紹介します。

2016
（平成28）
年

№

※（ ）は前月比

626

２月22日
（月）広報れいほく
目次
02
03

目次
特集 まちづくりのかたち
移動販売
電気自動車急速充電設備

08

まちのわだい
ニューイヤーコンサート/生き生き芸術体験教室

ＮＥＷみぞか号 ２月14日、お披露目会があった。
日本初導入の最新型プロペラ機（ATR42-600型機）は
48人乗り

西天草ロータリー少年サッカー/ボランティア育成講座

09

REIHOKU CHANNEL
保育料について/NEWみぞか号就航

10

歴史を訪ねて−第47回−
歴史資料館・開館記念特集
（鯱の復元）

11
12
14
15

チームぱくぱく/ひだまり
みんなのひろば
社会福祉協議会だより
たっしゃかもん
富田サカエさん
（本郷）

16
21
22
24

お知らせ
こせきのまど
上津深江八坂神社

裸まつり

生き生き芸術体験教室 １月29日、志岐小体育館
プロの人形劇を町内の児童・保育園児が体験した。

町の風景 記録 雪化粧 2016.1.24-25

チャンスは突然やってきた―。
吹雪の中、巨大雪ダルマ？作りにチ
ャレンジする少年。坂瀬川地区総合

カレンダー（主な行事予定）

グラウンドの芝にも７〜８㎝の積雪

2016

があった（１月24日）
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2016

March
１日

苓洋高校卒業式

９日〜 議会定例会（予定）
13日

苓北中学校卒業式

20日

志岐八幡宮・都呂々神社春季大祭
富岡稲荷神社初午大祭

日

４
月

Ａpril
火

水

木

金

土

1 2
３ 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

24日

町内小学校卒業式

27日

熊本県知事選挙投票日

17 18 19 20 21 22 23

29日

町長杯グラウンドゴルフ大会

24 25 26 27 28 29 30

３日

消防団辞令交付式

11日

町内小中学校入学式

14日

戦没者追悼式

29日〜 天草西海岸春の窯元めぐり
（〜５日）

昭和の日
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そのきれさ

じゃっと節の音色 ︒
―
それは移動販売の合図

﹁海の青さよ
ソラぎゅ

上︵あ︶
がん

ハイヤ節

あげりゃ

生魚︵ぶえん︶肴で
っと
歌もはずむよ
サッサ来なっせ
なっせ
んまか

新︵あたら︶

磯のアワビに鯛の魚︵いお︶
マコテ
しか︹ジャット︺
そがんジャット

﹁皆さんの喜ぶ顔を見るの
がうれしい︒カラダが続く
かぎりやっていきたい﹂
移動販売はスタートした
ばかりだが︑地域や人との
つながりを実感している様
子のご夫妻の姿が印象的で
した︒
相乗効果に期待

﹁買い物で困っているお年
寄りのために何かしたい﹂
文孝さんの想いは︑移動販
売という町では初めての試
みとなって表れました︒
軽トラックを改造した移
動販売車を新規購入︱︒昨
年 月からスタートさせ︑
週に３日︑町の山間部をメ
インに車を走らせます︒ス
ピーカーから流れる〟じゃ
っと節〟を合図に︑基本的
には民家一軒一軒をまわる
とのこと︒助手席には︑レ
ジを膝にのせた久美子さん︒
﹁昔お世話になった人たち﹂
に対する恩返しの気
持ちもあるようです︒
実際の販売では︑
捌きたての新鮮な刺
身とすべて手作りの
総菜が人気︒このほ
か︑日用品や野菜な
どもあり豊富な品揃
えとなっています︒

苓 北 町 で も 進 む 少 子 高 齢 化 ︱ ︒ １ 月 末 の 人 口 は７︐
７２
４ 人 ︑ 高 齢 化 率は ・ ５ ％ ︵ ５ 年 前 と 比 べ る と 人 口 ５ ８
１人の減︑高齢化率は４・１％の増︶

移動販売を行うのは︑苓
北町富岡︑福マートの福本
文 孝 さん︵ ︶と 妻 久 美 子
さん︵ ︶︱︒

専用自動車による移動販売
が 月にスタートしまし
た！

そんな皆さんをお助けしま
す！

買い物でお困りではありま
せんか︒

近くにお店がない
行きたいけど車がない
足腰が弱くて出かけられな
い⁝︒

36

２月５日︑福本さんご夫妻
に話を聞きました︒

69

﹁一人暮らしで車や免許も
なく︑買い物にいきたくて
もいけない﹂
少子高齢化とともに変化
する住民ニーズに応えるこ
とは︑この先も続く地域の
現実問題だ︒

移動販売は︑買い手のニ
ーズに応えることはもちろ
ん︑流通事業者︵売り手︶
の利害や行政︵町︶の生活
インフラ対策に相乗効果を
期待できる︒また︑新しい
人の繋がりと地域の輪は町
への活力にもなるのではな
いだろうか︒
販売日時とルート
毎週火曜日
上津深江・坂瀬川方面
毎週水曜日
都呂々・三区方面
毎週木曜日
富岡・志岐山方面
〜 時頃まで
※

販売について

17

68

４
広報れいほく ２０１6 ２月号
広報れいほく ２０１６ ２月号
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30

12

午前中に仕込みをする
「手作り総菜」と「刺
身」が人気だとのこと

ジャット

福本文孝さん
昭和22年、苓北町。
昭和２年創業の福本商店二
代目。平成元年、現在の店
舗に。フレッシュマートふ
くもとを経て、現在は、長
男の大介さん
（40）三代目が
福マートとして店を構える。

12

13

手を挙げて合図してもらえ
れば家の前に停車します▼
はじめて利用の人は事前に
電話連絡してもらうと間違
いなく自宅前で停車できま
す▼ご希望の品を電話で受
け付けることも可能です
お問い合わせは福マート
（☎３５−００６９）
まで

︱﹂

特集 ｜まちづくりのかたち｜

特集 ｜まちづくりのかたち｜

ください。

車のキー
（電源）
をＯＦＦにしてください。

て画面を操作・充電を行ってください。

以降は、モニターに表示される説明にしたがっ

操作は画面をタッチして行う。

時間

２４時間充電可能

導入に際して

気自動車が増加すると︑
今後︑各地域の公共施
設や商業施設において︑
充電設備の需要が高まってき
ます︒
苓北 町で は︑ 環境保 全︵低 酸
素 社会 の実 現︶と持 続可能 な社
会の実現に寄与するとともに︑
拠点化による地域住民サービ
スの充実︑交流人口の拡大を
目的に電気自動車用急速充電
設備を整備し︑２月１日から
サービスを開始しました︒

電

取組みに合意するパリ協定が
採択されており︑世界各国で
気候変動への対応が︑今後さ
らに加速していくことになる
と考えられます︒

ＥＶ車用急速充電設備を導入

５００円/３０分

12

21

急速充電設備は、
物産館駐車場内
にあります。

地球温暖化対策の観点か
ら︑エネルギー効率やCO2
排出抑制に優れた性能を持つ
電気自動︵ＥＶ︶車︑プラグイン
ハイブリッド車が普及しつつ
あります︒
熊本県においても次世代モ
ビリティー社会構築への取組
みとして﹁熊本県ＥＶ・ＰＨ
Ｖタウン構想﹂を推進してお
り︑今後更に電気自動車︑プ
ラグインハイブリッド車の普
及が加速することが予想され
ています︒
苓北町物産館は︑国道沿い
にあり︑苓北町の特産品を一
堂に会し自然の海産物や加工
品︑地元窯元の器など取り扱
う苓北町のお立ち寄りスポッ
トです︒
天草市方面︑下田・牛深方
面とを繋ぐ交通インフラの拠
点として︑また県内外からの
観光客が立ち寄るスポットと
して︑重要な役割を担ってい
かなければなりません︒

未来につながるまちづくり

錦戸 雅志
︵企画政策課︶

―飲料用の自動販売機といっしょになっているのは
なぜですか 専用課金機を設置するよりも、利用
料金の管理では釣り銭等の対応ができ、また、防
犯面でも安全だからです。
―整備にかかった費用は。また、補助などありまし
たか ８７２万８千円（うち２／３は次世代自動車
充電インフラ整備促進事業費補助金を受けて整備
しました。）

―ＰＲなどを含め、今後どうしていきたいですか
国の計画により今後、新車販売台数のうちＥＶ車
の販売を増やしていくことが見込まれるため、観
光や仕事などＥＶ車で安心して苓北町を訪れてい
ただけるよう観光ＰＲと併せて情報発信を行って
いきたい。お知り合いなど、ＥＶ車所有者の皆さ
んへ、「苓北町でも充電ができるようになった」
とぜひＰＲをお願いします。

急速充電設備の整備は︑電
気自動車利用者の利便性向上
と利用者の増加が期待できる
ことはもちろん︑地球環境の
未来につながるまちづくりで
もあります︒

担当者
に聞く

料金

１７００年代後半から︑産
業革命により人類は石炭や石
油などを大量に消費するよう
になりました︒これによって
大気中の二酸化炭素の量は産
業 革 命 前︵ １ ７ ５ ０ 年 頃 ︶と 比
べ大幅に増加︱︒二酸化炭素
の排出量と世界平均地上気温
の上昇変化はおおむね比例関
係にあるとされ︑これからも
人類が同じような活動を続け
るとすれば︑地球の平均気温
は 今 よ り 上 昇 する
︵２１００年
ま で に 約 ２ ・ ６ 〜 ４ ・ ８℃︶と
予測されています︒
このような中︑昨年 月の
ＣＯＰ ︵パリ開催の国連気
候変動枠組み条約第 回締約
国会議︶では︑世界の気温上
昇を２度未満に抑えるための

〒863-2502 熊本県天草郡苓北町
上津深江4535-1

地球温暖化と気候変動

自動販売機に現金を投入し、
EV車充電ボタンを押します。

暖化とは︑人類の活動
が活発になるにつれて
﹁温室効果ガス﹂が大
気中に大量に放出され︑地球
全体の平均気温が急激に上が
り始めている現象のことをい
い ま す︒
︵温室効果ガス 大気
中に微量に含まれる二酸化炭
素︵ＣＯ２︶︑メタン
︵CH4︶
︑
亜
酸化窒素︵Ｎ２Ｏ︶
︑
フロンなど︶
地球規模で気温が上昇する
と︑海水の膨張や氷河などの
融解により海面が上昇した
り︑気候メカニズムの変化に
より異常気象が頻発するおそ
れがあり︑自然生態系や生活
環境︑農業などへの影響が懸
念されています︒

飲料用自動販売機と兼用になっている。

21

苓北町物産館

温

急速充電器のモニター画面を
タッチしてください。

6
広報れいほく ２０１6 ２月号
町内では、デイリーヤマザキ（天草苓北店）でもＥＶ車充電ができるようになります。
（３月上旬予定）
広報れいほく ２０１６ ２月号

7

地球環境を守り未来へつなげていくために−。
電気自動車急速充電設備を整備！
２月１日からサービスを開始しました

１
２

ＥＶ車、充電できます
充電操作をはじめる前に車の充電口を空けて

操作マニュアル

苓北町の保育料を解説！

プロと共演、貴重な経験をした志岐小６年生

29

11

を送るなか︑
熱戦が繰り広げられました︒

問い合わせください。
なお、詳しくは広報
れいほく2015年４月号（P11）にも掲載
しています。

企画政策課

NEWみぞか号

２月20日就航！
―日本初導入の最新鋭プロペラ機、２月14日にお披露目

13

で旅してみませんか。
問 天草エアライン
□
☎３４−１５１５

富岡稲荷神社で説明を聞く参加者の皆さん

観光ボランティア育成講座

全６回にわたる観光ボランティア育
成講座の修了式が２ 月 日︑観光拠点
の一つである富岡港で行われました︒
各種旅行ツアーなどに随行し﹁苓北
町の魅力﹂を広く外部に発信している
苓北町観光ボランティア協会︒会員増
を図るため︑富岡城・志岐城の歴史や
ジオサイトなどの観光スポットを実地
研修を交えて講習を行いました︒
協会では随時会員を募集していま
す︒観光ボランティアを通した地域づ
くりをいっしょに始めてみませんか︒
興味のある人はぜひお問い合わせく
ださい︒︵協会事務局 商工観光課内

☎○
内１１５︶

ＮＥＷみぞか号

志岐小と富岡小による決勝戦。志岐小選手
（写真右から２番目）
のシュートが決まる。

町の魅力を発信

日本で初導入されたATR４２―６００型機の最新鋭プロペラ機 NEW
みぞか号 が２月１４日、天草空港で披露されました。座席数は旧機
体から９席増えた４８人乗り。
「親子イルカ」のデザインを受け継ぎ、お腹には新しく「くまモ
ンのモンタクロース」が描かれています 。
天草−福岡間３往復、天草−熊本−大阪（伊丹）間１往復を運航
し、天草−福岡間には天草住民割引のほかに天草住民誕生月は、
よかよ 割もあります。（期間・座席数限定）
また、往復航空券と宿泊がセットになったお得な旅行商品も販売
中です（旅行代理店で取り扱い）。運賃・ダイヤについては下記ま
でお問い合わせください。

志岐小がパート優勝

見事な演奏を披露した天草吹奏楽団の皆さん

て詳しくは、福祉保健課へお気軽にお

14

西天草ロータリー少年サッカー大会

自治体が決定。苓北町の基準額につい

第 回西天草ロータリー少年サッカ
ー大会は２ 月 日に苓北発電所ふれあ
いグラウンドで開催され︑天草島内か
ら チームが参加しました︒Ａ・Ｂパ
ートに分けて実施された予選リーグ・
決勝戦では富岡小学校との地元対決を
見事制し︑志岐小学校が優勝︵Ｂパー
ト︶︒たくさんの保護者らが熱い声援

17

階層）を上限に世帯の所得に応じて各

立ち見も出るほど大盛況に

10

れいほくニューイヤーコンサート

保育料
（利用者負担額） 国の基準（８

29

天草吹奏楽団による﹁れいほくニュ
ーイヤーコンサート﹂は１ 月 日に志
岐集会所であり︑２００人を超える観
客が詰めかけました︒
曲目はクラシックやお馴染みの曲な
ど 曲を演奏︒富岡小・志岐小器楽部
と苓北中吹奏楽部の出演もありました︒
会場は立ち見
も出るほどの
大盛況︒そん
な中︑恒例と
なった指揮者
体験では保育
園児が見事な
指揮を披露し︑
会場を驚かせ
ていました︒

１２月３０日付けの新聞報道で、県内市町村の３歳未満児の保育料最高額が比較され、その差が２．
８倍（月
額４万円）である内容の記事が掲載されました。
（３歳未満児が１人だけ入所した場合で、苓北町は５４，
０００円）
この記事は単に最高額だけを比較したもので、保育料全体を比較したものではないため、苓北町の保育
料が高い印象を与える結果となっています。
苓北町の５４，
０００円は最高所得世帯の保育料であり、実際は、所得（世帯）を細かく１６階層（A・B・
C・D１〜D１３）に分けて保育料を決定しています。
平均的な階層（D６）での３歳未満児の保育料は２６，
０００円となっており、さらに第２子の場合は半額の
１３，
０００円（第１子と同時入所時）、第３子以降は実質０円（町独自）と、一人でも多く生み育てる「子
育て環境の整備（少子化対策）」に配慮した保育料の設定を行っています。
なお、４月からは、ひとり親世帯や多子世帯で国
の基準額軽減が実施されるため、町でもさらに保育
料の見直しを行う予定です。

生き生き芸術体験教室

―12月30日新聞報道について

プロの人形劇を体験

福祉保健課

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

｜ 苓北チャンネル ｜ 今ホットな情報をチェック！

一流の文化芸術を体験する﹁生き生
き芸術体験教室﹂が１ 月 日︑志岐小
学校体育館で開催されました︒
巡回公演したのはプロの人形劇団
むすび座 の皆さん︒演目は﹁ピノキ
オ﹂︒プロの演技は圧巻で︑人形を巧
みに操りながらのセリフは︑会場全体
に通るほどの迫力︒児童や保育園児を
魅了しました︒また︑志岐小６年生が
プロと共演し︑思い出づくりの一日に
もなりました︒

REIHOKU
CHANNEL

（撮影＝2月14日、天草空港）
9
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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。

チケット制法律相談（試験的実施）

輝いています！

熊本県弁護士会では、住民サービスとしての法律相談
を目的に、様々な活動に取り組まれています。今回その
一環で試験的にチケット制での法律相談を実施すること
になりました。チケットの受取窓口は、役場福祉保健課

No.179

あわてず、ゆっくり、感謝の気持で88年!!
とみ

た

富 田 サ カ エ さん

（昭和３年１月２日生まれ）満88歳

本郷区在住

問 好きな食べものは？
昔、父ちゃん(夫の貞雄さん)が田んぼの合間に、よく魚釣り
に行っていました。あまりにも、没頭する父ちゃんに小言を
言うと「魚ば釣ってくれば、お前が喜ぶけん行くとやっか」
と言ったことを思い出します。釣った魚は、父ちゃんが刺身
やすり身、干し魚を作ってくれました。私は魚が大好きで
す。

問 好みの男性のタイプは？
父ちゃんは仕事ができ、とても一途で竹を割ったような性格
でしたが、カンシャク持ちでもありました。会話が少ない
分、口ゲンカをしたことはありませんでした。好みの男性
は、お互いの話ができる人で、優しい人が好きです。
都呂々神社大祭にて
貞雄さん27歳 サカエさん20歳

問 もし生まれ変わったら？
自宅横の観音様

広報れいほく ２０１６ ２月号

問 長生きの秘訣は？
私は、人前で、出しゃばるのは嫌いで、どちらかというと、
引っ込み思案の性格です。その分、ちょっとゆっくりした性
格だと思います。そして、いつでもどこでも、皆さん(神
仏、家族、友人)に助けられ、心穏やかに日常を過ごしてい
ます。あわてず、ゆっくり、感謝の気持を持つことが長生き
の秘訣だと思います。

ゃんの
おばあち

知恵袋
***365日の快眠方法***

①寝る前にコップ一杯の白湯を飲む。
②風呂に入って体が冷えないうちに布団に入る。
(冬)
③寝かかりは、仰向けより横向きの方が眠りに
つきやすい。
④どうしても眠れない時は、梅干を1個なめる。

会場

熊本県天草市太田町９−３
天草信用金庫本店２階会議室

日時

毎週金曜日

１３時〜１６時

ボランティア・老人クラブ会員募集
ボランティア団体

苓北町内で活動する、各ボランティア団体の会員を募集します。

人生の新たな発見のきっかけにボランティア活動はいかがでしょうか？ご加入のお問い合わせは
各団体の代表者へお願いします。
団体名

主な活動内容

代表者氏名

電話番号

菜の花会

施設などでの介護補助

立山

文江

35-0690

こすもす会

施設慰問、富岡港前清掃

石川みち子

35-0100

たんぽぽホール

児童への読み聞かせ

舩越

啓子

35-1242

食生活改善

幼児から高齢者までの

推進委員会

食育ボランティア

髙橋

正美

35-1422

志岐地区女性の会

施設慰問、清掃ボランティア

齋藤

弘子

35-1575

富岡地区女性の会

友愛訪問、愛情弁当作り

髙村

政子

35-0095

老人クラブ

備考

町主催の栄養教室を修了し
た人が加入対象です。

各地区の老人クラブでは、会員を募集しております。60歳以上になられましたら、

楽しみの一つとして是非ご加入ください。ご加入のお問い合わせはお住いの各地区老人クラブの
代表者へお願いします。
代表者氏名

電話番号

｜苓北町ボランティア連絡協議会加入団体募集

坂瀬川地区老人クラブ

西田

義和

37-0957

多様化する地域での支え合いの強化を目的に、加入

志岐地区老人クラブ

平井

皓一

35-0522

していただけるボランティア団体を募集します。加

富岡地区老人クラブ

松本

益弘

35-0005

入については、社会福祉協議会までお問い合わせく

都呂々地区老人クラブ

松本

良人

36-0219

ださい。

地区名

※苓北町ボランティア連絡協議会に加入している
団体を掲載しています。

60

28

シルバー人材センター通信
皆様の力を地域貢献へ

15

ひ けつ

心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ

どは、直接窓口へお問い合わせください。

平成 年度苓北町シルバー人材セン
ター会員募集！
＊植木の剪定
＊除草作業︵機械︑手作業︶
＊軽作業︵家の片付け・部屋掃除・窓
拭きなど︶
右記の作業ができる人を募集します︒
応募資格
苓北町内に居住している人で︑おお
むね 歳以上とします▼健康で自分
の労働能力を活用し︑生きがいの充
実や社会参加を希望される人としま
す︒
申し込み方法は？
入会を希望される人は︑苓北町シル
バー人材センター会員申込書を添え
て︑３月９日︵水︶までに苓北町シ
ルバー人材センター︻苓北町社会福
祉協議会︵苓北町新ふれあい館
内︶︼へお申し込みください︒※会
員申請書は︑苓北町社会福祉協議会
に用意してあります︒

サカエさんが見せてくれた一枚の写真。一瞬、結婚式
の写真？と思う。いつ頃から始まったのか分からない
が、その年に結婚した新婚夫婦は、必ず都呂々神社の祭
に参列し、地域の人達にお披露目する習慣となってい
た。サカエさんは、自毛で『まるまげ』と言う日本髪を
結ってもらい、黒留袖に身を包み、紋付袴の貞雄さんに
寄り添った。都呂々神社の祭は、地域コミュニティの基
盤でもあり、人々の心のより所となった。
野田家
（都呂々木場）
の10人兄弟の長女として生まれ育
ったサカエさんは、親戚のすすめもあり、同じ地区の富
田貞雄さんと結婚した。初めて言葉を交わしたのは、結
婚式が終わってから。「昔は、そういう時代でした」と
サカエさん。男ばかりの5人の子どもに恵まれ、家族10
人が丸いちゃぶ台に肩を寄せ合ったこと、今は亡き夫の
貞雄さんと炭焼きをしたことを話すサカエさんは輝く。
その思い出は、とても懐かしく愛おしい。
今年正月、サカエさんは孫達の手作りケーキと、家族
総勢20名によるハッピーバースデイの大合唱で、めでた
く米寿の誕生日を迎えた。サカエさんの日課は、以前と
変わることなく畑仕事やサロンなどの4つのサークルに
参加し、朝、夕、観音様を拝む。観音様は、転居前の家
にあったもので、観音様のほこらを建て現在も祀ってい
る。大切な家族の健康と無事を思う時、今日も観音様の
前で、人生を刻んだ米寿の手が合わさった。

若っか時は、小学校の先生になりたかったです。オルガンば弾
いて、生徒達と歌ったり踊ったりしてみたいです。

社会福祉協議会
だより

と社会福祉協議会になります。チケットのご利用方法な

！！

広報れいほく ２０１6 ２月号
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たてぼり

ると良いですね。

富岡城跡・鯱「苓州太郎」

幸博

座る時間も少しずつ延ばしながら、繰り返しやっ

歴史 を訪 ねて

んでいいよ」など、予告してあげることも大事で

︵前県立装飾古墳館長︶

は消し、おもちゃなどは片づけて少しでも食事に

文／大田

決まった場所で食べるようにしましょう。テレビ

回︺

ている状態をつくること」が大切です。

志岐城跡と富岡城跡︹ 第

は控え、お腹がすい

④山崎氏の家紋は︑扇であったため
やす
に︑図化し易かったと推定されます︒
み
それに比べると︑寺沢氏は︑﹁三ツ
まく
かに
幕﹂と﹁蟹﹂で︑難しいために︑恐ら
く無紋であったと推定されます︒戸田
あおい
ろくせい
氏は︑﹁三つ葉葵﹂と﹁六星﹂で︑図
化に困難性は無いようですが︑それに
も関わらず︑家紋が付いた軒丸瓦は︑
一片も出土していません︒不思議なこ
とです︒戸田氏は︑山崎氏の家紋が付
いた瓦にも︑無頓着だったのでしよう
か︒それとも︑鈴木代官時代に城を預
ふ
かっていた肥後藩が︑屋根瓦を葺き替
えたのでしょうか︒それは︑無いと思
いますが︑歴史のミステリーが︑身近
な所にありました︒
最後に︑富岡城の瓦は︑どこで焼か
はいかっしょく
れたのでしょうか︒小型で灰褐色の平
かわ ち うら
瓦は︑類似のものが︑河内浦城跡︵天
草市河浦町︶から出土しています︒

食事前のお菓子など

歴史資料館・開館記念特集
しゃちほこ

いう意欲をつくるた

10
広報れいほく ２０１6 ２月号
苓北町歴史資料館へ出かけませんか。☎35-0712（休館日は毎週木曜日）
広報れいほく ２０１６ ２月号

11

てみましょう。良い習慣をうまくつけてあげられ

― 子どもの食事に関しての悩み
をよく耳にします。

②毎日の食事時間は、できるだけ決まった時間に、

みんなで仲良く
はいチーズ

①自分から食べたいと

めに「体を動かし、

寒かったり、温かくなったり、三寒四温を繰り返しなが
ら春が近づいてきているようです。子育て支援センターで
も2月は節分の豆まきをし
たり、おひなさま飾りを
作ったりして春の訪れを
待っています。

いでしょう？

ふ れ あ い 広 場

②座って食べてくれません。こんな時どうしたら良

苓北町子育て支援センター

①うちの子はごはんを食べようとしません。

本丸と出丸に竪堀の形状をした遺構
があります︒新しい解釈ですが︑私
は︑破城の時に︑この竪堀を上手く使
ったと考えています︒特に︑出丸の竪
堀は︑建築材を持ち込めば︑たいして
苦労無く︑滑り落す格好で︑城外の海
岸へ搬出することができます︒
瓦もはがして︑全部︑持ち出したの
でしょう︒瓦の出土量が極端に少ない
ことから分かります︒一方で︑山崎氏
の家紋入りの軒丸瓦が目につきまし
ひおうぎ
た︒﹁檜扇に四ツ目結び﹂を単純図化
したものです︒以前は︑単に﹁家紋入
りの瓦が出土している︒これは貴重
だ﹂との見方だけに留まっていました
が︑パネル展示の際には︑推理を加え
ました︒
①当該の瓦が︑城内に取り残されたこ
とを意味します︒何故でしょうか︒考
えを巡らした結果︑家紋入りの瓦は︑
再利用できないからとの結論に至りま
した︒持って行きようがなかったのです︒
②山崎氏は︑家紋入りの瓦を発注する
のですから︑大掛かりな屋根瓦の葺き
替えを行ったと思われます︒それは︑
富岡城が︑一揆勢から攻められた時︑
屋根瓦にかなりの被害が生じたことを
意味します︒
③山崎氏は︑乱の後始末だけに天草へ
入国したように見えますが︑それは結
果論で︑一定期間の天草統治が念頭に
あったと思われます︒家紋入りの瓦の
発注は︑その現れでしょう︒

メニューは「ギョロッケ」と「ポークピカタ」です。事前に
子どもたちにどちらかを選んでもらいます。開催日は各園、学
校により異なります。食卓は、家族が語り合い、健康であるこ
とを確認する場でもあります。忙しいからこそ、みんな一緒に
食卓を囲み、楽しい食事ができることを大切にしたいですね。
そして、食事をしながら、料理を作ってくれた人への思いやり
や、正しいマナーを身につけられるような環境づくりを心がけ
ましょう。食事は作るのも大変ですが、食べた後の片付けも大
変です。毎日食事の準備や片付けをしてくれる人に感謝の気持
ちを込めて、進んで片付けをしてみてはどうでしょう。

（写真＝宮原保育園）
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調査について
くわ
両方とも２階にパネル形式で︑詳しく
説明しています︒要点は︑左記の通り
です︒
はじょう
破城 …
富岡城の最後は︑破城されまし
た︒この点が︑廃城になった熊本城・
八代城︵松江城︶・人吉城と異なりま
す︒富岡城は︑﹁戸田氏が破城した﹂
と文献に書かれています︒
破城の実態は︑富岡城の調査で︑解
明されました︒破城の仕方で強烈なの
は︑石垣の崩し方です︒積み石を半ば
まで外して︑その際︑生じた土砂で︑
残り部分を完全に埋め込みました︒こ
うすることで︑見た目には︑石垣全部
を壊したようになります︒工期の短縮
と経費の削減に繋がる工法です︒何も
無いと思われた二の丸の西壁に︑あれ
程の高石垣が埋没しているとは︑思い
もよりませんでした︒調査結果は︑余
りに強烈でした︒
今回は︑建物と瓦も再確認をしま
す︒建物は︑丁寧に解体されました︒
そして︑建築材は︑再利用するため
に︑城外に持ち出されました︒一部
は︑長崎まで運ばれました︒

３月はセレクト給食

すね。

ママたちのＱ＆Ａ

ポークピカタ
VS
ギョロッケ

気が向くようにして、「ごちそうさまをしたら遊

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

「一年間の食事をふりかえろう！」
3月の目標

ポークピカタ
①ヒレ肉に、塩こしょうをしておく。②たまごは割り
ほぐし、パセリ・粉チーズを混ぜ合わせる。③①に小
麦粉をまぶし、②をくぐらせて、油をひいたフライパ
ンで焼く。
豚ヒレ肉…４切れ（160g） 塩こしょう…少々
小麦粉…………………適宜
たまご………１個
パセリ（みじん）……２ｇ
粉チーズ…………小さじ１ ※材料は両メニューとも
子ども４人分
油………………………適宜

鯱の復元
第 回で紹介しましたが︑復元作業
は順調に進んでいます︒この号が︑お
手元に届く頃には︑資料館１階のガラ
スケースに︑鎮座している筈です︒
目玉だけが出土しましたので︑この
大きさを元に︑富岡城時代の鯱資料
︵他城︶を参考にして復元しました︒
むなびれ
高さ ㎝・長さ
５
･ ㎝・胸鰭を付け
た幅が ㎝あります︒堂々とした姿に
なりました︒
に おう
こまいぬ
元々︑鯱は︑仁王像や狛犬のよう
あ うん
に︑﹁阿吽﹂一対です︒口を開けてい
あ
おす
るのが﹁阿﹂で雄︑閉じているのが
うん
めす
﹁吽﹂で雌になります︒資料館の鯱
は︑雄として復元しました︒
他の城の鯱には︑多くの場合︑﹁一
郎﹂などの名前が付いています︒これ
れいしゅう
に習って︑富岡城の鯱は︑﹁苓州太
郎﹂と仮の名前を付けておきます︒今
後︑富岡城のシンボルとして︑町民の
皆さまに親しまれれば︑幸いです︒そ
れにしても︑よく目玉が残っていたも
のです︒

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。

ギョロッケ
①野菜をみじん切りにする。②すり身と野菜を混ぜ合
わせて４等分にし、形を整える。③②に、小麦粉・た
まご・パン粉の順に衣をつけ油で揚げる。(具には好
みの野菜を入れてみてください)
魚のすり身…160ｇ 玉ねぎ…40ｇ
人参 …………20ｇ 小麦粉…適宜
たまご ………適宜 パン粉…適宜 揚げ油…適宜

41

43

57

30

ぱくぱく」
食で育む命の応援団
「チーム

のおともだち

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

卒園児遠足

ものづくりフェアで桧（ひのき）
チップのランプシェードや舟、
木の車、金魚鉢を作りました。
自分たちで電気をつくる（発電
の）大変さも学び友だちとの思
い出がたくさんできました。

み ん な の ひ ろ ば

しろぐみ

﹃くまもとＥＣＯメッセ﹄
に行ってきました！

園児の作品

坂瀬川保育園

小学生の作品

たくましいかしこいららら たのしい１年生

総務課広報係
ＴＥＬ３５−１１１１
ＦＡＸ３５−２４５４

「大好きなものがたり」

毎日元気に登校し学校生活を楽しんでいる１年生です。
勉強、運動、遊びにそうじ．．．みんなでがんばって
います。都呂々小でいちばん人数の多い学年です。

富岡小学校３年

はる と

くん

広報れいほく ２０１６ ２月号

遥大

13

さか い

都呂々小学校１年（男４ 女７ 計１１）

酒井

先生へ
ぼくたち、私たちはもうすぐ２年生になり
ます。今よりもっとかしこく、やさしく、
りっぱな２年生になって来年の１年生にい
ろいろ教えられるようになります！

これは︑大好きな﹁手
ぶくろを買いに﹂をもと
に場面を想ぞうしてかい
た絵です︒
がんばったところは三
つあります︒
一つ目は地面の色で
す︒おう土色を何度もま
ぜて︑土の色を出すのに
苦ろうしました︒二つ目
は夜空です︒暗いイメー
ジが伝わるようにぬるの
が︑むずかしかったで
す︒三つ目は︑キツネの
足あとです︒足あとらし
く見えるように小筆で︑
細かくはみ出さないよう
にぬるのがむずかしかっ
たです︒

学校自慢

みんなへ
早いもので入学してほぼ１年
になりますね。勉強も学校の
きまりも身について、本当に
成長したなと思います。ユー
モアたっぷりのみんなにいつ
も元気をもらっています。
ありがとう！

担任：長尾 英子先生
広報れいほく ２０１6 ２月号

12

▼募集人員 １人
▼募集条件 ▽国県道または町
▼募集対象 苓北町に住所を持
道沿い︑川沿いなど公共性の
つ人で︑町の歴史文化・観光
高い場所を確保し︑草花の植
情報などについての知識を持
栽ができる団体▽３人以上
ち︑職務遂行ができる人
で︑植栽後も年間を通じて管
▼ 任 用 期 間 平成 年 ４ 月 １ 日
理ができる団体
〜平成 年３月 日
▼申し込み 商工観光課と各出
︵年度更新による再任用有り︶
張所に備え付けの申込用紙に
▼出勤日数および勤務時間
必 要 事 項 を 記 入 し ︑ ３月 日
①日数 １カ月 日程度
︵金︶までに提出する︒
31 28

②勤務時間 午前８時 分か
□
問
商
工
観光課 担当／松浦
ら午後５時 分まで
☎○
内１１５
▼報酬日額 ６︐
３００円
▼申し込み 履歴書﹇日本工業
天草さわやか大学の学生
規格︵ＪＩＳ︶様式﹈に３カ月
︵ 期生︶を募集します
以内に撮影した写真を貼付し
て︑役場へ提出する︒
受講期間は４月から１年間
▼受付期間 ２月 日︵火︶から ▼対象 天草島内在住で 歳以
３月８日︵火︶までの午前８時
上の人
分 か ら 午 後 ５ 時 ま で︵ 土 ▼日程 毎月第４火曜日の午後
曜・日曜・祝日は除く︶
１時〜４時
▼選考方法 面接により選考し ▼場所 天草市民センター
ます︒面接場所および時間は︑
大会議室
後日︑申込者に通知します︒ ▼募集人員
人
▼受講料 年額５︐
０００円
□
問商工観光課 担当／松本
▼申し込み ３月 日︵金︶まで
☎○
内１１５
に︑ハガキに住所▽氏名︵フ
平成 年度 花いっぱい
リガナ︶▽生年月日▽電話番
運動ボランティア団体を
号︱を記入し︑左記まで郵送
募集します
する︒
花いっぱい運動﹁花の名所づ
□
申
□
問
天草さわやか大学事務局
くり﹂を進めませんか︒四季
︵小林︶〒８６３ ︱００１５
折々の花のあるまちづくりを進
天草市大浜町 ︱
めましょう︒
☎ ︱５０６１

15

高速船︵富岡・茂木航路︶
運航ダイヤが変わります

8：10 10：20 14：45 17：00

春季全国火災予防運動を
実施します

茂木港発

30

▼実施期間
３月１日︵火︶〜７日︵月︶
﹁ 無防備な 心に火 災が かく
れんぼ﹂
︵統一標語︶
この時期は 空気が 乾燥 し火災
の 発生しやす い季節 です ︒火災
発 生を防止す るとと もに ︑高齢
者 などを中心 とした 火災 による
死 者を減少さ せ︑財 産の 損失を
防 ぐことを目 的とし て︑ 全国一
斉に行う火災予防運動です︒
火の元や︑ 火の取 り扱 いには
十 分注意し︑ 火災予 防に 努めま
し ょう︒また ︑平 成 年６ 月か
ら 義務化の住 宅用火 災警 報器の
設 置 が 済 ん で い な い ご 家 庭は︑
早めの設置をお願いします︒
□
問苓北分署 ☎
︱２２４４

9：15 13：40 15：55

23

お話してみませんか
﹁こころの健康電話相談﹂

7：10

町

−募集−

−その他 −

富岡港発

16
広報れいほく ２０１6 ２月号
問 税務住民課
申告受付は２/15〜3/15まで。□

広報れいほく ２０１６ ２月号

17

11

60

21

25

11

４月１日（金）から

52

11

20

茂木港発 8：20 11：10 15：30 17：30

23

30

22

富岡港発 7：20 10：00 14：30 16：30

すること▽公民館業務との連 平成 年度 学校給食用
絡調整に関すること
食材納入業者︵指定願︶を
▼募集人員 １名︵都呂々出張 募集します
所勤務︶
▼受付期間 ２月 日︵水︶から
▼報酬日額 ７︐
０００円
３月４日︵金︶までの午前８時
▼試験項目 適性・面接試験
から午後４時 分
▼ 服 務 規 程 ①法 令 の 遵 守 地 ▼受付場所 苓北町学校給食調
方公務員として関係法令の遵
理場
守 に 努 め る こ と ▽ 地 方 自 治 法 ▼資格 町内にある業者である
及び地方公務員法▽苓北町条
こと︒ただし︑特殊物資につ
例及び規則等▽その他関係法
いては町外業者も含む▽食品
令②個人情報の保護 業務に
衛生法 第 条及び県特定食品
平成 年度 役場出張所
おいて知り得た個人情報の保
衛生条例第３条の規定に基づ
非常勤職員を募集します
護 に 努 め る こ と ③業 務 報 告
く営業許可を受けているこ
▼募集対象 苓北町に住所を持
所定の様式により１週間毎に
と︒︵青果物は除く︶▽２年
ち居住する 歳未満︵本年４
業務報告を行うこと
以上の営業実績があること▽
月１日現在︶の人で︑募集内 ▼受付期間 ２月 日︵火︶から
給食用食材保管可能な営業用
容に定める服務規程を遵守
日︵月︶までの平日︑午前８
冷凍冷蔵庫の設備があること
し︑職務遂行ができる人
時 分から午後５時まで
▽１日に最大７５０人分の給
▼勤務場所 都呂々出張所
▼申し込み 役場総務課と各出
食用食材の保管︑もしくは調
▼ 雇 用 期 間 ４ 月 １ 日 か ら 平成
張所に用意している申込書に
達ができること
年３月 日まで
必要事項を記入し︑３カ月以 ▼申し込み 左記に備え付けの
▼ 勤 務 時 間 午 前 ８時 分 か ら
内に撮影した写真を貼付し
指定願に必要事項を記入し︑
必
午後５時 分まで
て︑受付期間内に総務課へ申
要書類を添付し申し込む︒
▼勤務形態 出張所２名の非常
し込んでください︒
□
問苓北町学校給食調理場
勤職員による交替勤務
併せて︑履歴書︵ＪＩＳ様
☎ ︱１２３３︵無料も同︶
▼職 種 名 役場出張所非常勤
式︑写真貼付不要︶を添付し
職員
てください︒
平成 年度
▼職務内容 窓口での戸籍︑住 ▼試験の日時 ３月５日︵土︶
嘱託職員を募集します
民︑印鑑︑税務関係証明書等 ※試験の日時･場所については
の交付に関すること▽地域の
申 込 者 に 通 知 ▽ 試 験 結 果 は 採 ▼職種名 ビジターセンター・
相談窓口に関すること▽本庁
用者のみに通知
歴史資料館管理嘱託職員
との連絡調整に関すること▽ □
▼職務内容 両施設の受付庶務
問総務課 担当／尾脇
建物及び備品等維持管理に関
業務
☎○
内２０７

30

15

4
45
5-2
FA X 3

-11
11

35

☎

11

28

あ なたご自身 ︑家 庭︑ 学校︑
職場 ︱のこと︑ ひと りで 悩んで
いま せんか？ 経験 豊か な臨床
心理士がお話をうかがいます︒
▼実施日 ３月６日
︵日︶
時〜 時
▼相談ダイヤル
問苓北観光汽船
︵株︶
☎０９６ ︱２７２ ︱５３３３ □
☎ ︱０７０５
︵主催＝熊本県臨床心理士会︶

３月３１日（木）まで

−催し−

10

30

お知らせ

70

ング﹂を開催します︒
第 回熊本県シルバー
▼ 対象 者 アル コール・薬 物・
スポーツ交流大会に
ギャンブル等依存症者のご家
参加しませんか
春季苓北町バドミントン
▼日程 ５月 〜 日
︵予定︶
族
大会に参加しませんか
▼日時 ３月２日︵水︶ 午後１ ▼参加資格 県内在住者で︑平
時 分〜午後３時 分
成 年４月１日時点で 歳以
▼ 日 程 ３ 月 日︵ 木 ︶・ 日
▼場所 天草保健所２階会議室
上の人
︵金︶午後７時開始
▼話題 提供者 熊本 DARＣセ ※健康 マラソン 女子 は 歳代 の
▼場所 苓北町体育センター
ンター長 田邊 忠司氏
参加も可
▼参加 資格 町内 在住または 町
▼参加費 個人競技一人につき
内在勤の人▽町内学生︵小中 ▼内容 話題提供及び交流会
▼参加 方法 直接 会場へお越 し
７００円
学生は保護者同伴︶
ください︒︵参加費は無料︶ ▼募集期間 ２月 日︵月︶
▼試合形式 ダブルス個人戦
※詳しくは左記まで問い合わせ
〜３月 日︵火︶
Ａクラス︵経験３年以上︶
▼申し 込み 福祉 保健課備 え付
Ｂクラス︵経験１〜３年︶
□
問熊本県精神保健福祉センター
☎０９６ ︱３８６ ︱１１６６
けのパンフレットで申し込む︒
Ｃクラス︵経験１年未満︶
※競技 種目︑日 程な ど詳 しく は
▼参加料 ６００円／人
パンフレットをご覧ください︒
▼申し込み ３月４日︵金︶まで
肝炎サロンに
※団体 競技は種 目で 金額 が違い
に所定の用紙で申し込む︒
参
加
し
ま
せ
ん
か
ます︒
□
申□
問バドミントン協会事務局
肝炎サロンは︑肝炎患者やそ ※パンフレットは左記まで
︵役場内︶田中 ☎○
内１０９
の家族 など︑肝炎 に関心 のあ る □
ＦＡＸ ︱３０２２
問福祉保健課 担当／笹山
人のた めの情報交 換の場 です ▽
☎○
内１４１
肝臓の 病気に対す る疑問 や︑ 治
天草地域依存症家族
お知らせ
ミーティングに
療に関 する不安や 悩みな ど︑ ゆ
相談など
参加しませんか
っくり 語り合って みませ んか ？
熊 本 県 精 神 保 健 セ ン タ ー で ▽参加 費は無料︑ 事前の 申し 込
農業委員会への申請書
受付日が︵毎月 日に︶
みも不要です︒
は︑ア ルコール・ 薬物・ ギャ ン
変わります
ブ ル 等 依 存 症 を 抱 え る ご 家 族 ▼日時
３月 日︵木︶
が︑依 存症につい て正し い知 識
本年 ４月１日 施行 の改 正農地
午後１時 分〜午後４時
や家族 の対応につ いて学 び︑ 同
法に伴 い︑農業 委員 会へ の申請
じ悩みや体験を持つご家族との ▼場所 天草地域医療センター 書提出期限を３月 日以降は毎
２階会議室
交流を 通して︑家 族が健 康で 自
月 日とします︒
分らし い生活を送 ってい ただ け □
問県健康危機管理課
□
問農業委員会 担当／田中慎
☎０９６ ︱３３３ ︱２７８３
るよう に﹁依存症 家族ミ ーテ ィ
☎○
内１２０
25

16

35
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31

15

掲載希望は総務課広報係へ
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お知らせ、
の情
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報
か
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（会計）39-0002（税務/福祉）39-0000（商工/農水/土木）39-0001（水道）
無料 39-0003
電話 39-0004
（企画）39-0005（議会）35-2111（委員会）35-1233（調理場）35-1111（総務課）
町…町内無料電話
○
内…内線
○

申 …申し込み先
□
問…問い合わせ先
□

軽自動車・小型特殊自動車の登録、
名義変更、廃車手続きはお済みですか
軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます。
登録、名義変更がお済みでない人、すでに乗っていない車輌の廃車手続きが
お済みでない人は、お早めに手続きをお願いします。

ＶＩＳＩＴあまくさプロジェクト

手続き窓口
原動機付自転車または
小型特殊自動車（農耕用など）

軽自動車｜二輪（250cc以下）・三輪を含む
｜または二輪の小型自動車（250cc超）
問（財）
□
天草自動車協会
天草市浜崎町６−２１
☎２３−５１８８

問 役場税務住民課 担当／田口
□
内 １１２ ○
町 ３９−０００２
☎○

小型特殊自動車の登録について
トラクタ・コンバインなどの「農耕作業用」、フォークリフトなどの「その他」に分類される小型特殊自動車
は、公道を走行するしないにかかわらず、申告をして軽自動車税を納めることが法令で定められています。下表
に該当する車両を所有している人（事業所）は、本庁で申告をして、緑色のナンバープレートを付けてください。

「VISITあまくさプロジェクト」では、天草エアライン（株）と
連携して、２月２０日（土）就航の新機体「ATR４２−６００」に、
VISITあまくさをＰＲするヘッドレストカバーを提供します。
また、シートポケットにはオ
リジナル観光パンフレットを搭
載し、客室乗務員もVISITあま
くさオリジナルのエプロンを着
用して、天草の魅力を島内外へ
広くＰＲします。
新しいみぞか号にご搭乗の際
は、ぜひご覧ください！
問 商工観光課
□
内 １１４／１１５
☎○

規格と主な車種
区

分

規

格

主

な

車

求 人 情 報

種
職

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車（コン

農耕作業用

最高
速度

３５km/ｈ
未満

バイン）、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用
自動車
※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもののこと

長さ

４．
７ｍ
以下
フォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロ
ード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレ

幅

そ

の

１．
７ｍ
以下

ーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシ
ャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイー
ル・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、ホ

他

イール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式

高さ

２．
８ｍ
以下

構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の
自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する
自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自
動車

最高
速度
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広報れいほく ２０１６ ２月号

１５km/ｈ
未満

３月27日は熊本県知事選挙の投票日です！

〜Dream Year 2016〜

種

【常用一般分抜粋】
賃

金
（単位:円）

２月２日現在

人 数

就業場所

年 齢

求人番号

准看護師

1人

苓北町

不問

165,000～180,000

510261

看護師

1人

〃

不問

195,000～215,000

513761

言語聴覚士

1人

〃

不問

213,000～223,000

514861

看護助手

1人

〃

不問

129,000～134,000

532161

作業療法士

1人

〃

不問

210,000～215,000

534361

准看護師

2人

〃

不問

153,000～153,000

535661

一般ゴミ収集、運搬

2人

〃

45歳以下

138,000～161,000

410761

土木現場監督

1人

〃

不問

220,000～310,000

443761

言語聴覚士

1人

〃

不問

213,000～223,000

354461

薬剤師

1人

〃

不問

360,000～360,000

305461

ＣＡＤオペレーター

1人

〃

不問

150,000～300,000

252961

スポーツインストラクター

1人

〃

不問

135,000～165,000

245161

ケアマネージャー

1人

〃

不問

170,000～240,000

247361

機械オペレーター及び保全

1人

〃

不問

130,000～200,000

240561

生活支援員（介護職）

2人

〃

45歳以下

140,000～186,200

222661

建築土木作業員

2人

〃

不問

176,000～286,000

212061

介護福祉士

1人

〃

不問

155,200～168,200

198161

介護員

1人

〃

不問

145,800～157,800

199061

広報れいほく ２０１6 ２月号
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こせきの窓

１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

白木尾
明神山
馬 場
一丁目
城 下
出来町

氏

田嶋
林田
住田
角岡
本巢
濵田

名

保

竜雅（りゅうが）
唯花（いちか）
彩夢（あやめ）
結子（ゆいこ）
心音（しおん）
萌心（もか）

護

者

泰啓・梓
友和・麻里
猛・美幸
清貴・文美
郁弥・香
国裕・千尋

幸せにゴールイン
区 名

三丁目
春の迫
内 田

夫

氏

（敬称略）

名

砂田 徳和
松尾
亮
邉見航次郎

区

名

川 向
唐津市
天草市

妻

氏

浦本 由紀
青木
恵
下山祐里子

お悔やみ申し上げます
区 名

出来町
白木尾
中 村
涼 松
川 向

氏

名

鶴田 玉造
福田
進
丸井 久治
小林トミ子
西川ヤヨイ

善意の寄附

名

（敬称略）

年齢

84歳
82歳
80歳
87歳
89歳

櫻井 次男さん
（大阪府）
永野
新さん
（静岡県）
岡村
武さん
（神奈川県）
山崎 洋和さん
（埼玉県）
田中 智子さん
（福岡県）
森田喜美子さん
（大阪府）

北原スミ子さん
（佐賀県）
雨森 雅子さん
（神奈川県）
本山 卓夫さん
（埼玉県）
嶋田 節子さん
（東京都）
池田 百英さん
（千葉県）

子どもの急な病気の相談に応じます
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

3月休日当番医

（日） 慈恵病院
３月６日

（内）☎３７−１１１１
苓北クリニック（内・呼）☎３５−１１１９
（日） 慈恵病院
13日
（外）☎３７−１１１１
（日） 慈恵病院
20日
（内）☎３７−１１１１
（月・祝）慈恵病院
21日
☎３７−１１１１
（内・ﾘﾊ・耳・泌・小（午後））
27日
（日） 医師会病院
（内）☎３５−１１３３

※休日当番医は2月12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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〜ご当地ちゃんぽんを食べ比べ！〜

休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
17日（木）
苓北町歴史資料館 ☎３５−０７１２
毎週木曜日
温泉プール
☎３５−３３０１
毎週水曜日

交通事故防止に努めましょう
苓北町では１月末日現在、１件（前月比±
０）の交通事故（負傷者１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。

「天草ちゃんぽんマラソン」
ゴールセレモニー開催！！
▶イベント名
〜ご当地ちゃんぽんを食べ比べ！〜
「天草ちゃんぽんマラソン」ゴールセレモニー
▶日時 平成２８年２月２８日（日曜日）
１１：００〜１４：００
▶場所 大矢崎緑地公園（天草市本渡町広瀬）
▶内容
天草のちゃんぽん提供店舗と全国のご当地ちゃんぽ
ん提供店舗が、自慢のちゃんぽんを数量限定で販売し
ます！
当日は、ステージ上で「天草ちゃんぽんマラソン」
のゴールセレモニーを開催！「天草ちゃんぽんマラソ
ン」公式サポーターによる「チャンポンダマンボ」の
演奏や、ちゃんぽん提供店舗の店主によるトークセッ
ションなど盛りだくさんの内容となっています！
「島んもんマルシェ」も同時開催し、イベントとコ
ラボレーションします！

天草の特産物などが当たる、来場者限定の抽選会も
実施予定！
ぜひ会場にお越しいただき、ご当地のちゃんぽんを
食べ比べてみてください！

ボクも
ン！
参加するモ

©2010 熊本県 くまモン

問
□

天草広域本部総務振興課
☎２２−４２１４

担当／佐尾

ありがとうございました

●社協寄付（1月受付分）
村山 洋子さん
田中美津雄さん
平井 健二さん
小林 哲夫さん
●広報れいほく郵送料寄付（Ｈ28.1.19〜Ｈ28.2.18）

■受付日時

3月

広報れいほく ２０１６ ２月号

問 税務住民課 担当／田中
□
内１０６ ○
町３９−０００２
☎○
本渡年金事務所☎24−2112

（平成28年1月処理分）

町長交際費とは、町 区 分
長が円滑な行政運営を 弔 慰
図るために町を代表し 見 舞
て行う外部との交際に
御 祝
要する経費です。クリ
賛 助
ーンな行政運営を目指
接 遇
す苓北町では、町長交
会 費
際費を毎月公表します。
みやげ・記念品
※みやげ・記念品には
その他
一括購入したものが
計
含まれています。

件数
１件
０件
０件
０件
２件
０件
２件
０件
５件

金 額
10,000円
0円
0円
0円
27,600円
0円
47,000円
0円
84,600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 ○

国民年金保険料の納付は「2年前納」がお得です
国民年金保険料の納付は、口座振替が便利でお得
です。口座振替にすると金融機関等に行く手間と時
間が省け、自動引き落としで納め忘れの心配があり
ません。保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末
に口座から引き落とされる「早割」という納付方法

もあります。
「早割」または「前納」で納付されますと保険料
が割引されます。平成26年4月から始まりました
「2年前納」をご利用いただくと、毎月納付する場
合に比べ、2年間で15,690円の割引になります。

｜口座振替による保険料額と割引額｜
当月末振替（早割）
平成28年度

６カ月前納

１年前納

２年前納

16,210円（50円） 96,450円（1,110円） 191,010円（4,090円） 377,310円（15,690円）

現金納付による前納制度もあります。（早割と２年前納は取り扱いがありません）

｜現金納付による保険料額と割引額｜
６カ月前納
平成28年度

１年前納

96,770円（７９０円） 191,660円（3,460円）

口座振替の申し込み 役場または年金事務所、一部
金融機関の窓口で受け付けています。基礎年金番号
の分かる年金手帳または納付書、金融機関届出印を
持参のうえ、お申し出ください。なお、日本年金機

※平成28年度の国民年金保険料は、月額16,260円
となります。
（ ）は毎月納める場合と比較した割引額を表して
います。

構ＨＰからプリントアウトし、郵送で申し込むこと
もできます。前納（４〜９月分の半年前納含む）の
申し込みは、本年２月末までです。４月末の口座引
き落としとなります。
広報れいほく ２０１6 ２月号
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極寒の 海 で 高 々 と 持 ち
上げら れ る 神 輿

上津深江八坂神社

裸まつり
上津深江地区八坂神社の裸まつりは大寒の１月２０日に
行われ、サラシと短パン姿の男衆が極寒の海に朱色の神輿
とともに飛びこんだ。沿道には保育園児や写真愛好家など
約２００人の見物客。約３００㍍の冷たい海を泳ぎ切った男衆
の一行は氏子の家々を土足のまま巡り、神輿になますをの
せ、お神酒をかけて１年間の無病息災を願った。

泳いだ距離は約３００㍍。鳴り響くほら貝は男衆を鼓舞する。

写真愛好家が所狭しと陣取る。

神社から続く小石は神様の通る道

氏子の家々を巡る男衆

泳ぎ終えた男衆に見物客が群がった国道

床に飛び散ったなます

23

広報れいほく ２０１６ ２月号

広報れいほく ２０１6 ２月号
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富岡城―。
（25日、
富岡港付近から）

雪化粧
2016.1.24-25

広報

れいほく（平成28年）2月号

記録

真っ白にそまった

町の風景

告知端末の電源は入れておきましょう！
告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

編集後記

︱それ︑どがんすっとや？

少年﹁家まで運びます﹂

︱え？ホントに？

少年﹁はい﹂

︵こいつ︑本気か？と思いつつ⁝︶

︱手伝おうか？

吹雪の中︑坂瀬川グラウンドで一

少年﹁お願いします﹂

人︑巨大雪ダルマ？を作ろうとして

いた少年との会話の一部です︵本紙

３Ｐ写真︶︒何事もチャレンジする

︵溝上基︶

ことが大事です︒改めて学ばせてい

ただきました︒

■ 発行／苓北町役場 〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
☎0969-35-1111 0969-35-2454
■ 発行日／平成28年2月22日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター

ホームページ http://reihoku-kumamoto.jp/

携帯でホームページが見られます。

志岐地区の様子
（24日）

国道324号線
（24日）

時折さす晴れ間は袋池を鏡にした。
（25日）
麟泉の湯から苓北発電所方面を望む。
（25日）
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広報れいほく ２０１6 ２月号

