いきいきと暮らせる町

ふるさとと呼べる町

ありがとう。

今こそ伝えたい言葉がある―。

安心して住める町
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６月 日未明

22

︑国道３８９号線に
―

降り続いた雨の影響か︱︒海岸のパラペ
ットを破壊し︑一時通行が困難になる も
日には解消︒人的被害もなかった︒
25

巨大な落石石

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
中体連 天草郡市中学校
夏季総合体育大会のサッ
カー競技で見事優勝した
苓北中学校サッカー部。
ドラマチックな勝利に保
護者も感極まる。そここ
こで熱き抱擁が。

動き

町の

平成28年６月末現在

7,623人（＋９）

（６月２６日、本渡中学校グ

男3,574人（＋12） 女4,049（−３）
世帯数 3,219戸（＋５）

ラウンド、表紙も同じ。）

※（ ）は前月比
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目次
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03

国道３８９号線に巨大落石
中体連、サッカー・男子ハンドボール２連覇！
ソフトテニス男子個人（山下・横山ペア）が優勝！ほか

07
08
09

関西ふるさと苓北会/投稿「喜寿同窓会に出席して」
歴史を訪ねて ―第５２回―
「ヒマワリカレー」
チームぱくぱく/ひだまり

10
12
14
15

苓北町職員採用試験案内
みんなのひろば
社会福祉協議会だより
たっしゃかもん
№184 山﨑 道子さん（的場）

16
20
６月２２日（水）、都呂々萱の木地
区内国道３８９号線で発生した落石。
（天草市境から約３００ｍ手前）
法面（高さ＝２０〜３０ｍ）から落ち、
重さは約２０㌧と推定されます。
一時、全面通行止めとなっていま
したが２５日（土）に解消。（法面の浮
き石を撤去、ブロックの上を大型土
のうで保護したうえで、巨大な石は
クレーンで海岸へ移動されました。）
苓北町では、法面一帯の調査を含
む抜本的対策を熊本県へ要望しまし
た。

広報れいほく ２０１６ ７月号

高齢者大学と小学生・園児の交流
昔ながらの遊び（ささぶねつくり）
を教わる都呂々小学校児童。

町花「ハマユウ」

（６月２３日、都呂々小体育館）

カレンダー（主な行事予定）
2016
日

８
月

2016

August
火

水

木

金

土

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

３日

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

第７回苓北町長杯サッカー大会
（〜４日）

９日

天草郡市原爆死没者追悼式

14日

富岡地区グラウンドゴルフ大会

山の日

（撮影＝６月２２日、午前８時３０分頃）
3

おしらせ/こせきのまど
町の風景

坂瀬川ペーロン大会盆決戦
20日

28日

苓北町人権学習会

日

９
月

September
火

水

木

金

土

1 2 3

童話発表苓北大会
町民体育祭 坂瀬川・都呂々大会
（※志岐・富岡は10月２日）

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

れいほくシニアサッカーフェスティバル

18 19 20 21 22 23 24

（〜21日）

25 26 27 28 29 30

唐津ペーロン・レガッタ大会

5日
25日

敬老の日

秋分の日

広報れいほく ２０１6 ７月号

2

中体連 6.25-26
天草郡市中学校
夏季総合体育大会

じゃるじゃるカーニバルを開催
苓北支援学校
６月１９日にはまゆう療育

苓北町消防団夏季訓練
苓北町消防団夏季訓練は７月３日に行われ、団員

園ホールでありました。すべ

１８６人が参加しました。

り台やトランポリンなどに子

今回は規律訓練に加えて、初めて、災害図上訓練を

どもたちが群がり、会場は束

実施しました。地図を使って災害対策を検討する通称
でぃぐ

の間のレジャー施設化。

初戦を前に
集中するイレブン

災害図上訓練（ＤＩＧ）を初めて実施

ＤＩＧ

（Disaster（災害）、Imagination（想像

苓洋高校で生徒らが加工し

力）、Game（ゲーム））。４つの分団に分かれ、大

たタコの燻製やみかんの缶詰

雨や河川氾らんへの対策を話し合い地図に落としてい

の販売もありました。

きます。
団員は勝手のちがう訓練に戸惑いながらも、最後に
は班毎に発表も行いました。

昔ながらの遊びで交流
都呂々高齢者大学と児童・保育園児
６月２３日に都呂々小体育

決戦を前に
校歌をうたい気持ちを
高める男子ハンドボール部

館であり、高齢者大学の皆さ
んと都呂々小児童・都呂々保
育園園児が交流しました。昔
ながらの遊び、「ささぶねつ

よっしゃー！

くり」や「あやとり」「かみ
決勝戦後半。エースが
同点弾を決める

でっぽう」などを楽しみまし
た。

地図で危険箇所などを示す消防団員（コミセン）

「話をよく聞くこと」が大事

無縁仏を供養

志岐小学校が避難訓練

都呂々狸河内
（沖の田）
地区

サッカー、男子ハンドボール２連覇達成！
ソフトテニス男子個人（山下・横山ペア）が優勝！
男子（金子・田中ペア）、女子（田﨑・稲尾ペア）も３位入賞で県体会へ

都呂々狸河内（沖の田）地

志岐小児童が７月１日、地

区では７月３日、無縁仏の供

震・津波を想定した役場への

養を行いました。昭和３０年

避難訓練を行いました。

代に建立され、「区内で昔、

かかった時間は４分10秒。

災い（火災など）が多かった

先生からは「災害は命にかか

ことからも、毎年、供養を続

わること。日ごろから話をよ

けている」と川原政志さん。

く聞くことが大事」との話も
ありました。

毎年７月の第１日曜開催。

エースが優勝

苓北町の投票率は61.71％
第４０回一般男女バレーボール大会

「県体会の目標はベスト４に
田﨑結衣・稲尾友菜ペア

入り、九州大会に出場するこ
と」

山下永護・横山慶人ペア

5

広報れいほく ２０１６ ７月号

金子翔太・田中宏和ペア

左）優勝したエース

第２４回参議院議員通常選

の 皆 さ ん （ ６月２４

挙が７月１０日、執行され、

日、体育センター、
バレーボール協会

―山下・横山ペア

提供）。大会参加は

顧問の鶴田先生は「しっかり

女子３チーム、男子

と気持ちをつくって試合に臨

はなし。

み、上位入賞を」と期待。

第２４回参議院議員通常選挙

町でも午後８時から即日開票
されました。
町の投票率は61.71％。
（前回から３％増。選挙当日
の有権者数は6,561人、投票
者数は4,049人でした。）
広報れいほく ２０１６ ７月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

第25回関西ふるさと苓北会 / 投稿「喜寿同窓会に出席して」

ふるさとへの想いが集う

中体連結果一覧

―第25回関西ふるさと苓北会総会を開催
関西圏在住の苓北出身者で構成する「関西ふるさと苓
北会」の総会および懇親会が６月１９日、大阪市内のホ
テルで開催され、苓北町からも、田嶋町長、山本議長を
含め、６人が出席しました。
総会には、会員･来賓など１７５人が集まり、終始賑や
かに進められました。冒頭、山﨑会長あいさつでは、熊
本地震災害に対するお見舞い、田嶋幸三氏の日本サッカ
ー協会会長就任へお祝いの言葉がありました。続いて、
町長･議長挨拶では、苓北町の近況や熊本地震の状況を
紹介しました。
２部の懇親会の席上では、熊本地震災害に対する義援
金が、山﨑会長から熊本県大阪事務所副所長へ手渡され
ました。各テーブルでは、食事をしながら懇親・懇談が
賑やかに行われ、福引き大会、松尾くらら
（富岡出身）歌
謡ショー、民舞、じゃっと節・天草小唄を全員で合唱し
ました。
毎年、大変な盛り上がりをみせる素晴らしき ふるさ
と会 。今後さらに関西在住の、出郷者の皆さんの輪が
広がり、苓北町との交流がより一層強まることを願いま
す。（写真提供＝関西ふるさと栖本会副会長 溝口房雄さん）

投稿

﹁喜寿同窓会に出席して﹂

土居下 正子

今回の地震で熊本在住の数人には残
念ながらお目にかかれませんでした︒
心よりお見舞い申し上げます︒また幹
事さまには準備から終了まで多大な尽
力をつくして戴き心よりお礼を申し上
げます︒

私は二日間ホテルに投宿したのです
が︑前夜は昂奮のあまり寝つくことが
できず⁝︑ふと︑窓の外を見上げて︑
感嘆の声を上げてしまいました︒

広報れいほく ２０１６ ７月号

そこには美しく輝く無数の星達︑引
いては打ち寄せる潮騒の音︑漁火と対
岸の発電所の明り群にすっかり癒され
て︑つくづく素晴らしい故郷を誇りに
思う旅となりました︒

願わくば︑時々は苓北町へ帰省する
事をモチベーションに毎日を過ごして
いきたいと思います︒

六月二十一日

︵趣旨を変えずに適宜編集しています︒︶
7

ふるさとの唄をステージで合唱

去る六月八日︑苓中五期生の喜寿同
窓会が執り行われました︒梅雨時には
珍しく晴天に恵まれて︑四十八人の懐
かしいお顔にお目にかかり過ぎし日の
記憶を紐解きながら︑一人ひとりの近
況報告をお聞きして多かったのが︑健
康に関すること︑趣味や伴侶の見送
り︑お孫さんのこと︱など︑話題はつ
きませんでした︒

写真中央が土居下さん

あいさつをする山﨑信親会長

＝１日目＝
▼女子バスケットボール
１回戦 苓北 ５８−５５ 栖本
２回戦 苓北 ４４−７９ 本渡
▼剣道
団体戦 予選リーグ敗退
▼女子バレーボール
１回戦 苓北 ０−２ 松島
▼女子ハンドボール
１試合目 苓北 ６−１４ 稜南
２試合目 苓北 １０−２４ 本渡
▼サッカー
１回戦 苓北 ０−０ 本渡東
（ＰＫ３−１）
＝２日目＝
▼野球
１回戦 苓北 ５−６ 牛深東
▼女子ハンドボール
３試合目 苓北 ３２−３ 五和
▼男子ハンドボール
決勝 苓北 ２５−１６ 本渡
（県大会出場決定）
▼サッカー
準決勝 苓北 ３−１ 本渡
決勝
苓北 ３−２ 稜南
（県大会出場決定）
▼男子ソフトテニス
団体１回戦 苓北 ３−０ 牛深
２回戦 苓北 １−２ 天草
個人（７月２日）
優勝 山下永護・横山慶人ペア
３位 金子翔太・田中宏和ペア
（県大会出場決定）
▼女子ソフトテニス
団体１回戦 苓北 ２−１ 天草
２回戦 苓北 ２−１ 姫戸
３回戦 苓北 １−２ 本渡
個人（７月２日）
３位 田﨑結衣・稲尾友菜ペア
（県大会出場決定）

勝つためにできることを全てやってきたならば、
一点の悔いもないだろう。

もしもやり残したことがあったとしても、
それは全て、己が招いたことだ。

でもまだ―、

県中体連（熊本県中学校総合体育大会）は、
７月２３日
（土）・２４日
（日）に県内各会場で行
われます。

次があると思わないか。
広報れいほく ２０１6 ７月号

6

「ヒマワリカレー」で、楽しく食事

※レシピは福祉保健課まで。

守り、日々の成長を楽しんでいます。

11

変れども 諸式高値で いまにめいわ
九﹂の状態が続きました︒
揖斐富次郎の支配
明和９年６月︑揖斐十太夫が逝去し
とみ じ ろう
て︑ 月に︑富次郎が家督を相続しま
した︒
天草問屋
安永元年︵１７７２︶暮れに︑肥後
の高橋・川尻・小島に天草問屋を置い
とん
て︑日田間連絡の便に供しました︒問
や
屋は︑宿駅の旅行者に対して︑人馬の
伝送や宿泊の駅務を総理する役人の事
です︒年寄り数名が補佐しました︒

どうぞお出かけください。お待ちしています。

10

11

26

11

揖斐杵五郎の支配
郡代の代替
安永６年︵１７７７︶４月︑富次郎
が逝去して︑５月下句︑杵五郎が養子
となって︑ 月に家督を相続しまし
た︒
役所移転の提唱
安永６年︑杵五郎の家督相続の折︑
元締となった瀧口又吉が天草出張した
時︑大庄屋達から役所移転の嘆願があ
りました︒富岡は︑天草の北西部にあ
たんがん
って場所的に不便だという訳です︒瀧
ほん と ば ば
まちやまぐち
口も必要性を認め︑本戸馬場か町山口
あっせん
に移転する様に斡旋を約束しました︒
しかし︑実現に至りませんでした︒

子育てをみんなで楽しみませんか？喜びも倍になり

12

17

た︒一俵︵４斗︶につき２升︵５歩︶
げんろく
で︑元禄９年︵１６９６︶以来︑１斗
５合入りの特製桝を使用して︑４杯で
一俵としました︒過納米は︑清算後︑
銀銭に替えて返還される筈ですが︑大
庄屋の懐に入り︑農民の不満が募りま
した︒これに︑揖斐郡代の大増税が拍
車を掛けました︒明和７年からは︑増

11

しながらママたちと一緒に、子どもの愛らしい姿を見

8
広報れいほく ２０１6 ７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 ７月号

9

税を重ねた年貢米が定免になったので
す︒
そのために︑農民の不満が爆発しま
した︒同年 月 日︑農民が大挙し
て︑大島子で開催中の大庄屋会議に押
しかけました︒同 月 日︑大庄屋が譲
歩して収束しましたが︑以後︑頻発し
た農民一揆の先駆けになりました︒
暴風の被害
明和７年５ 月 日から 日まで大暴
風があり︑高浜・大江・今富で︑大洪
水が発生しました︒
明和９年︵１７７２︶の年
明和９︵迷惑︶の年と言われた位の
悪年でした︒江戸で２月に大火災が発
生しました︒地方では︑梅雨時期︑日
照り続きで大干ばつになりました︒一
転して︑７月２日と３日は︑全国的に
大雨風となり︑各地方で洪水が発生し
ました︒そこで︑堪りかねてか ︑ 月
あんえい
日︑﹁安永﹂と改元されました︒し
かし﹁めいわ九も︑昨日限り 今日よ
りは︑寿命ひさしき 安永のとし﹂と
縁起を担いでも︑﹁年号は安く永しと

た！お座りをした！立った！歩いた！など、一喜一憂

25

“夏野菜”の
オクラを使って

その４︶

ましょう！」

第二次天領︵補筆

夏野菜を使ってデコレーションした

27

ママたちのＱ＆Ａ
子育て支援センターでは、子どもたちが寝返りをし

25

暑中お見舞い申し上げます。

17

「夏やさいで元気に暑さを乗りきり

13

44

カレーの上には
マヨネーズで
ヒマワリをイメージ
食欲の落ちやすい時期です。

年貢銀廻送
明和５年から年貢銀は日田へ納める
事になり︑大庄屋・庄屋・町役人が交
たいとう
代で出向きました︒帯刀を許され︑苗
字村名入りの提灯を掲げて往来しまし
た︒
地役人のリストラ
じ やくにん
やまかた
郡中の地役人は︑遠見番８名︑山方
やく
役 名の 名でしたが︑明和７年︵１
７７０︶３月 ︑ 名に定員減になりま
した︒遠見番は定員数そのままで︑４
人が退職になり ︑ 名の山方役は９人
が退職で︑残る８名の内︑４人が遠見
番の勤務になりました︒一方で︑折衝
事の多い山方役を４名に減じましたの
で︑その分を大庄屋に負担させまし
た︒
大庄屋の苗字御免
明和７年４月︑揖斐郡代は苗字御免
の 復 活 を し ま し た ︵ 庄 屋 を 含 む ︶︒ 大
庄屋に山方役柄を負担させる事と︑年
貢の取り立てが定免となる対策と思わ
れます︒
出米騒動
で まい
明和７年︑出米騒動が起こりまし
た︒出米は過納米とも言い︑年貢米
に︑升減り分を予想して付け加えまし

をしてみませんか？

島原預かりから︑日田預かりへ
めい わ
明和５年︵１７６８︶４月︑天草
ただとき
は︑島原城主・戸田忠辰から︑豊後日
い び じゅうだゆう
田の郡代・揖斐十太夫に托されまし
てんめい
た︒以後︑天明３年︵１７８３︶８月
まで 年間︑日田郡代３代の統治下に
置かれました︒
事務引き継ぎ
４月 日︑日田から大塚伸右衛門な
どが出向して︑島原役人と事務引き継
ぎをしました︒元締に大塚伸右衛門︑
清畑藤右衛門︑手代に壇円助などを決
めました︒
郡中大増税
同年８月︑揖斐十太夫は ︑ 日に大
矢野に到着︑各村を回って田畑を調査
し増税を行いました︒翌年８月︑翌々
じょうめん
年にも増税を重ね ︑ カ年の定免︵年
の豊凶に関係なく︑定額を徴収︶とし
ました︒その結果︑明和４年︵１７６
７︶の島原預かり時の郡中総税額は︑
八千五百三石余でしたが︑定免になっ
た同７年︵１７７０︶以降︑一万二千
二 百 六 十 八 石 余 と な り ︑ １・ 倍 の 大
増税になりました︒

ふ れ あ い 広 場

10

「ヒマワリカレー」

16

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

苓北町子育て支援センター

Ｑ：おっぱいをやめる時期は？
Ａ：おっぱいに、執着する子もいれば、すんなり離れ
られる子もいます。おっぱいは、子どもの安定剤
のようなものでもあるので、無理強いをする必要
はありません。
おっぱいに代わるスキンシップやおっぱい以外の
楽しいことが見つけられるようになるまで見守る
ことも大切です。
Ｑ：離乳食が、進まないのでおっぱいをやめた方がよ
い？
Ａ：おっぱいをやめても、離乳食が進むとはいえませ
ん。離乳食の完了（１２カ月〜１８カ月）まで生活
リズムを整え、離乳食の進み具合を見て、短期間
ではなく、成長を長期の目で見ていくと良いでし
ょう。（ＮＨＫすくすく子育て参照）
ますよ。

23

チームぱくぱく

花びらは薄焼き卵
８月の行事食

16

坂瀬川保育園の
お友だち
地域で。家庭で。くらしに食育を。
将来を担う子どもたちを 食で育む命の応援団

まちづくりに終わりはない。
―はじまりは今。
創るのは君だ。
募集要項

集
分
高等学校卒業程度

▼職種・採用予定数など
募
区

一般事務

種

職

３人程度

町長部局または教育
委員会などに勤務し︑
一般行政事務に従事

採用予
定人数

勤務先
︵内容︶

61

▼受験資格
昭和 年４月２日から平 成 年４月
１日までに生まれた人で︑苓北町内
に住所を有する人または採用後に町
内に居住できる人︵ただし︑昭 和
年４月２日から平成３年４月１日ま
でに生まれた人は︑民間企業等での
職務経験が３年以上あること︒︶
▼受付期間
７月 日︵月︶から８月 日︵金︶まで
の 平 日 ︑ 午 前 ８時 分 か ら 午 後 ５ 時
まで︒郵送は︑ 日消印有効︒電子
申請は︑ 日午後５時までに正常に
到着したものを受け付ける︒

９月

11

日
︵日︶

12

18

午前８時 分〜
苓北町役場大会議室
第２次試験 １次合格者に通知
▼試験案内・申込用紙請求
役場総務課に直接とりにくるか︑町
ホームページからダウンロード︒郵
送請求は︑封筒表に﹁苓北町職員採
用試験申込請求﹂と朱書きし︑１４
０円切手を貼った宛先明記の返信用
封筒︵角形２号︶を同封のうえ請求
してください︒
▼申し込み方法
必要事項を記入し︑受験票の返信用
として 円切手を貼った封筒︵宛
先・郵便番号を明記︶を同封して︑
総務課へ持参または郵送してくださ
い︒郵送する場合は︑封筒表に﹁苓
北町職員採用試験申込﹂と朱書き
し︑必ず﹁簡易書留郵便﹂で送付し
てください︒インターネットで申し
込む場合は試験案内の﹁インターネ
ット操作方法﹂を参照してくださ
い︒

第１次試験

▼試験の日時および場所

12

30

10
広報れいほく ２０１6 ７月号

（写真＝富岡半島「ハマユウ群生地」）
広報れいほく ２０１６ ７月号

11

30

12

61

25

82

苓北町職員採用試験案内
申□
問 〒８６３−２５０３ 熊本県天草郡苓北町志岐６６０番地
□
苓北町役場総務課
☎０９６９−３５−１１１１
http://reihoku-kumamoto.jp

さくらぐみ

のおともだち

『あじさいまつり!!』

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

志岐保育園

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

投稿大募集！
広報れいほくでは、さまざまなテーマで
の投稿・写真・作品を募集しています。
【投稿「テーマ」
＝４００字以内】
「ふるさと苓北」
「まちづくり」
「自然災害」
【写真＝タイトルをつけること】
「赤ちゃん自慢（０〜１歳未満）
「
」町の風
景（投稿者自身が撮影したもの）」
【作品＝タイトルをつけること】
テーマ、ジャンルは問わないが投稿者自
身が創作したものに限る。
【その他】
他県で活躍する町出身者の紹介（自薦他
薦問わないが、他薦は本人の承諾がある
こと。要写真）
投稿方法

志岐保育園の園庭に、色鮮やかな
梅雨明けを前に折り紙で

あじさい

あじさいの花びら

がきれいに咲きました。
をたくさん折り、イロトリドリのあじさい

ができました。これから夏本番!!夏ならではの遊びを思いっきり楽しみたいです!!

稿ください。なお全ての投稿が掲載され
るわけではありません。

総務課広報係
ＴＥＬ３５−１１１１
ＦＡＸ３５−２４５４

REIHOKU@town.reihoku.lg.jp

だ
ゆう

悠

み らい

実礼

さん

さん

﹁えのぐやさん﹂

わたしは︑えのぐでふでを

かきました︒ほんもののえの

ぐもつかってたのしかったで

す︒えのぐのいろがきれいで

した︒

﹁うみのくに﹂

わたしは︑にんぎょ︵マー

メイド︶をいろいろなくふう

をしてつくりました︒しんじ

広報れいほく ２０１６ ７月号

ゅやひとでもつくりました︒

13

できたときは︑ほんとうにう

志岐小学校６年生（男 12人 女 12人 計 24人）担任：石井 勇気 先生

みのなかみたいでした︒

学校自慢

クラスから先生へ
石井先生は、いつも分かりやすく学習を教えてくだ
さってありがとうございます。
これからも、ビシバシ、よろしくお願いします。

小学生の作品

さこ

迫 田

とみなが

先生からクラスへ
自分たちが立てた目標を、言葉
だけにせず、必ず実践していっ
てください。そして、一人ひと
りが志岐小のリーダーとなって
何事もがんばってください。

都呂々小学校１年

六年生
冨永

クラスの自慢 ２４人全員が明る
くて、先生や地域の方々に大き
な声で元気よくあいさつができ
るクラスです。

を明記のうえ、郵送またはＥメールで投

都呂々小学校１年

志岐小のリーダーとして
学校全体をひっぱっていく

▽氏名 ▽性別 ▽年齢 ▽住所 ▽連絡先

広報れいほく ２０１6 ７月号

12

No.184

民謡歴22年、83歳の唄声、天まで届け
やま

さき

みち

町内

道子の回顧録
知 恵 袋 ***

14

上津深江のわらべうた

「お手玉とチャンペン」
***
とんお

にじゅう

「ひとふき 長六さん 何ぼで十 十で二十 二十で
三十‥‥」と百まで続きます。この唄を唄いながらお
手玉で遊んだものでした。
「打てば うすけどんが おごらっとたい」
これは、チャンペン（貝殻のメンコ遊び）で、貝を投
げる時、唄っていました。うすけどんは実在人物で、
おごらっとたいは、怒られるの意味です。上津深江で
伝承された、わらべうたです。

７月２日、JAれいほく本所での啓発広報

７月１日、保健センターで開催された
苓北町推進委員会

その他の活動

ゃんの
おばあち

７月の﹁社会を明るくする運動﹂
強調月間︱︑苓北町推進委員会を
開催し︑街頭での啓発広報活動を
行いました

30

こそこそ、何やかんやして、体ば動かすことと、腹の底から
声を出して民謡を唄うことです。週1回の民謡教室「春陽
会」はとても楽しみにしています。会員10名で平均年齢83
歳です。同年代の人とのおしゃべりも楽しみの一つです。会
の民謡のレパートリーは100曲近くあり、尺八の伴奏にあわ
せて１人3曲、計30曲、唄っています。民謡教室がある日は、
心も体もシャキッとします。唄った後は、すーっとします。
元気かうちは、唄いたかですね。

苓北町推進委員会

30

ひ けつ

問 長生きの秘訣は？

▽行政告知放送による広報︵7月中５
回放送︶
▽作文コンテスト募集 小学校︑中学
校︵小学生︑中学生対象︶に案内
▽学校訪問︵保護司活動︶ 各小学校︑
中学校︑高等学校へ訪問︵７月
日・ 日︶

広報れいほく ２０１６ ７月号

10

▼日時 ７月１日︵金︶ 苓北町保健セ
ンター︵午前９時 分開会︶
▼構成団体 苓北町︑町議会︑小学校︑
中学校︑高等学校︑苓北支援学校︑
PTA関係︑天草警察署苓北交番︑
教育委員会︑人権擁護委員︑少年補
導員︑民生委員児童委員協議会︑老
人クラブ連合会︑連合女性の会︑公
民館︑保護司会︑社会福祉協議会
▼内容 各団体の〝社会を明るくする
運動〟推進計画の発表︑天草署管内
の青少年非行の現状の報告︑広報ビ
デオ上映﹁〝社会を明るくする運動〟
中央推進委員会﹂など

15

30

街頭啓発広報

平山家(的場)の7人兄弟の次女として生まれ育つ。道子
さんが23歳になった時、近所でもあり、兄の同級生でも
あった山﨑實さんと結婚。スタートは、熊本市内のアパー
トから始まった。二人だけの甘い？新婚生活は、読者の想
像におまかせすることにする。(笑)
さて、その4年後、夫の實さんは、家業を継ぐため帰
郷。親子2代に渡って、大工の棟梁となる。道子さんは、
3人の娘達の子育てはもちろん、家族と従業員の食事作り
に奮闘した。時には、左官の「こどり」として現場にも出
た。棟梁の妻としての大奮闘は、30年続いた。
今日は、民謡教室「春陽会」の練習が道子さんの自宅で
行われている。今日の道子さんの披露曲は、鹿児島浜節、
黒田節、白頭山節の3曲だ。民謡は庶民の日常生活の中か
ら、自然に生まれて伝承されたもので、人々の生活感情を
表している素朴な仕事唄、祝い唄、酒盛り唄、盆踊り唄と
幅が広い。道子さんの腹
の底から湧き出てくる唄
声は、声量があり、重み
もあり、それでいて軽や
かでもある。民謡歴22
年、83歳の唄声が天ま
で届けとばかりに、気持
天まで届く唄声 道子さん右手前
良く響き渡った。

▼日時
７月２日︵土︶
９
〜
▼配布会場
JAれいほく総
合祭会場
▼広報内容
啓発のための
うちわ・ティッ
シュ５００枚
配布

春陽会の皆さん

今度もまた、同じ人生でいいです。今まで、父ちゃん（夫の實
さん）のおかげで、色々な稽古ごとをすることができました。
民謡をはじめ、大正琴や日本舞踊など自分が好きなように稽古
ごとばさせてもらいました。父ちゃんは私がすることに一度も
『つまらん』と言ったことがなかったです。幸せだと思ってい
ます。

14

たんぽぽホール﹁おはなし劇場﹂

問 もし生まれ変わったら？

今年で 回目を迎えるたんぽぽホー
ル の ﹁ お は な し 劇 場 ﹂︒ 夏 休 み の 上 演
めざしメンバー一丸となって手作りで
の製作や練習に奮闘しているところで
す︒ブラックシアターや大型紙芝居な
ど︑わくわくするお話をたくさん用意
し︑笑顔と感動があふれるひとときを
皆様と共に過ごしたいと思います︒都
呂々保育園のお友だちにも出演しても
らいます︒

優しくて、責任感のある人が好きです。テレビでは、大岡越
前を演じる俳優の加藤剛さんです。また、トンチがきいて人
を笑わせてくれる人は、良かですね。

﹁茶釜が手を出し︑足を出し⁝﹂と
古くから語り継がれている﹁ぶんぶく
ちゃがま﹂では︑お話の楽しさ︑想像
を広げることの素晴らしさを皆さんの
心に届けることができるよう︑たんぽ
ぽホールならではの工夫やしかけを随
所に施しています︒どうぞお誘い合わ
せて︑ぜひ見に来てください︒

問 好みの男性のタイプは？

︵招待券がなくても入場できます︒︶

あんパンが好きです。あんは、やっぱり白あんでしょうねえ。
近くに住む娘が時々、買って来てくれます。あんパンば見て、
幸せを感じます。(笑)

□
問 090 ︱7161 ︱6599
︵舩越︶

的場区在住

問 好きな食べものは？

道子さん14歳

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

こ

山 﨑 道 子 さん

（昭和7年11月10日生まれ）満83歳

おはなし劇場を

見にきませんか

き

24

と

分〜

30

８月 日︵水︶

午前９時

ところ

輝いています！

志岐集会所

︵苓北町民ホール︶

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。

11

広報れいほく ２０１6 ７月号
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選挙

任期満了に伴う
﹁天草不知火海区漁業調整委員会
委員一般選挙﹂を実施します
問
□
苓北町選挙管理委員会︵総務課内
担当／道田︶ ☎○
内２０９

い人は︑期日前投票または不在者投
票ができます︒
▼期日前投票期間
７月 日︵火︶から８月２日︵火︶まで
︵８日間︶
▼期日前投票所
苓北町役場１階中会議室
午前８時 分から午後８時まで

問 本渡商工会議所
□
☎
２００１
︱
ばんかん

開催しています
あまくさ晩柑フェア２０１６

お知らせ

26

天草地域特産の﹁あまくさ晩柑﹂を
テーマにしたフェアを開催していま
す︒
﹁あまくさ晩柑﹂は３〜８月まで出
かんきつ
荷されるもっとも晩生の柑橘で︑果汁
が多くジューシーで︑爽やかな酸味と
上品な甘さが美味しい果実です︒
天草地域の 店舗︵和・洋菓子店や
飲食店︑宿泊施設など︶において︑天
草産の果実を使用した商品が販売中で
す︒町内では︑富岡の黒瀬製菓舗にお
いて︑あまくさ晩柑を使った﹁どら焼
き﹂と﹁シャーベットゼリー﹂が販売
されていますので︑ぜひご賞味くださ
い︒
さらに︑スタンプラリー では 人に
プレゼントが当たります︒
リーフレットは︑各店舗および町観

光協会︑役場農林水産課・各出張所で
配布をしていますので︑多くの皆様の
ご参加お待ちしています！
▼開催期間
７月１日︵金︶〜８月 日︵日︶
▼場所
天草地域内の参加店︵ 店舗︶
▼内容
和・洋菓子店や飲食店︑宿泊施設な
どにおいて︑あまくさ晩柑の加工品
を素材とした既存商品や新商品︵期
間限定商品︶の販売

国税だより
平成 年４月の地震災害により
被害を受けた皆さんへ
問
□
天草税務署 ☎ ︱２５１０
︵自動音声案内︶

この度の地震では︑被害を受けた皆
さまに心からお見舞い申し上げます︒
国税庁では︑熊本県内に納税地のあ
る人について︑別途国税庁告示で定め
る期日まで︑地震が発生した平 成 年
４月 日以降に到来する国税に関する
申告︑申請︑請求︑届出およびその他
の書類の提出ならびに納付等の期限
を︑延長しています︒
申告・納付等の期限をいつまで延長
するかについては︑今後︑被災者の状
況に十分配慮して検討していきます︒
詳しくは熊本国税局のホームページ
︵ www.nta.go.jp/kumamoto
または
熊本国税局 検索 ︶をご覧いただく

か︑最寄りの税務署にお尋ねくださ
い︒

﹁司法書士による相続・遺言法律
教室＆無料相談会﹂が開催されます
問 熊本県司法書士会天草支部
□
︵司法書士 松山一志︶
１７５１
︱
☎

﹁事前に知っていれば⁝⁝﹂
まさかのときに備えるため︑お気軽
にご参加ください︒法律教室終了後に
は︑無料相談会も開催します︒
予約は不要︒無料相談会のみの参加
もできます︒
▼とき ８月６日︵土︶
▽相続・遺言法律教室
⁝午後２時〜２時 分
▽無料相談会
⁝午後３時〜５時
▼ところ
本渡南コミュニティセンター
︵天草市港町 ︱５︶
法律教室内容
▽遺言の方法に関すること▽相続人︑
相続財産の特定に関すること︱など
相談内容
▽相続・遺言に関すること▽売買・贈
与・担保権等に関する登記▽会社・そ
の他法人に関する登記▽お金の貸し借
りについてのトラブル▽裁判・調停・
強制執行の手続きに関すること▽成年
後見に関すること

※天草広域連合の各ホームページで募集要項閲覧および申込書取得ができます。

▼告示日
７月 日︵月︶
▼選挙期日 ８月３日︵水︶
▼投票できる人
平成 年９月１日現在で調製し︑同
年 月５日に確定した苓北町の天草
不知火海区漁業調整委員会選挙人名
簿に登録されている人
▼投票所
苓北町役場１階大会議室
午前８時から午後５時まで
▼期日前投票
選挙人名簿に登録されている人で︑
投票日当日に仕事や冠婚葬祭︑レジ
ャー︑買い物などで投票所へ行けな

☎２２−３２０５

九州電力からのお知らせ
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13

☎２４−３１８８
申し込み方法

掲載希望は総務課広報係へ

台風や地震︑
集中豪雨などが発生した
ときの注意点をチェックしましょう

８月８日
（月）
から同１９日
（金）
まで
（土曜・日曜・祝日は除く）
の
午前８時３０分から午後５時１５分までに、申込書を郵送または
持参してください。

28
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〒８６３−０００１
熊本県天草市本渡町広瀬
１６８７番地２
天草広域連合消防本部・
総務課総務係

17

場
会

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎

14

22

筆記試験…本渡五和農業協同組合
（天草市南新町）
体力試験…本渡運動公園
（天草市太田町）
験

９月１８日（日） 午前８時３０分集合
１次試験日程

筆記試験＝天草広域連合事務所
（天草市本渡町
消防庁舎３階）
試

資
験
受

〒８６３−０００１
熊本県天草市本渡町広瀬
１６８７番地２
天草広域連合事務局・
総務企画課総務係

28

14

昭和61年４月２日以降に
生まれた人

①昭和62年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれた人
②昭和62年４月２日以降に
生まれた人で救急救命士の
免許を持っている人
※男女の区別はありません。
格

①消防職・６人程度
②消防職
（救急救命士）
・２人程度

67

一般事務
（高卒程度）
・
２人程度
職種・予定人員

員
職
防
消
務
事
般
一
分

お知らせ
25

平常時の電気安全ポイント
地震のときは︑家電製品の転倒︑落
下などのおそれがあることから︑置
き場所などに十分注意し︑また︑近
くに可燃物をおかないようにしまし
ょう︒
二次災害を防ぐために
台風や地震などのときは︑家電製品
のスイッチを切りましょう︒とくに
アイロンやドライヤーなど熱器具は
すぐにプラグをコンセントから抜き
ましょう︒
再び電気を使うときは
家電製品や屋内配線の安全確認を行
いましょう︒傷ついたコード︑破損
したコンセントや落下した家電製品
は漏電などの原因になります︒ま
た︑水にぬれてしまったものも同様
です︒電気店のチェックを受けまし
ょう︒
ガス漏れがあるときは
ガス漏れがあるときは︑家電製品を
使用しないようにしましょう︒ガス
の臭いがするときなどは電気の使用
を避け︑ガス栓をしめ︑窓を開け
て︑ガス会社に連絡しましょう︒
切れた電線に注意！
台風や地震などで切れた電線には絶
対に触れないで最寄りの九州電力営
業所へご連絡ください︒
九州電力株式会社
問 天草広域連合（下表のとおり）
□

INFORMATION

27

23

平成29年度採用
天草広域連合職員を募集します

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

12

30

17

区

無料 39-0003
（会計）39-0002
（税務/福祉）39-0000
（商工/農水/土木）39-0001
（水道）
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
□

こせきの窓

6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

志岐山
鶴
天神木
和 田
出来町

氏

名

保

大仁田理玖（りく）
小林 和継（ともひで）
田口 聖海（せいあ）
荒木 絢翔（けんと）
後藤 洋太（ようた）

幸せにゴールイン
区 名

夫

熊本市

前田

氏

名

貴広・絵美
和也・継美
慎悟・伸江
翔太・かほり
幸成・有紗

城

名

妻

下

氏

名

高尾真理子

お悔やみ申し上げます
区 名

松 原
下 向
下 向
下 向
四丁目
紺屋町

氏

者

（敬称略）
区

雄史

護

名

岡部 敏子
岡野チヤコ
野口アイ子
永田スミ子
岡田 達彌
柗下ハルミ

善意の寄附

（敬称略）

93歳
86歳
93歳
84歳
85歳
89歳
ありがとうございました

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

8月休日当番医

（日） 慈恵病院
８月７日

（内）☎３７−１１１１
苓北クリニック（内・呼）☎３５−１１１９
（木・祝）慈恵病院（内・整・ﾘﾊ・泌・精）☎３７−１１１１
11日
14日
（日） 慈恵病院
（外）☎３７−１１１１
21日
（日） 慈恵病院
（内）☎３７−１１１１
28日
（日） 医師会病院
（泌）☎３５−１１３３

19

広報れいほく ２０１６ ７月号

問 税務住民課
□

休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
２日（火）・18日（木）※４日（木）は開館
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

年齢

●社協寄付（６月受付分）
倉田
誠さん 平井 裕藏さん 岡部 博幸さん
隅中 ミエさん 蓑上 一博さん 野口 政信さん
岡野 忠行さん 岡田タズ子さん 松下 昌隆さん
●広報れいほく郵送料寄付（Ｈ28.6.16〜Ｈ28.7.14）
吉川 英三さん
（大阪府） 山口 芳郎さん
（京都府）
西田 勝年さん
（天草市） 平山 布之さん
（神奈川県）
山下 一弘さん
（大阪府） 田尻ミネ子さん
（神奈川県）
石田 孝也さん
（兵庫県） 中村 陽子さん
（兵庫県）
三浦善四郎さん
（神奈川県） 熊代三重子さん
（兵庫県）
横浜八千代さん
（兵庫県） 榎
千鶴さん
（兵庫県）
吉屋 哲男さん
（京都府） 森
谷雄さん
（大阪府）
布田 寿子さん
（大阪府） 中地 慶子さん
（大阪府）
田口 厚子さん
（大阪府） 宮川由紀子さん
（滋賀県）
岩崎 雅代さん
（大阪府） 吉田 桂子さん
（大阪府）
小堀 君子さん
（京都府） 加舎幸七郎さん
（京都府）
山田 嘉教さん
（愛知県） 山崎 信親さん
（兵庫県）
増田 洋子さん
（大阪府） 井内 靖子さん
（大阪府）
西野ヒロエさん
（大阪府） 品川 光明さん
（兵庫県）

■受付日時

8月

町長交際費とは、町
長が円滑な行政運営を
図るために町を代表し
て行う外部との交際に
要する経費です。クリ
ーンな行政運営を目指
す苓北町では、町長交
際費を毎月公表します。

（平成28年6月処理分）

区 分
弔 慰
見 舞
御 祝
賛 助
接 遇
会 費
みやげ・記念品
その他
計

件数
０件
０件
０件
０件
０件
０件
２件
０件
２件

金

額
0円
0円
0円
0円
0円
0円
19,499円
0円
19,499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

本渡年金事務所

1,075,000円の寄附がありました。
（69件）
寄附金は基金として積み立て、必要に応じて

内１０６
☎○

☎24−2112

国民年金保険料の納付にはお得な口座振替をご利用ください
①

国民年金保険料の納付には、便利で割引制度もある口座振替や、
まとめて支払うことにより割引となる前納制度があります。

口座による前納制度
２年前納……４月から翌々年３月までの２年分の保
険料をまとめて４月末に振替
１年前納……４月から翌年３月までの１年分の保険
料をまとめて４月末に振替
半年前納……４月から９月までの半年分をまとめて
４月末に振替／１０月から翌年３月ま
での半年分をまとめて１０月末に振替

※初めて登録する人は、２月末までのお手続きが必
要です。また、半年前納で１０月からの口座振替
（後期半年前納）を希望する人は８月末日まで
にお手続きください。
○早割制度……毎月末日に当月分の保険料を振替
（通常は翌月末の振替）の場合には
月々の保険料が５０円割引になります。

納付書による前納制度
１年前納……４月から翌年３月までの１年分の保険
料をまとめて４月中に納付
半年前納……４月から９月までの半年分をまとめて
４月中に納付１０月から翌年３月まで
の半年分をまとめて１０月中に納付
※納付書での前納は、半年分に限らず随時受付中で
す。お申し込みになると、保険料が割引された前
納用の納付書がご自宅に送付されます。

お手続き
口座による前納制度や早割制度をご希望の人は、
口座振替申出書に必要事項を記入、押印(金融機関
の届出印)のうえ、役場、本渡年金事務所またはご
利用の金融機関窓口へお申し込みください。
上記の納付方法を利用したときの国民年金保険料
割引額(平成２８年度）は以下のとおりです。前納制
度と口座振替をセットにすることでさらに割引が大
↓
きくなります。

納付方法
割引がない場合
現金支払【前納】

１カ月分

６カ月分

16,260円

97,560円

195,120円

393,000円

96,770円

191,660円

―

―

（割引額）

―

口座振替【前納】

１年分

（△790円）

※ 16,210円

（割引額）

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

天草苓北ふるさとづくり寄附金（H28.4.1〜7.11）

担当／田中

（△50円）

２年分

（△3,460円）

96,450円

―

191,030円

（△1,110円）

（△4,090円）

377,310円
（△15,690円）

※早割制度といい、
当月末振替となります。

②

クレジットカードでも納付できます。

対象となる保険料は、定額保険料と付加保険料込みの定額保険料です。
納付方法は、口座振替と同様に毎月定期的に納付する方法と１年前納、半年前納があります（割引額は納
付書による納付の割引額と同額です）。

皆さまが指定された事業に使用します。
町では、感謝の品（寄附謝礼品）を選ぶことが

求 人 情 報

できるようリニューアルしています。町ＨＰに
掲載していますのでぜひご覧ください。

職

種

人 数 就業場所

年 齢

社員寮の住込み賄い管理人

お詫びと訂正
広報れいほく５月号14ページ、苓北町拠点避難
地の海抜について、正しくは30.4ｍです。（35ｍと
掲載）
お詫びして訂正します。

【常用一般分抜粋】
7月1日現在

建設作業員

賃

金（単位:円） 求人番号

40010-45998261

2人 苓北町 61歳以下 150,000～155,000
1人
〃 37歳以下 144,000～200,000 2287961

ケアマネージャー １人

〃

不問

208,500～223,500 2271061

不問

130,000～200,000 2182961

機械オペレーター及び保全
1人

〃

職

種

人 数 就業場所

年 齢

賃

金（単位:円） 求人番号

縫製（仕上げアイロン）
1人 苓北町
当直係（夜間）

1人

〃

正看護師

2人

〃

看護職員（正、
准） １人

〃

不問 122,144～132,000 2157861
18歳以上 150,000～220,000 2004961
不問 180,000～185,000 2009261
不問

152,000～262,000 2040261

広報れいほく ２０１6 ７月号
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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

■ 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７月２１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。

町花 ハマユウ

富岡半島西海岸に咲くハマユウ
（撮影＝７月４日）

昭 和 年８月に苓北町を代表する
シンボルとして選定された町花﹁ハ
マユウ﹂は︑毎年７月頃にその花を
咲かせます︒なかでも富岡半島の西
海岸に群生しており︑潮騒にもまれ
ながらも︑生き生きと夏の情緒を漂
わせています︒
たくましく自生するハマユウは︑
まさしく町発展の︱︑ふるさとと呼
べる苓北の︱︑シンボルではないで
しょうか︒
49

ハマユウ
︵浜木綿︶ ヒガンバナ科に
属 す る 多 年 草 で ︑ 別 名 ハ マ オ モト
︵浜万年青︶ともいう︒開花時期は７
〜９月︒主に温暖な海岸に生息する
とされ︑宮崎県では県花に指定され
ている︒

町の風景

