苓北

安心して住める町 いきいきと暮らせる町 ふるさとと呼べる町

いざ、決戦の刻――。
都呂々若獅子会

長崎ペーロン選手権大会で、都呂々若

獅子会（苓北町代表）が２年連続３位入賞の快挙を達成
した。写真は、決勝戦直前に、監督の田平龍彦さん
（６０歳、
古里）
が選手らへ話をしている場面だ。一般の立ち入り
ができない乗船場所は、異様な緊迫感に包まれていた。
（７月３０日、長崎港）
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――歴史と伝統を未来へつなげ

平成29年７月末現在

その昔 ―
︑長崎から
富岡へ伝わったとさ
れるペーロンは︑中
国古来の故事に起源
をもつという︒

改めて、快挙達成の喜びを分かち合った。

※（ ）は前月比

（役場町長室、８月２日）

201７
（平成29）
年

vol. 644

８月２１日
（月）広報れいほく

夏越祭〈志岐八幡宮〉

力強く炎暑を乗り越えよう

目次
02

ペーロンの起源

紀元前３００年頃の中国・戦国時
代︑政治家・屈原︵くつげん︶が政治
の不正と堕落を嘆いて川に身を投げ︑
地元の人が船を出して助けようとした
のがペーロンの起源と言われている︒
屈原の亡骸が魚に食い荒らされないよ
う︑ドラや太鼓をたたいて魚を遠ざけ
たことがその原型という︒

◆
◆

30

男3,508人（±0） 女3,949人（−3）
世帯数 3,201戸（＋3）

苓北町ペーロン協会会長（中央）が田嶋町長と面会。

◆

更に成熟度を増し︑本場長崎では︑一
夏を制するために毎年︑各チームがし
のぎを削っている︒
競技の成熟は︑強いチームの勝負哲
学︵理論︑技術︑メンタル︑選手マネ
ジメント⁝etc︶︱︱の︑業界全体
への伝播を促し︑各チームは落とし込
んだ哲学を自分のモノとするため︑試
行錯誤を繰り返す︒厳しい練習に耐え
るのは何よりも︑一つしかない優勝旗
を勝ち取るためである︒勝つ喜びを知
ることは︑勝者のメンタリティをチー
ムに植え付ける意味でも重要だ︒

７月 日と 日︑長崎ペーロン選手
権大会が長崎港であり︑苓北町からは
﹁都呂々若獅子会﹂が出場︒見事３位
入賞︵２年連続︶を果たした︒

︵４㌻へ続く︶

広報では昨年に引き続き︑前日から

29

7,457人（−3）

長崎ペーロン選手権大会で３位入賞

を果たした都呂々若獅子会の田平監督（左）と倉田明

天領期の富岡へ

その後の二千年間︑東南アジアなど
へ広く伝わる中︑長崎でペーロンが始
まったのは１６５５年︒長崎港に停泊
中の唐船が暴風雨で難破︑多くの溺死
者を出したため︑長崎在留の中国人ら
が海神の怒りを鎮めようと︑艀︵はし
け︶を借り集めて競漕したのが始まり
とされ︑長崎でも海辺の各地で端午の
節句や大漁祈願などの祭事として盛ん
に︒わが町では︑１６７３年︑天領期
の富岡へ伝わり︑同じく端午の節句で
競漕が行われるようになった︒

競技へと進化

歴史と伝統を受け継ぎながらも変容
してきたペーロンは近年︑一つの競技
︵スポーツ︶として体系化した︒本場
長崎のほか︑わが町を含め︑兵庫県の
相生市など︑全国各地で大会形式によ
り競われるようになった︒ここ数年は

３位の旗を、田嶋苓北町長から手渡される

快挙達成を喜ぶ

目次

夏越祭
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特集 ペーロン――歴史と伝統を未来へつなげ

て、清々しく力強く炎暑を乗り越える夏
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苓北じゃっと祭〈天草苓北ペーロン大会〉

り行われる。茅の輪（ちのわ）をくぐっ
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歴史を訪ねて
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粗大ゴミ収集を実施します

11

町内無料電話設置状況調査結果
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苓北じゃっと祭

14

みんなのひろば

16

社会福祉協議会だより

17

たっしゃかもん

一年の前半の罪けがれをはらっ

越祭は、毎年７月３１日に志岐八幡宮で執
て健康息災を願い、代々伝わる

−第65回−

手

河童の

で頭をなでてもらうことで、子ども

の水難など諸厄をはらうといわれている。

№197 林田 新治さん（出来町）

18

まちのわだい

19

おしらせ/こせきのまど

24

残暑お見舞い申し上げます

（志岐八幡宮、７月31日）

カレンダー（主な行事予定）
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日
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８日

議会定例会（〜15日）
※予定

10日

粗大ゴミ収集日

16日

熊本県民体育祭（〜17日）
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24日

町民体育祭
（坂瀬川・都呂々地区）
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秋分の日

町民体育祭（志岐・富岡地区）
敬老会（志岐・富岡地区）

18日

敬老会（坂瀬川・都呂々地区）

28日

富岡城お城まつり（〜29日）

体育の日

10 11 12 13 14 15 16
敬老の日

１日
17日
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◆

チームに同行した︒
◆

◆

昨年に続いての歴史的快挙︒しかし
当然のことながら︑監督・選手・スタ
ッフを含め今年は︑昨年以上の結果を
目標としていた事を付け加えておかね
ばなるまい︒
◆

３
１

のメンタル︑チームワーク︑戦略︑そ
れとも︱︱︑運？︶
決勝は６コースのようだ︒︵そうい
えば︑中央に近い３︐４コースが良い
と監督が言っていた︶

ジリジリと太陽が照りつける中︑冷
静さを取り戻すかのように︑監督はペ
ットボトルの水で頭を冷やしていた︒

◆

◆

◆

◆

◆

のやりとりや︑目に見えない駆け引き
には︑本音と建前が透けて見えるよう
だった︒それもこれもただ一つ︑優勝
旗を勝ち取るための︑テッペンを獲り
たいという執念の︑裏返しなのだろ
う︒競技として成熟度が増したこと
で︑全体のレベルが上がり︑実力の拮
抗するチームが多くなったとも言える︒
それでも﹁圧倒的な実力があれば問
題ない﹂との声が聞こえてきそうだ
が︑︿本番一発の︑レースになってみ
な い と 真 の 実 力 が 判 ら な い﹀
︑
︿常に二
十数人の個の力を最大限発揮しつつ櫂
をそろえることは容易ではない﹀の
が︑ペーロンの難しさでもあるのだ︒
個人がいくらペーロンに習熟して
も︑チームが勝つことはまた︑別次元
の話なのだから︑つくづく奥が深い︒

長崎大会取材を通して︑チーム同士

◆

︿決勝戦後﹀
﹁３位に終わった結果の総括を﹂と
思ったが︑敢えて聞かない︒監督と握
手を交わすと︑晴れやかに破顔しなが
らもその目は︑次︵来年︶を見据えて
いた︒

上）懸命の応援！ 下）表彰式の様子

約半世紀の間に︑歴史と伝統を受け
継ぎながら競技スポーツとしても隆盛
してきたペーロン︒
他方︑ここ四半世紀における日本
は︑人口減少・少子高齢化の波が後継
者不足となって地方に押し寄せてい
る︒ペーロンも例外ではなく︑わが町
でも長崎でも︑チーム数は年々減りつ
つあるのが現状だ︒歴史を︑伝統を︑
楽しさを︑奥深さを︑迫力ある競技ス
ポーツとしての魅力を︑伝えていくこ
とは︑わたしたちの責務であろう︒
﹁歴史と伝統を未来へつなげ﹂
天草れいほくペーロン大会は来年︑
節目の 回目を迎える︒
︵了︶
30

◆

２

陰で選手らを支える女性スタ
ッフ。「あえての後ろ姿？」
（前日〈２９日〉
、牧島での練習を終えた直後）

◆

楽しさを、奥深さを、迫力を。

歓迎レセプション（２９日）
１．田嶋町長と谷口相生市長
２．磯風漕友会と若獅子会の選
手ら ３．歓迎のあいさつをす
る田上長崎市長

伝えていこう。

︿当日︑１レース後︑タイムは全体の
２位﹀
最後は敢えて締め︵ピッチを上げ︶
なかったのかの問いに︑去年は１本１
本で力を出し切ったので余力を持って
決勝へ行きたい旨の回答︒想定内︒納
得の顔︒
︿準決勝後﹀
乗船場所に戻ったその表情は怒りに
満ちている︒７秒ほどタイムを落と
す︒何が悪かったのか︒想定外か︒早
くテントへ戻るよう指示をだしている︒
︵ただし決勝まではあまり時間がない︶
︿決勝戦直前︑乗船場所﹀
円陣を組む若獅子︒内容は定かでは
ないが︑監督は何かを伝えている︵今
号表紙︶
︒
予選を見る限り︑ほぼ四者の戦いと
なるのが大方の予想であろう︵磯風︑
土井首︑琴海︑若獅子か︶
︒
実力伯仲︑戦力が五分五分の中︑勝
つために必要なモノは何なのか︒︵個々

歴史を、伝統を、

時 間 を 遡 る︒︵ 監 督 の 感 触 に フ ォ ー
カスし︑記者の印象を伝える︶
︿前日︑牧島﹀
昨年を上回る練習結果︵タイム︶に好
感触のようだ︒１本で練習を終えた︒

――歴史と伝統を未来へつなげ
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優勝＝磯風漕友会（相生市） ２位＝土井首（長崎市） ３位＝都呂々若獅子会〉
〈長崎大会結果
広報れいほく ２０１７ ８月号
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ペ−ロン
特集

第29回

町内外から チームが参加︑熱戦繰り広げる

29
第２９回天草苓北ペーロン大会は７月２３日に富岡袋湾で開催され、招待チ
ームの土井首・茂木（長崎市）、姉妹都市から唐津を含め、２９チームが参
加、猛暑の中熱戦が繰り広げられました。
以下のとおり、大会結果をお知らせします。
［一般男子の部〈参加９チーム〉］
■優勝 土井首ペーロン（4:38:66）
□２位 都呂々若獅子会（4:39:92）
□３位 富岡（4:59:13）
□４位 茂木ペーロン保存会（失格）

［男女混成の部〈参加１５チーム〉］
■優勝 都呂々若獅子＆レディース
（3:00:13）
□２位 浜千鳥（3:08:30）
□３位 苓北魂（3:09:98）
□４位 苓北医師会病院（3:10:32）
□５位 坂っ子ファミリー（3:13:49）
□６位 志岐小ファミリー（3:16:33）
□７位 苓北中２年（3:18:08）
□８位 ＷＷクリック（3:18:36）

［小学生の部〈参加５チーム〉］
■優勝 とことん都呂々ファイターズ（3:25:29）
※志岐小６年
□２位 志岐っ子絆３６フレンズ（3:32:88）
□３位 透和くんと最強の仲間たち（3:39:60）
※富岡小
□４位 志岐っ子ウォーターファイターズ５（3:39:79）※志岐小５年
※
（ ）
内は決勝戦のタイム。一般男子の部〈茂木ペーロン保存会〉はターンブイの
内側を廻ったため、競技規則により最下位扱いとする。
7
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天草苓北ペーロン大会

苓北じ
ゃっ
と
祭

苓北の夏を
土井首ペーロン（長崎代表）
（長崎代表）

一般男子の部
男女混成の部

都呂々若獅子＆レディース
小学生の部

都呂々小学校（とことん都呂々ファイ
（とことん都呂々ファイターズ）
ターズ）

制した強者たち
広報れいほく ２０１７ ８月号

6

富岡保育園 人気メニュー

「きな粉のほろほろクッキー」

薄力粉
１５０ｇ
砂糖
５０ｇ
きな粉
１５ｇ
スキムミルク １５ｇ
油
６０ｇ

富岡保育園のお友だち
図１

石垣Ａ（東側）修復前

作り方
①、ボウルに薄力粉、砂糖、
きな粉、ス

丁の背で切り込みを入れ、
160℃に

ほろほろと口どけの良いクッキーです♪
写真１

ふ れ あ い 広 場

やったね！

保健師さんの育児講座

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎35−1270

ママたちのＱ＆Ａ
Ｑ：しっかり噛んで食べることを子どもにどう教えた
らいいですか？
Ａ：噛んで食べる様子を見せるのが効果的
２歳頃までに咀しゃく力を徐々につけていかな
いと、ずっと丸のみし続ける心配もあります。１
才頃は、前歯でかじりとれる、奥歯の本数にあわ
せた食材の大きさや固さとし、「かみかみじょう
ずね」など、食べさせる際に、声かけをしながら、
噛むことを促します。２歳頃は奥歯が生えそろっ
ても噛む力はまだ弱いものです。「どんな味がす
る」「どんな音がする」など、無理せずに噛むこ
とが楽しくな
る言葉かけが
大切です。
大人が食べ
るのを傍で見
せることも咀
しゃく力の獲
得に有効です。

図２

石垣Ａ（東側）修復後

ママと一緒においしいね
写真２

9
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※スクリーントーンは新しい石

嚙み合って︑がっちりとしたものにな
りました︒特に︑東隅石の縦ライン
が︑ピシッとしたものになっていま
す︒石面の横並びも綺麗なものになり
ました︒図面や写真を見ると︑石垣に
立体感が出ています︒
こうなると︑石垣に威圧感も増大し
ます︒足場がないので︑普通の人は︑
まず︑登れません︒石垣とは︑こうい
うものなのです︒
︹付記︺新大手門の石垣は︑往時の姿
を取り戻しつつあります︒

残暑が厳しい毎日ですがいかがお過ごしですか？
子育て支援センターに遊びに来る赤ちゃんたち
も、離乳食が始まり、日々頑張って作ってくれる
ママたちの気持ちにこたえて、美味しく食べてく
れているようです。これからいろんな食材に出会
って大きく成長してほしいですね。
まだまだ厳しい暑さで、夏の疲れが出てくる時
期です。生活リズムを整え、バランスのとれた食
事で夏バテを乗りきりましょう！

■開設日時
■開設場所

ず︑今も︑しっかりしています︒
無番号の積み石は︑ひび割れたもの
で︑その個所は︑コンクリートで穴埋
めをしてありました︒今回︑新しい石
と取り替えました︒
修復前の石垣は︑全体が緩んでいる
事がわかります︒私達は︑城の石垣と
言えば︑このイメージがあります︒あ
る程度の高さまで登る事が出来るの
も︑このためです︒
図２・写真２
修復後の石垣は︑積み石がしっかり

苓北町子育て支援センター

石垣Ａ（東側）修復前（標高5.5〜2.5ｍ部分）

幸博

熱したオーブンで約17分焼く。冷め
てから取り出し、
手で割る。

︵元県立装飾古墳館長︶

まとめ、
天板に1㎝厚さに広げる。包

文／大田

キムミルクを入れて混ぜる。
②、①に油を加え、あまり練り混ぜずに

65

回︺

図１・写真１
修復前です︒斜め太線から左側が︑
以前の修復個所です︒今回は︑右側部
分です︒横位の太線から下位は︑石垣
の埋め殺し部分です︒通常︑目にする
事が出来ません︒雨風の影響を受け

今月の担当は富岡保育園
です。子ども達に大人気
の、「きな粉のほろほろク
ッキー」を紹介します。
きな粉は良質のたんぱく質
を含み、ビタミン、カルシ
ウム、鉄分など子ども達の
成長に必要な栄養素も豊富
です。

材 料（約30個分）

歴史 を訪 ねて

今月の

志岐城跡と富岡城跡︹ 第

チームぱくぱく

富岡城跡・新大手門の発掘調査と
整備事業報告︵５︶

石垣Ａの修復
この石垣は︑以前︑西側半分が修復
されており︑その継続事業です︒

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

石垣Ａ（東側）修復後（標高5.5〜３ｍ部分）

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 ２０１７ ８月号
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す みやす い環境づ くりで
きれい な町 を 。

ご 協 力あ りがと う ございまし た

町内無料電話

設置に関する調査結果をお知らせします
問
□

苓北町では、町内放送が流れるＩＰ告知端末機
に市販の電話機を接続すると、町内のご家庭同士
であれば、無料で電話が利用できるサービスを行
っています。
本年５月、町内無料電話サービスの普及状況調
査を実施しましたので、その結果をお知らせしま
す。
対象3,190世帯のうち回答があったのは2,201世帯
で、回答率は69.00％でした。うち、町内無料電話
を設置されている世帯は795世帯で、全世帯数に対
する設置率は24.92％と町内の約４分の１の世帯が
設置されている状況でした。
〈右表参照〉

総務課

担当／道田

※小雨決行

内２１0
☎○

〈表〉

地区名
坂瀬川

世帯数

回答数

回答率

無料電

無料電

話設置

話設置

世帯数

設置率

556

414

74.46％

165

26.68％

志

岐

1,461

903

61.81％

320

21.90％

富

岡

709

530

74.75％

151

21.30％

都呂々
全

体

464

354

76.29％

159

34.27％

3,190

2,201

69.00％

795

24.92％

※回答なし＝設置なしで算定しています。

〈 町が収集しない「ごみ」は以下のとおりです 〉

役場への電話、 お友達やサークル、 親戚同士での通話などが無料に。
便利な町内無料電話をぜひ利用しましょう !

▼レンガ・土石・瓦・コンクリート・建築廃材・がれき類・焼却灰
▼長鉄棒・長鉄線・鉄板・鉄塊
▼爆発性危険物（ガスボンベ）・石油類・中味の入った容器類
▼事業系廃棄物（建設・建築・店舗営業等 事業活動により生じたごみ）
▼農機具・農業用ビニール・農薬などの容器類・発電機
▼漁具・漁網、ロープ等・船舶用塗料などの容器類・備品類
▼産業廃棄物 事業活動で生じたごみで、指定の施設で処理すべきもの
▼自動車・バイク及びその部品
▼風呂釜・家庭電気製品などのコンデンサー・コンプレッサー等
▼家電リサイクル法対象の４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、
洗濯機・衣類乾燥機）とパソコン及び関連機器

〈無料電話サービスの利用方法〉
① 電話機を用意する。（一部利用できない電話機があります）
② 告知端末機側面の差し込み口に電話線を接続する。
③ 電話番号は、各家庭で使用している固定電話の番号

（固定電話がない家庭は別の番号を割り振り）

広報れいほく ２０１7 ８月号

▼日時
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10

日︵日︶

側面にある差し込み口を
確認してください。

※電話機はイメージです。

30

９月

告知端末機

午前８時までにゴミ出しをしてくだ
さい︒︵時間厳守︶
※小雨決行
当日悪天候の場合は９月 日︵日︶
に順延します︒
︵中止の場合は︑防災無線でお知ら
せします︶
▼注意事項
①通常町が収集しない﹁ごみ﹂と︑
毎週または毎月収集している可燃
ごみ︑不燃ごみ︑生ごみ︑資源物
は収集運搬しません︒
※各自で粗大ごみの持ち込みもで
きます︒ただし︑混雑が予想さ
れますので︑分別や梱包を行っ
て荷下ろしを手伝える方同乗の
うえ︑上津深江港仮置き場に︑
午前７時 分から正午までに搬
入してください︒
※収集運搬は︑苓北町建設業協会
並びに町内各事業所の皆さまに
よるボランティアで行われてい
ます︒住民皆さまの積極的なご
協力をお願いします︒
②粗大ごみは︑濡れてしまうと取扱
いできない物もありますので︑必
ず実施日当日の朝に出すようにし
てください︒
︿ゴミ収集の問い合わせ﹀
水道環境課 担当／櫻井

☎○
内１４０

電話線を接続するだけ !

粗大ゴミ収集を
実施します

９/１０（日）

17
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苓北じ
ゃっ
と
祭

じゃっとさいー

第29回苓北じゃっと祭は、７月22日に富岡港一帯で開
催され、多くの人で賑わいを見せていました。
午前の熊本丸体験乗船に始まり、夕方からは釣り選
手権、メイン会場ではアジャタ大会・大声コンテスト・も
ち投げ＆抽選会・長渕つもりものまねショー、最後は迫
力満点の花火３，０００発が苓北の夜空を彩りました。
たくさんのご来場、ありがとうございました。

大声コンテスト

初の試みと

なった大声コンテストだった

アジャタ大会で優勝した九州電力苓北発電所Bチーム
（記録＝１分１９秒６０）

が、たくさんの子どもたちが
参加してくれた（魅力的な豪
華賞品のおかげ？）。子どもら
は、恥じらいを見せながらも、
元気な大声で会場を沸かせ
ていた。
未就学児（写真）と小学生
の部を開催。

釣り選手権、左は〈一匹長寸の部〉で 優 勝した堀 本佑哉
さん（記録＝２３㌢）。右は〈総重量の部〉で優 勝した田
中圭造さん（記録＝７３４㌘）
13
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ぞうぐみ（３・４・５歳児） のおともだち

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

都呂々保育園

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

夏まつりのアーチの前で

ハイ、ポー ズ!!

夏まつりのアーチ
に紙皿UFOをつ
くりました。

ＵＦＯに自画像を描き、操縦気分を味わう子どもたち。

総務課広報係
ＴＥＬ３５−１１１１
ＦＡＸ３５−２４５４

夏まつりの夜空は、とてもきれいでした。

学校自慢

顧問の先生から部員へ これまで３年間、練習で
身につけた技術を試合の中で発揮し、天草拓心高
校の１勝目を挙げるため、全力で戦おう。

部の自慢 毎朝欠かさず駐車場の掃除をし
ています︒練習も大切ですが︑特に大切に
しているのは﹁気付く﹂ことです︒野球の
プレーにも大きく関わることなので︑毎日
掃除をして︑﹁気付く﹂ことに磨きをかけ
ています︒

土台作り

ひろ か

福島廣華さんが始球式
天草拓心高校マリン校舎
天草拓心高校野球部マネージャーの福島廣華さん
（マリン校舎３年、内田）が７月10日、藤崎台球場
で、第99回全国高等学校野球選手権熊本大会の始球
式をつとめました。
始球式の募集に応募。くじで、県内から１校が選
ばれたとのことです。
なお、拓心高校野球部は１回戦で高専熊本と対戦
しましたが、惜しくも敗戦となりました（３対
７）。

部員から顧問の先生へ 隅中先生は、ときには
厳しくときには優しく、私たちに全力で指導し
てくださいます。選手が結果がでないときや、
基本的なことができていないときは、選手一人
一人に的確なアドバイスをしてくださいます。
本当に、部員一同感謝しています。夏の大会は、
隅中先生から教えていただいたことを全部出し
きって勝ちます。

国照寺庭園に愛嬌のある悲しそうな葉
っぱが落ちていました！
ただ歩くだけでは絶対に見つけられな
い素敵な葉っぱ♥
アニメにでてきそうな葉っぱでしょ！

天草拓心高校野球部（マリン校舎 男子11人、女子２人
15
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計13人） 顧問：隅中 俊一 先生

（写真提供＝拓心高校マリン校舎）

（町への情報提供日＝７月18日）
広報れいほく ２０１７ ８月号
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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。

ターサービス、
みくりや、
肥後銀行富岡支店、
㈱苓北薬局、
天
草漁業協同組合苓北支所、
トータルファッションもり、
㈲第

輝いています！

一マーク、
東自動車整備工場、
旅館海舟、
㈲富岡鉄工所、
竹野
理容店、
三好商店、
ファッションハウスゆき、
本川鮮魚店、
大

No.197

クリーニング一筋６３年！大変かばってん頑張ってます！
！
はやし

だ

しん

じ

林 田 新 治

（昭和11年6月8日生まれ）満81歳

さん

出来町在住

問 好きな食べものは？
肉と魚です。肉ではカレー、魚では刺身・塩焼きなど、毎日
どちらかを必ず食べます。

問 好みの女性のタイプは？
スラっとしたきれか人がタイプです。女優で言えば、菊川怜
さんのような人がタイプです。
家内には先立たれてしまい夫婦水入らずの旅行にも行けませ
んでしたが、うちの家内もスラッとして美人でした。

問 もし生まれ変わったら？

昭和37年
妻のキヨ子さんと本渡にて

今も現役のアイロン掛け

特には思いつきませんが、仕事が忙しかれば、今の仕事をして
いると思います。それか、宝くじを当てて、悠々自適な生活も
してみたかです。今も宝くじは買ってますが、いっちょん当た
りません(笑)

問 自分なりの健康法は？
林田家
（都呂々木場）
の6番目
（男５人、女7人）
として生まれる。
子供の時は、川遊びなど木場の自然の中で育つ。田んぼで相撲
健康法は昔から苦労して、体を使っていたことぐらいでしょ
を取って怒られるなど、わんぱくな子供であった。
うか。散歩など色々健康法はありますが、自分はアイロンを
都呂々中学校卒業後、親戚が経営している土方の会社をちょっ
握っていないといけないので、散歩をする暇もありません。
と手伝ってほしいと言われ手伝うが、あっという間に2年の月日
昔からの日々の苦労が健康法です（笑）。
が経っていた。
少しの間の手伝いのつもりでもあったため、18歳の時に土方
それと、３人いる孫のサッカーやテニスの応援に行くことも
を辞め、本渡のクリーニング店に弟子入りすることを決める。
楽しみです。八代や福岡県古賀市、長崎県島原市など九州各
クリーニング店の修業時代は、早朝から寒い日でも洗濯板での
地色々な所に応援に行きました。娘が仕事で忙しい時は、自
手洗いを遅くまで行うなど厳しいものであった。弟子４人で1部
分一人で行くこともあり、他の父兄から驚かれることもあり
屋の生活もしていたため、夜に出ていくこともなかなかできず、
当時にぎわっていた本渡の夜も楽しめなかった
（笑）
。
ました。孫のサッカーの応援の影響で今では、ロアッソの応
その後4年間の修業を終え、
自分の腕試しも兼ねて、
熊本市内や
援にも行くようになりました。昼間の試合しか行くことは難
長崎県諫早市などのクリーニング店を転々とする生活をしていた。
しいですが、時間のある時は、えがお健康スタジアム（熊本
昭和35年に腕磨きを終え、富岡出来町に自分の店を構えるこ
県民総合運動公園陸上競技場）へ行っています。この楽しみ
とを決意する。
（当時は、現第一マークの前あたりに立てた）
が健康法の一つでもあります。
名前を松屋クリーニングと名付けた由来は、修業をした本店の
場所が亀場、支店の名前が鶴屋であったため、縁起を担いで松を
店名に付けた。
縁起を担いだ店名のお陰もあってか、経営も上手く行き、昭和
54年に現在の場所にお店を立て直した。その頃から、景気も上
向くようになり、良い服や布団などをみんなが使うようになり、
よくクリーニングにこのシミは落ちないかと持ってこられる
クリーニングへの注文もさらに増えるようになった。
時がありますが、時間が経ったシミはなかなか落とすことは
最近では、景気が悪くなったことや、コインランドリーが増え
難しかです。今では、良い洗剤やハイターなどありますが、
たこともあり、開業当初は、町内に６件ほどあったクリーニング
風呂の湯程度のぬるま湯があればシミは簡単に落ちます。
店も自分の店を残すだけとなった。
①シミを作ってしまったら、すぐにシミができた箇所をぬ
「いつ辞めようかと思う時もあるが、
お客さんが洗濯物を持っ
るま湯に浸ける。
てきてくれる間は大変かばってん、嬉しかけん自分も頑張ろうと
②1時間程度浸けているとシミが自然と落ちているので、
思う」。
洗濯機で洗う。
松屋クリーニングは、今日も新治さんの元気な声と、良い香り
醤油や血液など大抵のシミであればこの手順で大丈夫です。
の洗濯物で溢れている。

***プロに学ぶ洋服のシミ落とし***
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協モーター、
㈲本川海産食品、
松下鮮魚店、
宅島商店、
よし田、

社会福祉協議会
だより

■都呂々地区（敬称略）

平成29年度社会福祉協議会

■老人クラブ（敬称略）

心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ
町内

一般会費、特別会費のお礼

皆さまにご協力いただいた一般会費（戸別会費）、特別会

天草洋、㈲西庄丸砂利、明月、福マート、原時計、富田屋酒店、
天満屋、
伊藤理容店
前川建設㈱、
都呂々保育園、
西田米穀商会、
㈲木山陶石鉱業
所、㈱光製作所、㈲共立組、倉田オート、㈲新光商事、小﨑商
店、
ユーマートひらた、
野田組㈲、
理容わかまつ
□坂瀬川地区 みのる会（西川内）
、
潮寿会（和田）
、
花園会（浦）
、
松寿会（松原）、寿康会（中）、長寿会（小路）、青葉会（川向）、
飛龍会（鶴）
、
若返会（木場）

費（賛助会費）は、次のとおりです。区長さんをはじめ区民

□志岐地区 志岐山会（志岐山）、若水会（平山）、いずみ会（城

の皆さま
（一般会費）、事業所、商店、老人クラブの皆さま

下）、むつみ会（釜）、天佑会（天神木）、寿会（馬場）、明友会

（特別会費〈賛助会費〉）、ありがとうございました。
○一般会費（戸別会費）
○特別会費（事業所・商店）
○老人クラブ
合計

１，１８６，０００円
４９５，０００円
７６，０００円
１，７５７，０００円

特別会費（賛助会費）をご協力いただいた事業所、商店、

（明神山）、ふみ月会（紺屋町）、白濤会（白木尾）、年寿会（年
柄）
、向友会（下向）
、共和会（釜の下）
、楽笑会（平木）
、天寿会
（的場）
□富岡地区 巴会（元袋・尾越）
、城内会（１丁目・２丁目）
、山
陽会（春の迫・３丁目・４丁目）
、
飛龍会（５丁目・新町）
、
和
老会（出来町・八区）

老人クラブの皆さまを紹介します（７月31日現在）。今後

□都呂々地区

長寿会（一区）
、
天寿会（二区）
、
千歳会（三区）

も受け付けておりますので、よろしくお願い致します。

※社会福祉協議会会費につきましては、ボランティア活動、

■坂瀬川地区（敬称略）

社会を明るくする運動、心配ごと相談所開設、ひとり親家

㈱双川建設、宮原保育園、㈱キューアサ、坂瀬川保育園、㈲

庭行事、広報紙発行などに活用させていただきます。

日慎運輸、㈱長濱興業、猪口医院、坂田無線商会、スキンツ

福祉機器リサイクルコーナー

ーペみぞかみ、味千ラーメン苓北店、ハヤシ住建㈲、㈲錦戸
産業、
㈲山錦産業、
だるまや商店、
㈲苓北プロパン、
吉森米穀
店、溝上木工所、丸錦商店、ソーイングらん、民生堂薬房、カ
ットハウスK
■志岐地区（敬称略）
慈永会はまゆう療育園、㈱シープル、青砥歯科医院、志岐保
育園、国照寺保育園、
社会福祉法人啓仁会、
天草信用金庫苓

『無料』でお譲りします。
①バギーカー

１台

③ハイローラック

②チャイルドシート

１台

④エレクトーン

１台

１台

※エレクトーンの重量が重く、運び出しに大人３人と軽ト
ラックが必要です。詳細はお尋ねください。

北支店、㈱安田屋、苓北タクシー、㈲坂西商店、あらき歯科

3

医院、
㈱カネマツ、
苓北町農業協同組合、
㈱長井商事、
㈱レイ
キ、西日本プラント工業㈱、九電産業㈱、㈲苓北浄化槽管理
センター、㈱天草みらいコンクリート苓北工場、㈱みのり
商事、
樹美容室、
フレンドショップたかはし、
おうぎ美容室、
にしきラーメン、㈲松栄建設、ヘアーサロンタカド、㈲斉藤
商会、㈲松下自動車、㈱レイジュウ、㈱苓北グリーンサービ
ス、
苓北運送㈱、
㈱エコアッシュ、
㈱ボンディーヌ長崎、
あべ

1

2

薬局、
苓北給食センター、
アラキ美容室、
宮崎薬品、
ハマダ美
容室、臼井電気店、天草設備㈱、老松商店、渡辺自動車塗装
工場、
美容室おおにた、
荒木建具製作所、
瀬形カーボデー
■富岡地区（敬称略）

4

○申し込み

希望する人は、９月８日㊎までに社会福祉協

議会へお申し込みください。希望者多数の場合は、９月

富岡保育園、
医療法人弘仁会苓北クリニック、
天草郡市医師

11日㊊午前９時から苓北町新ふれあい館で、抽選を行い

会立苓北医師会病院、熊日天草西販売センター、酒井モー

ます。
広報れいほく ２０１７ ８月号

16

天草郡代表として１町単独で出場する苓北町。人口
掲載希望は総務課広報係へ

規模の大幅に違う他郡市との対戦（全２０郡市）に
も、「ひとつひとつ丁寧に勝利を目指していく」と、
つしました。

２０２０年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会の入賞メダルに︑
小型家電に含まれるリサイクル材が活
用されます︒町でも本プロジェクトに
協力・参加することとし︑今回新た
に︑本庁・各出張所の４カ所に携帯電
話・スマートフォン専用回収ボックス
を設置︵左写真︶しました︒

ご協力ください﹁都市鉱山からつく
る！みんなのメダルプロジェクト﹂

式が８月１日、苓北町役場で執り行われました。

▼対象機器 小型家電︵携帯電話・ス
マートフォンに限る︶
▼注意点 データを消去してから出し
てください︒
なお︑平成 年 月から設置の小型

天草郡市原爆死没者追悼式は８月９日に町総合セン
ターであり、遺族らが参列しました。

長崎に原子爆弾が投下された午前１１時２分には、

一斉に黙とうし、犠牲者へ哀悼の誠を捧げました。苓

北中学校３年の吉田実花さんは、「命の重み、感謝の

日を大切に過ごし努力して生きていく」と平和の誓い

すまじ」と「長崎の鐘」の献歌２曲が、会場を包みこ

特設人権相談所を開設します

助成制度を利用する場合は︑手術前
に申請手続きが必要ですのでご注意く
ださい︒
▼対象 町内在住の人が飼育している
犬または猫︵犬は登録・予防注射済み
であること︶
▼助成額 避 妊 ・ 去 勢 手 術 費 と し て
︿犬１頭一万円﹀︿猫１頭五千円﹀
を助成
▼条件 １世帯で年度中に１頭まで︒
※事前にお問い合わせください︒
□
問 水道環境課 担当／櫻井
内１４０
☎○

犬・猫の避妊及び去勢手術費
助成制度があります

□
問 水道環境課 担当／櫻井
☎○
内１４０

家電回収ボックスについても︑同じく
メダルプロジェクトの対象となります
ので︑ご協力をお願いします︒

苓北町からは１０競技に出場します。皆さまのご声
人権問題をはじめ家庭内のこと︑相
続問題︑金銭問題︑相隣関係などで悩
んだりお困りの人は︑お気軽にご相談
ください︒相談料は無料で秘密は固く
守られます︒
▼日時 ９月１日︵金︶ 〜 時
▼場所 苓北町保健センター
▼相談員 地元人権擁護委員

結婚新生活支援事業補助金
を受け付けます

□
問 税務住民課 担当／田中
☎○
内１０６

熊本県中体連ハンドボール大会

結婚に伴う新生活を経済的に支援
し︑少子化対策の強化を図るため︑新
婚世帯に対して︑新居の住居費︵住宅
取得・賃貸︶と引越費用の一部を助成
します︒
▼対象となる世帯 次の条件をすべて
満たす世帯です︒
①本年４月１日から平成 年２月
日までに婚姻届を提出し︑苓北
町に住民票がある世帯 ②夫婦の
所得の合計が３４０万円未満の世
帯︵※貸与型奨学金を返済してい
る場合は年間返済額を所得から控
除できます︒※婚姻を機に夫婦の
双方又は一方が離職し︑申請時に
おいて無職の場合︑離職した者に
ついては︑所得なしとして夫婦の
所得を算出します︶ ③他の公的
制度による家賃補助等を受けてい
ないこと ④過去にこの制度に基
づく助成を受けたことがないこと
※苓北町結婚祝い金との併給はできま
せん︒
▼助成金の額 １世帯あた り 万円を
上限とする︒
▼交付の申請 結婚新生活支援補助金
の支給には交付申請が必要です︒次
の書類を提出してください︒

〈女子〉▽１回戦（対

激しく競り合う苓北中選手（右、玉名中戦）

熊本県中体連ハンドボール大会が７月２２日、本渡

中学校体育館であり苓北中学校ハンドボール部（男
女）が出場しました。

男子は準々決勝敗退、女子は準決勝敗退（３位入
賞）となり、惜しくも九州大会への出場（上位２チー
ム）はなりませんでした。結果は次のとおりです。

〈男子〉▽１回戦（対本渡中、２４−１２）▽準々

人吉一中、２８−９）▽準々決勝（対東野中、１６−

２人にブロックされながらもシュートを放つ（東野中戦）

１１）▽準決勝（対宇土鶴城中、１１−３０）

□
問 税務住民課 担当／田中
☎○
内１０６

本年６月６日に︑連合会定時総会で
本年度の人権擁護活動の重点目標とし
ての宣言・決議が採択されました︒町
では本宣言・決議の趣旨がいかされる
よう重点目標︵テーマ︶を紹介しま
す︒また全文は︑町ホームページに掲
載しています︒
︿宣言﹀
﹁みんなで築こう 人権の世紀 〜考え
よう 相手の気持ち 未来へつなげよ
う 違いを認め合う心〜﹂
︿決議︵男女共同参画委員会︶﹀
﹁〜みんなで助け合い︑思いやりのあ
る社会をつくるために〜﹂
︿決議︵子ども人権委員会︶﹀
﹁〜一人ひとりの子どものかけがえの
ない命を守るために〜﹂

﹁宣言文・決議文を採択しました﹂
熊本県人権擁護委員連合会

▽交付申請書▽所得証明書▽戸籍謄本
▽世帯全員の住民票・貸与型奨学金の
返還額がわかる書類▽物件の売買契約
書︵住居費における購入の場合︶▽物
件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書
︵住居費における賃貸借の場合︶▽住
宅手当支給証明書 ︵住居費における
賃貸借の場合︶▽引越に係る領収書
︵引越費用︶
□
問 企画政策課 担当／浦﨑
☎○
内２１２

決勝（対玉名中１０−１８）

選手団を前にあいさつをする野口政信選手団団長

んでいました。今年で、戦後７２年となります。

援、よろしくお願いします。
合唱するすみれコールの皆さん

18
広報れいほく ２０１７ ８月号
広報れいほく ２０１７ ８月号
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30

24

お知らせ

７２回熊本県民体育祭に出場する苓北町選手団の結団
12

苓北中ハンド、女子が３位と健闘
28

９月１６日と１７日に人吉球磨地域で開催される第
25

を朗読。また、すみれコールによる合唱、「原爆を許
15

野口政信選手団団長（体育協会会長）は力強くあいさ
35

-11
11

4
45
2
5
FAX 3

☎

熊本県民体育祭結団式
原爆死没者追悼式

INFORMATION

「ひとつひとつ丁寧に勝ちにいく」
８月９日午前１１時２分、一斉に黙とう
くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

気持ちを忘れず、平和な世の中をつくるため、一日一
10

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

苓北町繁盛プロジェクト

等︑様々な社会問題の発生原因となる
恐れがあります︒
自分の権利を大切にするため︑また
次世代の子どもたちのために︑未来に
つなぐ相続登記をしませんか︒
詳しい内容は﹁熊本地方法務局ホー
ムページ﹂をご覧ください︒
□
問 熊本地方法務局総務課
☎０９６ ３６４ ２１４６

９月１日〜 日は
﹁屋外広告物適正旬間﹂
です

▼対象 離職者または自営業を廃業し
就職希望の人
▼募集期間 ８月 日○
月から９月 日
○
火まで
▼訓練期間
月１日○
水から１月 日
○
水まで
▼訓練会場 ︵有︶あまくさ藍ネット
︵天草市本渡町広瀬︶
▼内容 ▽ワード・エクセル基本・応
用▽電子会計実務検定▽日商簿記検
定︵任意受験︶
※詳細は左記へお尋ねください︒

□
問 天草公共職業安定所
☎
８６０９

26

天草地区漁業士会では︑魚一匹丸ご
と自分でさばけるようになる︑全３回
の﹁お魚捌き方教室﹂の受講生を募集
します︒
▼対象 魚料理に興味があり︑全３回
を受講可能な 歳以上の人
▼会場 本渡農事研究センター調理室
▼日程
／ ○
木・
／ ○
木・
9○
／
木
午前９時 分〜 時 分
▼募集人員
人︵定員を超えた場
合︑初めての人優先で抽選︶
▼参加費 ６︐０００円︵材料費︑講
習費用を含む︶
▼申し込み ９月 日○
金必着で︑往復
はがきに﹁お魚捌き方教室申込﹂︑
住所︑氏名︑年齢︑性別︑電話番号

受講生募集！

﹁漁業士のお魚捌き方教室﹂

31

﹁商品づくりセミナー﹂
を開催します
苓北町の農水産物・食・観光資源な
どを掘り起こし︑磨き上げて︑新しい
魅力を創造︒４回の実践的なセミナー
で︑人と人︑モノとモノを組み合わせ
て︑他のどこにもない特産品・観光商
品を創り出していきます︒
▼日時 ８月 日︵日︶ 〜 時
▼場所 苓北町役場大会議室
▼参加料 無料
▼申込先 役場商工観光課
※申し込み方法など詳しくは︑お問
い合わせください︒

□
問 商工観光課 担当／宮﨑
☎○
内１１４

相続登記はお済みですか？

店舗などの所在を知らせるためや宣
伝のため︑立て看板︑はり紙︑のぼ
り︑広告塔︑屋上広告︑壁面広告など
の屋外広告物を設置する場合は︑自己
の土地・建物などであっても︑原則と
して事前に許可を受ける必要があります︒
また地域ごとに︑広告物の種類や表
示できる面積︑広告物の設置が禁止さ
れる物件などの基準がありますので︑
申請の際は︑﹁きちんとルールを確認
する﹂﹁まわりの景観への影響を考え
る﹂﹁老朽や破損などで事故が起きな
いよう定期的に点検する﹂などについ
て︑十分留意してください︒
□
問 天草広域本部土木部
☎
４６７２

パソコン経理事務科

11

−

公共職業訓練受講生を募集します
▼訓練科名

28

12 10
30 26

15

︵固定電話︑携帯︶︑メールアドレ
スを記入し︑︿〒８６３ ００１３
天草市今釜新町３５３０ 熊本県天
草広域本部水産課内天草地区漁業士
会事務局﹀まで︒
▼特徴 ▽毎回一人に１〜２尾の魚を
準備▽複数の講師によるきめ細やか
な指導▽技術習得者には︑修了証と
マダイを授与
▼講師 県知事認定の漁業士が担当
▼その他 会場に託児所はありません︒

□
問 天草地区漁業士会事務局︵天草広
域本部水産課内︶☎
４３６７

−

天草署管内で︑﹁ネットバンキン
グ﹂利用申込書が送られてくる詐欺容
疑事案が発生しました︒
手口は⁝︑①﹁医療費の還付金の手
続きがある﹂などと自宅に電話があ
り︑口座番号などを聞き出す ②後
日︑口座番号や暗証番号などが記載さ
れた﹁ネットバンキング﹂の申込書が
送られてくる ③申込書は印鑑を押す
だけで完成し︑返信用封筒で投函させ
る ︑というものです︒
投函して手続きが完了すれば︑あな
たの口座がインターネットを使って取
引できるようになり︑犯人によって預
貯金を他の口座に送金され引き下ろさ
れてしまいます︒被害に遭わないよ
う︑還付金などの電話がかかってきた

﹁口座が乗っ取られるかもしれませ
ん！﹂天草警察署

22
−

①交通事故証明書（交通事故の場合） ②保険証
③印鑑（国保の場合は世帯主の印鑑も） ④個人番
号（国保の場合は世帯主の個人番号も） ⑤窓口に
来られる方の身分証明書
※その他必要書類は役場にあります。
まずは役場福祉保健課へご相談ください。

相続登記がされずに放置されると⁝
①相続登記をしていない間に更に相続
が発生すると︑誰が相続人かの調査に
時間がかかる上︑手続き費用が高額と
なります︒また︑所在不明の人に相続
が発生した場合などは︑登記を含めた
相続の手続きが極めて困難になります
②相続したい不動産を売りたい︑担
保に入れたいと思ったとき︑すぐに出
来ないなどの不利益を受けることがあ
ります ③所有者の把握に時間がかか
り︑防災︑災害復旧事業が進まない

場合や︑書類が送られてきた時は︑警
察︑関係金融機関︑家族などに必ず相
談するようにしてください︒
□
問 天草警察署 ☎
０１１０

苓北町ナイターソフトボール大会に参
加しませんか

内 １４３
☎○
問 福祉保健課
□
林田（国保）
／酒井（後期）

−

必要なものは？

11

18

15

○交通事故○他人の飼い犬による怪我○ケンカによ
る怪我―など、第三者による行為で起こった怪我や
病気です。
※通勤途中や仕事中の事故や怪我で労災保険の対象
となるものは、国保の使用ができません。お勤め
先にご確認ください。
※事故の相手が家族であった場合や、自身の過失が
大きい場合でも国保・後期高齢者医療保険を使っ
て治療を受けられた場合は届出が必要です。

21

火から 日○
金
▼期日 ９月 日○
︵土日︑ 日を除く︶
▼時間 午後７時〜
▼場所 苓北町農村運動広場
▼参加料 ６︐０００円／チーム
▼参加資格 町内在住・町内在勤者
▼申込期限 ９月５日︵火︶
▼監督会議 ９月８日︵金︶

第三者行為の対象は？

10

20
2
広報れいほく ２０１７ 8月号
広報れいほく ２０１７ 8月号

21

なぜ届出が必要？

22
−

−

必ず役場へ届け出を
お願いします！

18

29

10
30 12

この選挙人名簿は、選挙権を有する人
からの申請に基づき、毎年９月１日現在
で選挙資格を調べて作成します。選挙権
を有する人は、申請期間内に申請書を提
出してください。申請書は、選挙管理委
員会（役場総務課）と天草漁協苓北支所
に備え付けています。
○選挙権を有する人
平成29年12月５日現在で満18歳以上の
人（12月６日までに生まれた人）で、以
下の①から③に該当することが要件で
す。
①漁業者（漁業を営む人）または漁業従
事者（漁業者のために水産動植物の採
捕・養殖に従事する人） ②町内に住所
がある人または庁内で事業場を経営する
人 ③年間90日以上、漁船を使用するこ
と
○申請の期間 ９月１日から同５日まで
○提出場所 苓北町選挙管理委員会（総
務課）、天草漁協苓北支所
問
□ 苓北町選挙管理委員会
内 ２０９
担当／道田 ☎○

本来、交通事故などで相手方（第三者）が負担すべ
き治療費を国保・後期高齢者医療保険が一時的に立
て替えている状態であり、後日その治療費を第三者
に請求することになるためです。
※当事者だけで示談をしてしまうと、正当な請求が
できなくなるため、示談の前にご相談ください。

天草不知火海区漁業調整委員会委員選
挙人名簿の登録申請を受け付けます

24
−

22
−

交通事故などの第三者による行為で
国保・後期高齢者医療を使って治療したら

27

19

26

○ｅ−Ｔａｘ のメリット
「国税電子申告・納税システム
（ｅ−Ｔａｘ）
」
には、次のようなメリットがあります。
① 税務署へ出向くことなく、インターネットを
利用して申告、申請・届出、納付などの手続を
行うことができます。 ② 所得税の確定申告
において、添付書類（源泉徴収票や医療費の
領収書など）の内容を入力して送信することに
より、添付を省略することができます。 ③ 自
宅などからｅ−Ｔａｘで提出された還付申告
は、還付金を３週間程度で受け取ることができ
ます。 ④ 確定申告書作成コーナーを利用す
れば、自動計算機能等により容易かつ正確に
申告書を作成することができます。 ⑤ 納税
証明書の交付請求手数料が書面請求の場合
よりも安価です。 ⑥ ｅ−Ｔａｘで提出すると
マイナンバー確認書類の添付が省略できま
す。
詳 しくは 、ｅ−Ｔａｘホ ー ム ペ ー ジ
（www.e-tax.nta.go.jp又は ｅ−Ｔａｘ 検索 ）
をご覧ください。
問 天草税務署 ☎２２−２５１０※自動音声案内
□

□
申□
問 町ソフトボール協会︵教育委員
内４０４
会内／田尻︶☎○

国税だより

こせきの窓

７月受付分

〈新生活運動の推進〉お返しは廃止し、お礼状を送りましょう
（敬称略）

区 名

年

柄

浜
西川内
馬 場
的 場

氏

名

保

岩本悠生人（ゆうと）
川口 颯太（そうた）
田尻 杏菜（あんな）
辻
光希（みつき）
江崎 紗梛（さな）

下 向
尾 越
内 田
内 田
小 松
西川内
浜の町

氏

名

荒木
絹
野堀冨士栄
山口フサヱ
本多 正雄
松本 政三
濵﨑 好満
小野ツギノ

善意の寄附

者

敎生・ 梢
尚輝・梨沙
拓史・明菜
広美・美喜
司 ・里沙

お悔やみ申し上げます
区 名

護

（敬称略）

年齢

106歳
86歳
90歳
88歳
81歳
63歳
98歳

休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
７日（木）
・21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

天草苓北ふるさとづくり寄附金（H29.4.1〜H29.8.17）
1,318,000円の寄附がありました。
（43件）
寄附金は基金として積み立て、
必要に応じて皆さ

ありがとうございました

●社協寄付（７月受付分）
園
光男さん
本多
小野 時治さん

9月

秀敏さん

まが指定された事業に使用します。
寄附謝礼品（感謝の品）を選ぶことができるパ
ンフレットなど詳しくは、
総務課まで。町ホームペー
内２０７
問 総務課 ☎○
ジで見ることもできます。 □

●広報れいほく郵送料寄付（Ｈ29.7.19〜Ｈ29.8.17）
川本 善雄さん
（兵庫県） 平井 正徳さん
（神奈川県）
長谷 道雄さん
（福岡県） 錦戸
充さん
（岡山県）
三好 芳江さん
（兵庫県） 錦戸 幸代さん
（大阪府）
山田 悦子さん
（愛知県）

○国民年金保険料の納め忘れがある人へ

○第３号被保険者（専業主婦・主夫）が「届
出忘れにより受け取れなかった年金」を受
給できる場合があります

国民年金保険料は、納付期限より２年間を経過
した場合、時効によって納付することができませ
んでしたが、平成２７年１０月１日から平成３０年９
月３０日までの３年間に限り、過去５年分までさか
のぼって納付することができます。これを「後納
制度」といいます。後納制度を利用することで、
年金額を増額させることや、納付した期間が不足
したことにより年金の受給ができなかった人が受
給資格を得られる場合があります。

第３号被保険者（専業主婦・主夫）とされてい
た人に新たな年金記録が見つかり、必要な届出が
されていないために受け取れなかった老齢基礎年
金、障害基礎年金などが受給できるようになる場
合があります。
例えば、第３号被保険者であった人が、一時期
厚生年金に加入していて、その後、第３号被保険
者に戻ったときに届出をしていなかったことが判
明した場合などが該当します。

（注）老齢基礎年金を受給している人などは対象とな
りません。
（注）３年度以上さかのぼって保険料を納付する際は、
加算金がかかります。
問 ねんきん加入者ダイヤル
□
（ナビダイヤル）
または
☎0570−003−004
☎03−6630−2525（050で始まる電話
からかける場合）
本渡年金事務所 ☎24−2112

問 ねんきんダイヤル
□
または
☎0570−05−1165（ナビダイヤル）
☎03−6700−1165（050で始まる電話
からかける場合）
本渡年金事務所 ☎24−2112

（平成29年７月処理分）

子どもの急な病気の相談に応じます
■受付日時

平日：19時〜翌８時
土曜：15時〜翌８時
日・祝： ８時〜翌８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

9月休日当番医
9月3日
（日） 慈恵病院
10日
（日） 慈恵病院
17日
（日） 慈恵病院

（内）☎３７−１１１１
（外）☎３７−１１１１
（内）☎３７−１１１１

18日
（月） 慈恵病院

（内・整・泌・ﾘﾊ・耳・小〈午後〉）☎３７−１１１１
23日
（土） 慈恵病院
（内・耳）☎３７−１１１１
24日
（日） 医師会病院
（泌）☎３５−１１３３
23

広報れいほく ２０１７ ８月号

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
１件
０件
０件
１件
２件
０件
４件

町長交際費とは、町
額
長が円滑な行政運営を
0円
0円 図るために町を代表し
5,000円 て行う外部との交際に
要する経費です。
クリー
0円
ンな行政運営を目指す
0円
苓北町では、町長交際
10,000円 費を毎月公表します。
16,360円
0円
31,360円

金

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
☎○
０７ 35−1111

【常用一般分抜粋】８月３日現在

職

求 人 情 報

種

https://www.hellowork.go.jp

人 数

就業場所

年 齢

看護補助者

4人

苓北町

不問

160,800円～178,800円

賃

金
（単位:円）

求人番号
2934771

訪問看護師

1人

〃

不問

165,000円～223,000円

2935871

訪問介護（ホームヘルパー）

1人

〃

不問

150,800円～168,800円

2936271

准看護師

3人

〃

不問

165,000円～187,500円

2937971

土木現場監督

1人

〃

不問

220,000円～310,000円

2975771

管理栄養士（天草整肢園・苓龍苑）

1人

〃

59歳以下

157,200円～192,600円

2890071

設備作業員（現業職）

2人

天草市地区

44歳以下

144,000円～200,000円

2891371

建築土木作業員

1人

苓北町

不問

176,000円～286,000円

2883371

総合事務

2人

〃

不問

134,960円

2885571

介護職員

2人

〃

不問

144,000円～205,000円

2869571

保険調剤事務

1人

〃

34歳以下

130,000円

2825071

縫製（ボタン付け・ボタン穴かがり）

1人

〃

不問

125,840円～132,000円

2823971

生活支援員：介護職（天草更生園）

2人

〃

59歳以下

140,000円～193,900円

2778171

職業指導員（天草更生園）

1人

〃

59歳以下

140,000円～193,900円

2779071

管理栄養士（はまゆう療育園）

1人

〃

不問

175,000円～195,000円

2762371

介護職

1人

〃

不問

138,000円～168,000円

2730571

介護職

1人

不問

138,000円～168,000円

2731471

土木作業員

2人

39歳以下

184,500円～203,000円

2617571

広報れいほく ２０１７ ８月号

22

平成二十九年 晩夏

残暑お見舞い申し上げます

左写真
７月２２日
（土）
午後８時４４分頃
富岡城本丸付近から撮影

広報

れいほく（平成29年）８月号
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