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
今年も残り僅かとなりました︒
一年を振り返ると早く感じますが︑
その実︑様々な１／３６５日を思い返
すと︑一日一日の積み重ねであること
に気付かされます︒仕事とはいえ︑取
材などを通じて得られた充実した日々
を︑ありがたく感じます︒
一年間︑大変お世話になりました︒
どうか良いお年をお迎えください︒
︵溝上基︶
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携帯・スマートフォンでホーム

December
2017

広報

私と、旅をする。

ページを見ることができます。
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私は、

れいほく（平成29年）12 月号

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

天竺へ―。

動き

表紙（裏表紙）

町の

天竺を、山頂
手前数十メート

フォトリポート

天竺・天の川西遊記登山

平成29年11月末現在

ルから撮影。周
辺の雑木がいく

7,420人（−9）

らか伐採され、
以前にも増して突き抜ける空が広がる。まるで旅のように、何度

男3,490人（−5） 女3,930人（−4）
世帯数 3,198戸（−4）

訪れようとも、新鮮な気持ちにさせるこの山の頂は…、いつでも
あなたを待っている。

※（ ）は前月比

（天竺、１１月２３日、伐採は登山を主催するみどりの
会が町・都呂々財産区の一部補助を受けて実施）

2017
（平成29）
年

田嶋章二苓北町長へ
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１２月２１日
（木）広報れいほく

総務大臣表彰
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フォトリポート 天竺・天の川西遊記登山
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２０１７年の出来事
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歴史を訪ねて

07

チームぱくぱく/ひだまり

08

みんなのひろば

10

社会福祉協議会だより

11

たっしゃかもん

天皇皇后両陛下御臨席のもと、１１月２０日に東
京国際フォーラムで開催された「地方自治法施行
７０周年記念式典」において、田嶋章二苓北町長
が、地方自治の功労者へ贈られる総務大臣表彰を
受賞しました。（全国で２６１個人・２４５団体が、

−第６９回−

熊本県では４個人・６団体が選ばれました）

№201 小﨑 節代さん（小松）
12

まちのわだい

14

information 教育委員会/企画政策課

15

おしらせ

21

こせきのまど

１２月１１日、役場町長室において、熊本県総務
部長（池田敬之氏）から表彰状・記念品が手渡
されました

第１５回天竺・天の川西遊記登山は１１月２３日にあ
り、２２９人が天草下島最高峰「天竺（５３８ｍ）」を目
指しました。（往復約１１㎞）
スタート・ゴール地点の天草木場の杜自然学校では、
地元特産品や作りたての がねあげ を販売（コー
ヒーは無料）、スター
ト前には志岐山健康づ
くり太鼓の皆さんによ
る太鼓の演奏も披露さ
れました。
深まった秋を五感で
志岐山健康づくり太鼓
楽しみながら歩きます。
杉林そびえ立つ山道を抜けると、
天にも突き抜けるような空が広が
りたどり着く山頂。３６０度に広が
る景色は壮観で、足腰の疲れも忘
れさせてくれました。
また今年は、 くまモン が山
頂で出迎え（時間限定）、子どもも大人も大喜びで
記念撮影を楽しんでいました。

木場の杜自然学校をスタートする参加者（上）
そびえ立つ杉林を進む（下）

山頂でふるまわれた豚汁

カレンダー（主な行事予定）
2018
日

１
月

2018

January
火

水

木

金

土

1 2 3 4 5 6

４日
７日
１４日

元旦

7 8 9 10 11 12 13
成人の日

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

２４日
２７日

苓北町成人式
消防団出初め式
ニューイヤーコンサート
ロアッソ熊本との交流会
（詳細は14㌻参照）
苓北町ナイターサッカー大会
（〜26日）
ＪＡ女性部ボランティア清掃

日

２
月

February
火

水

木

金

土

1 2 3

４日

苓北町健康づくり駅伝大会

１５日

申告受付開始

２５日

九州オルレ「天草苓北コース」

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
みどりの会の皆さんもくまモンと記念撮影

3
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2

２０１７年１月１日
の初日の出
（富岡城）

産卵を終え、海へと
帰る途中のアカウミガメ
（７月６日、富岡海水浴場）

Events of 2017

今年はこん な年でした
２０１６年11月末人口 ７，
５７５人

１月
４日
８日
１２日
２０日

１２日
２８日

２日
１１日

１４日

２０日
２９日

第１２回議会臨時会、国保税条例を一部改正
（引き上げ）

１４日

６日
１８日
5

８月

夢先生の室伏由佳さん

２７日

９月

苓洋高校閉校式。独立した県内唯一の水産系
高校として７６年の歴史に幕を下ろした。
苓北中学校卒業式。６７人（男３８、女２９）
第５回苓北町長杯グラウンド・ゴルフ大会、
優勝は松本住子さん

April
坂瀬川出張所・坂瀬川公民館が、業務を旧坂
瀬川中学校校舎へ移転
消防団辞令交付式、団員数は294人に。
小中学校入学式。４小学校へ６０人（男27、
女23）
、中学校へ５７人（男25、女32）が入学
した。
熊本丸出港式（拓心高校マリン校舎として初）。
熊本地震発生から１年、出港前に実習生が黙
とう
春の窯元めぐり、９日間で17,168人（～5/7）
長崎苓北会総会・懇親会

今年度は
９人の方が100歳に

１０日
１６日

２０日
２３日

裸まつりと苓洋高校を特集した広報

１０月
田嶋町長から
辞令を交付さ
れる濵﨑敏和
教育長

１日
６日
８日
２１日

熊本丸出港式で黙とうする実習生

２２日

May
第８回日本サッカー協会会長田嶋幸三杯・苓
北町長杯サッカー大会（～４日）
坂瀬川中央見どころ巡りを初開催

６月
３日

都呂々若獅子会

March

５月
３日

３０日

February

４月
１日

２２日
２２日

苓北町成人式 新成人は８０人
消防団出初め式
夢先生に室伏由佳さん、志岐小・都呂々小で
授業
上津深江八坂神社「裸まつり」

３月
１日

４日
６日
９日

January

２月
１０日

７月

２８日
坂瀬川中央見どころ巡り

１１月

June
ＪＦＡグリーンプロジェクト。300人超のボラ
ンティアが麟泉運動公園にポット苗を植えた。
海開き
関東ふるさと苓北会総会・懇親会

広報れいほく ２０１７ 12月号

上）志岐小器楽部
左）苓北夕やけマラソン
下）６羽のマナヅル

１日
４日
２６日

July
台風３号が上陸
アカウミガメが富岡海水浴場で産卵
苓北さわやかクリーン作戦、約2,500人が参
加して町をきれいに。
県中体連、女子ハンドボールが３位入賞
苓北じゃっと祭・天草れいほくペーロン大会
（23日）を開催
都呂々若獅子会が長崎ペーロン選手権
で二年連続３位入賞の快挙

August
唐津ペーロン・レガッタ大会に志岐小ファミ
リーが出場し優勝

September
粗大ゴミ収集
第７２回熊本県民体育祭（人吉球磨大会）は台
風１８号の影響で１日のみの開催。６競技に出
場した。
田嶋町長が１００歳（９人）を祝うため巡回、
表彰を行った（一部26日）。
苓北発電所オープンデー、1,158人が来場

October
苓北町教育長に濵﨑敏和氏を選任、田嶋町長
から辞令を交付
秋の窯元めぐり、５日間で6,087人（～10日）
苓北クラブ、全九州壮年ソフトボール大会に
初出場
志岐小器楽部、第61回ＲＫＫ熊本県小学校器
楽合奏コンクールで最優秀賞（15年振り）
第48回衆議院議員総選挙・第24回最高裁判
所裁判官国民審査投票日。町の投票率は、小
選挙区・比例代表が62.01％、国民審査が
62.11％だった。
予定（～29日）されていた「富岡城お城まつ
り」は雨の影響で中止に。

November
６羽のマナヅルが苓北町へ寄り道
苓北夕やけマラソン2017を開催、過去最多
の４５８人が出場
関東ふるさと苓北会総会・懇親会
２０１７年１１月末人口 ７，
４２０人
（１年間で１５５人の減）

麟泉運動公園

広報れいほく ２０１７ 12月号
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てんぽう

戸田の破城で︑破却された石垣は︑

す︒

家治の後︑天草は天領となり︑同年
本丸・二の丸・出丸で復元されまし

18
②ブロッコリーは食べやすい大きさ
に切り固めにゆでておく。

③ミニトマトはヘタをとり洗っておく。
チーズは1㎝角に切っておく。

④卵を割りほぐし、牛乳を加え混ぜ、
塩で味付けする。

⑤④に①・②・③を入れ混ぜ、耐熱
皿に入れ、170度で20分焼く。

まえて︑前述のように︑城下町の二丁

門櫓は︑性格上︑重厚な造りであっ

櫓と西櫓が︑その役割を果たしまし

城内⁝天守閣は︑実在せず︑本丸の北
垣も︑調査によって︑根石列が検出さ

り︑戦後間もなく︑解体された東側石

この地には︑西側石垣が現存してお

ました︒寺沢広高の強い思い入れによ

までに︑広報で８回説明しました︒最

石垣の修復と復元については︑これ

6
広報れいほく ２０１７ 12月号

亀へ転封になりました︒
９月︑代官の鈴木重成が赴任しまし

幸博
た︒

文／大田

た︒天草の軍事警備は︑肥後藩が担
城下町⁝新大手門の門櫓です︒ 大手門

歴史 を訪 ねて
い︑重成は︑城下に居を構えました︒
の東西石垣を跨ぐもので︑山崎家治

ほりきり

︵元県立装飾古墳館長︶

重成の没後︑重辰が家督を相続して︑
が︑威信を懸けて構築しました︒ 寺沢

炒めておく。

富岡城跡・新大手門の発掘調査と

回︺
寛 文 ４ 年 ︵ １ ６ ６ ４ ︶︑ 天 草 を 去 り ま
時代は︑城内近くにあったものを︑城

志岐城跡と富岡城跡︹ 第
城下町では︑一丁目から五丁目の町
した︒この時期︑富岡城は︑そのまま
下町内へ前進させました︒その理由
は︑乱の勃発時︑多くの一揆勢が︑海

しげとき

割を行い︑二丁目と三丁目の間に堀切
の状態で︑据え置かれました︒
同年︑天草は私領に戻り︑戸田忠治
上からで無く︑陸路沿いの城下町側か

かんぶん

を設け︑東西石垣を築き︑大手門も︑
こ の 地 に 移 し ま し た ︵ 新 大 手 門 ︶︒ 家
︵忠昌︶の領地になりました︒忠治

ウインナーは輪切りにして軽く

整備事業報告︵９︶

年 ︵ １ ６ ４ １ ︶︑ 四 国 丸

治は︑寛永
要論を幕府に建議して受け入れられ︑
目と三丁目の間に堀切を設けて︑新大
手門を構築したのです︒防禦の役割

が続きました︒この間︑三の丸の地に
たと推定されます︒現況から︑西側石

は︑戸田の破城まで︑続きました︒

富岡陣屋が置かれて︑富岡は︑政治の
垣の北端に︑小規模な北櫓も存在した
事が分かります︒平時は︑富岡城の新

た︒共に︑二層造りに見えますが︑実
れました︒最近の整備により︑西側石

たな表玄関になりました︒

際は︑一層造りです︒北櫓は︑本藩
垣は︑往時の姿をとり戻しました︒

るものでしょう︒これらの櫓は︑富岡

も︑重要な門櫓については ︑

月初句

ビジターセンターとして︑外観復元さ

やぐら

︵唐津︶方向の本丸・北縁に建てられ

富岡城跡のシンボルと整備

中心地として︑在り続けました︒

その後︑天草は︑明治維新まで天領

した︒

富岡城は︑本丸と二の丸が破却されま

は︑寛文
ら攻め込んだからです︒この反省を踏

富岡城跡周辺地形図

年 ︵ １ ６ ７ ０ ︶︑ 富 岡 城 不

①玉ねぎ、人参はみじん切り、

今年も︑残り少なくなりました︒歳
月の経つのは︑早いものです︒
富岡城の歴史を復習します
けいちょう

天 草 の 地 は ︑ 慶 長 ６ 年 ︵ １ ６ ０ １︶
︑
唐津藩主の寺沢広高の領地となりまし
た︒関ヶ原の戦いの恩賞として︑天草
四万二千石が与えられたのです︒広高
は︑唐津城の支城として︑富岡城を築
か とく

年︵１６３７︶に勃発

寛 永 ２ 年 ︵ １ ６ ２ ５ ︶︑ 家 督 を 継 い

かんえい

きました︒
かたたか

だ堅高は︑ 同
した天草・島原の乱の責により︑領地
召し上げになりました︒
乱の際︑富岡城は︑一揆勢の攻撃を
年 ︵ １ ６ ３ ８ ︶︑ 天 草 に 入 国

受けて︑大きな被害が生じました︒
寛永
した山崎家治は︑直後から富岡城の改
なわ ば

修と縄張り改変に着手しました︒戦い
で城が大きく痛み︑縄張りの弱点も露

に詳細な調査を行い︑構造の手掛かり
を得ました︒現在︑復元図面の作成を
行っています︒

②加湿器を使う

れました︒

11

赤ちゃんの肌が乾燥してきたら、部屋の湿度を確
認しましょう。湿度50％以下なら加湿器をつけ
るのがおすすめです。大人の風邪予防にもなりま
す。また、赤ちゃんは、暑がりですので、暖房を
強くしすぎると、かえって汗をかいて、風邪をひ
きやすくなりますので、こまめな温度調節に心が
けましょう。
歩くの楽しいな！

ナイスショット！
Ａ：①保湿剤を使う
赤ちゃんの肌を乾燥から守るには保湿剤を使うの
が一番です。（赤ちゃん向けの保湿剤）保湿剤は
入浴後だけでなく食後、きれいに拭いた後、口の
まわりや手の甲などにも塗布してあげましょう。

今年も残り少なくなりました。
子育て支援センターに来ている子どもたちも、１
歳のお誕生日を迎えたり、つかまり立ちがさかんに
なったり、寝返りが上手になったり―と、大きくな
って色々なことができ
るようになりました。
これからの成長が楽
しみです。皆さんの参
加をお待ちしています。
また、来年もよろし
くお願いします。

Ｑ：赤ちゃんの乾燥肌対
策はどうしたらいい
ですか？

呈したからです︒袋の浦には︑百間土

10

二の丸では︑長屋建物が復元され

ママたちのＱ＆Ａ

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 12月号
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69

作り方

今回は子ども達に人気の、
「野菜たっぷりキッシュ」
を紹介します。
卵に野菜やチーズ、ウイ
ンナーを入れオーブンで焼
き上げた洋風の卵焼きです。
栄養満点！
いろどりもキレイな一品
ですよ。

て︑歴史資料館として活用されていま

ふ れ あ い 広 場

手︵石垣︶を築いて︑袋池を造りまし

「野菜たっぷりキッシュ」

宮原保育園のお友だち

た︒内堀を兼ねて用水池としたのです︒

宮原保育園 人気メニュー

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎35−1270

14

今月の

卵･･･････････････････４個
玉ねぎ･･･････････４０㌘
人参･･･････････････２０㌘
ブロッコリー････５０㌘
ミニトマト･･････････８個
ウインナー ････････２本
牛乳･･･････････････５０cc
チーズ････････････５０㌘
塩 ･･･････････････････少々

チームぱくぱく

■開設日時
■開設場所

苓北町子育て支援センター
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材 料（４人分）
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

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！
No.201

開業３３年！小﨑商店はまだまだ頑張りますので、
皆さま是非お立ち寄りください！
！
こ

ざき

せつ

（昭和８年３月２８日生まれ）満８４歳

さん

小松在住

問 好きな食べものは？
好き嫌いが多いので思い浮かびませんが、敢えてあげるなら
野菜です。野菜を、自分で煮しめなどに料理して食べるのが
好きです。飲み物も市販のジュースなどは口が受け付けない
ので、お茶と水しか飲みません。
好き嫌いは激しいですが、なぜか健康です（笑）

問 好きな男性のタイプは？
か とう ごう

俳優の加藤剛さんのような男らしい人がタイプです。テレビ
ドラマの大岡越前で最後のお裁きのシーンは、男らしくてと
ても憧れていました。夫の米安さんも加藤さんのように男ら
しい一面があるので、好きになったのかもしれません。

問 もし生まれ変わったら？

鶴林寺にて

開業３３年の小﨑商店

下田の西田家の６人兄弟の長女（弟５人）として生まれる。
子供の頃から読書が好きで、他の友達が外で遊ぶ中でも教室
で読書をする勉強好きな子供であった。勤労奉仕や分散教育
で、大好きだった勉強はあまりする時間がなかったことが今で
は少し名残り惜しく感じる時もあるが、人並みの子供時代を過
ごすことができた。
下田小学校を卒業後、１６歳で下田漁協へ就職が決まる。そ
れから３年後に親の勧めで結婚が決まり、結婚式当日に初めて
米安さんと対面する。三段跳びが上手でスポーツ万能と噂では
耳にしており、
「どんな人なんだろう」とドキドキしていたが、
「実際に会うと優しそうな人で安心した」ことを今でも覚えて
いる。
３人の子宝（娘３人）に恵まれ、子育てが落ち着くと、上田
陶石へ就職の話があり、１５年勤めることになる。昭和６０年に
は、炭坑夫向けの売店開業の話があって開業し、今に至る。
最近は、禁煙ブームやタスポ導入などの煽りを受け、売り上
げは好調とは言えないが、いつも来てくれる常連さん達とのふ
れあいも、節代さんの元気の源の一つだ。
「気づいてみれば、子供３人、孫８人、ひ孫４人（春にもう
一人生まれる）と大家族になり、小﨑商店も開業して３３年に
なりました。体もまだまだ元気なのでもう少し気張ってみま
す」。節代さんは明るく笑った。
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広報れいほく ２０１７ １２月号

心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ
町内

よ

小 﨑 節 代

社会福祉協議会
だより

戦時中生まれで勤労奉仕ばかりしていたため、好きだった勉
強があまりできませんでした。もし生まれ変わったら勉強を
し直して、先生になりたいです。
幼稚園でも学校でも構いませんので、子供達に勉強を教えて
みたいです。

問 自分なりの健康法は？
私の健康法は頭と体を毎日動かすことです。頭は、ナンクロ
という雑誌で問題を解くことで動かしています。頭の体操に
なってボケ防止に最適と思います。お店に行くと毎回ナンク
ロの雑誌を探してしまうほどハマっています。体は、グラウ
ンドゴルフや野菜作りなどで毎日動かしています。
自分で作った野菜を、料理して知人に配ることも楽しみです。

問 私の趣味
私の趣味は、夫と２人で行く旅行です。
平成５〜６年にかけての苓北火力発電所の工事の際に、タバ
コがよく売れ、ＪＴＢから売り上げが良かったので表彰を受
けました。その時もらった旅行券で夫と黒部ダムに行った事
がきっかけで、夫婦二人での旅行にハマってしまいました。
カナダ、オーストラリア、ニュージーランドを初め、日本国
内外様々な所を二人で回りました。
特に印象に残っているのは、皇居奉仕に行ったことです。皇
居内を数時間かけて色んな話を聞きながら掃除をさせてもら
い、貴重な体験となりました。また、その際に天皇皇后両陛
下と、皇太子ご夫婦の御前に座らせてもらうことができ、皇
居奉仕の団長を務めた夫が代表してお話をさせてもらえたこ
とが特に印象に残っています。
頻度は減ってしまいましたが、今でも夫婦二人で行く旅行が
趣味です。

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
○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、大学又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、大学又は高
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、大学又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）
詳しくは、苓北町社会福祉協議会へお尋ねください。

日常生活に不安はありませんか？

福祉機器リサイクルコーナー

このコーナーは、不要になった福祉機器などを寄
付していただき、必要な人に利用していただくため
のリサイクルコーナーです。

『無料』でお譲りします。
①ベビーベッド…１台
②五月人形…１体
③五月兜…１体

①

②

③

○申込受付期限
希望する人は、１月９日㊋までに苓北町社会福祉
協議会へお申し込みください。希望者多数の場合は、
抽選になります。抽選は、１月１０日㊌午前９時に苓
北町新ふれあい館で行います。
広報れいほく ２０１７ １２月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

日頃の練習の成果を披露

自主防災会に資機材を整備

ふるさとふれあい文化祭

コミュニティ助成事業で町内１０行政区へ

６０歳を超えてもなお現役プレーヤー！
シニアサッカーフェスティバル

第２０回ふるさとふれあい文化祭は１１月１９日に志

シニアサッカーフェスティバル２０１７は１２月２日

岐集会所であり、苓北町文化協会（髙村政子会長）の

と３日の２日間、坂瀬川地区総合グラウンド（天然

各団体が日頃の練習の成果を披露しました。

芝）で開催され、県内から３チームが出場しました。

集会所ホールで約２０の芸能プログラムが披露され

同大会は６０歳以上で構成されるチームの１１人制で

たほか、情報コーナーでは生花・書道の作品展示、ま

す。天然芝の緑が広がるピッチでは、まさに現役の白

た、プログラム終了後には恒例の福引きも行われまし

熱した真剣勝負が繰り広げられていました。
結果は次のとおりです。

た。

▶優勝＝熊本南オールスターズＦＣ
▶２位＝ランザ熊本シニアサッカークラブ
訓練の様子（浜之町公民館）

▶３位＝熊本オールドキッカーズ

平成２９年度コミュニティ助成事業により、松原区、
ばっちりと決まった
衣装でカラオケを熱
唱する坂西直俊さん
（団体名＝けいちゃ
んカラオケ）
①

平山区、都呂々一区、中尾区、木場区、浜之町区、釜
区、春の迫区の自主防災会に資機材を整備しました。
（一般財団法人自治総合センターの宝くじの社会貢献
事業。宝くじの受託事業収入を財源として実施）
浜之町区自主防災会では、１１月２６日に同区公民館

②

で苓北分署職員の指導の下、整備された資機材を実際
に使って訓練を実施しました。
自主防災会は、１２月１日設立の志岐山区防災会を
入れ、３８組織（４２行政区）となっています。

激しく競り合う選手ら（２日、坂瀬川地区総合グラウンド）

ふるさとでつながる絆の輪
関東ふるさと苓北会総会・懇親会を開催
第２２期関東ふるさと苓北会（大仁田淳会長）の総

③

会・懇親会は、１１月２６日に東京都内で開催され約
１３０人が出席しました（町から田嶋町長・山﨑福祉
保健課長、議会から山本議長・倉田議員・松本議員・
髙戸議員の６人）。
総会では、事業・会計報告などのほか功労者表彰も
行われました。懇親会では、歌謡ショーや還暦・喜寿
のお祝いのほか、苓北町の特産品が当たる福引き大会
で盛り上がりました。会場は久しぶりの再会や思い出
話に花が咲き、ふるさと苓北を懐かしむ笑顔であふれ

④

⑦

ていました。
（関東にお住まいの苓北出身者の皆さまへ）
ふるさとでつながる絆の輪

が今後も一層広がっ

ていくように、世代を問わず積極的に会へご参加くだ

⑤
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⑥

広報れいほく ２０１７ 12月号

（写真の団体名）
①天草ミニギター教室
②⑥⑧フラダンス福田教室
③藤本満美穂社中
④春陽会
⑤もみじの会
⑦天草藍の会

さい。来年はより多くの皆さんの参加をお待ちしてい
ます。

⑧

写真上＝各テーブルの様子
写真下＝大仁田会長、田嶋町長らと
記念写真
（撮影＝山﨑福祉保健課長）
広報れいほく ２０１７ 12月号
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