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２＿ハーフの部で通算４度目の優勝を飾った富田誠至郎さん
３＿女子ハーフの部で優勝した樺妙さん

４＿職場オリジナルのTシャツを着て走る柗村孝一さん

まつ むら こう いち

大会結果︵優勝者のみ︶
▼ハーフ男子
とみ た
せい し ろう
富田 誠至郎さん︵天草市︶
▼ハーフ女子
かんば たえ
樺 妙さん︵熊本市︶
▼ ㎞男子
はま さき
こう た ろう
浜崎 航太郎さん︵東京都︶
▼ ㎞女子
うえ しま
とも こ
上嶋 知子さん︵天草市︶
▼４㎞男子
うえ の
こう き
上野 公貴さん︵宇土市︶
▼４㎞女子
ふく だ
な な か
福田 七夕華︵苓北中一年︶
※全成績は町ホームページに掲載して
います︒また詳細は教育委員会へお
尋ねください︒

reihoku-kumamoto.jp

ページを見ることができます。

今年で７回目を数える苓北夕
やけマラソンは 月２日︑農村
運動広場前をスタート︑麟泉運
動公園をゴールに開催されまし
た︒大会は︑ハーフ︵ ･０９
７５㎞︶・ ㎞・４㎞の部門が
あり︑町内外の４９２人が参加
しました︒
ランナーには沿道から絶え間
ない声援がおくられ︑町内は終
日大きな盛り上がりをみせまし
た︒夕方に近づくにつれ赤くそ
まる空に︑夕日をエネルギーに
したランナーたちは再加速︒
参加者はさわやかな汗を流し︑
晩秋の苓北路を駆け抜けました︒
21
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携帯・スマートフォンでホーム
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５＿苓北中学校の先生たちもみんなで参加

熊本

６＿夕日をエネルギーにして走るランナー

告知端末 の電源は入れておきましょう！

１＿スタートの号砲に合わせて走りはじめる参加者たち

10

告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

6
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苓北夕やけマラソン2019
ふるさとと呼べる町
いきいきと暮らせる町
安心して住める町
KUMAMOTO
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11

広報れいほく11月号のもくじ
02 唐津市・苓北町

姉妹都市締結25周年記念式典

04 第３回お城まつり

町役場庁舎前で記念植樹を行う両市町（左から田嶋章二町長、
錦戸俊春町議会議長、
田中秀和市議会議長、
峰達郎市長）

月に開催さ

年を迎えた今
日︑志岐集会所を会場に

姉妹都市締結から
月

みね たつ ろう

周年記念式典を開催しました︒

年︒

苓北町からは苓北町の特産「天草
陶石」を使った白磁のアズレージ
ョに唐津市の木「松」と苓北町の
木「椿」を描いたものが唐津市へ
贈呈された（表紙中央）
25

く︑今からさかのぼること４００年ほ

んが来町し︑本町の関係者約１００人

長や田中秀和議長をはじめ

人の皆さ

ど前︑ときの唐津藩初代藩主﹁寺澤志

が出席して執り行われました︒式で

てらさわ し

摩守廣髙﹂が慶長７年に唐津城の築城

は︑田嶋町長が苓北町と唐津市のつな

下ろす小山の頂に石垣を築いて城にし

ぞれ良く似ています︒例えば︑海を見

対し︑富岡城は臥龍城と呼ばれ︑それ

両市町の絆が深まり︑いつまでも素晴

ッセージを紹介され︑﹁今後ますます

時に尽力された野副豊元市長からのメ

峰達郎市長からは︑姉妹都市締結の
の ぞえゆたか

たこと︒海を壕の代わりに使っている

づくり﹂研修︑視察などのため唐津市

の後︑各種団体・各方面からも﹁まち

に訪問したことがきっかけでした︒そ

に︑平成３年５月に唐津城視察のため

は︑富岡城復元整備計画を進めるため

その唐津市との交流が復活したの

流会も催され︑両市町の親睦が深まる

エールが送られました︒夜には歓迎交

ださい﹂と両市町の生徒たちに温かい

町と唐津市をつなぐ架け橋となってく

市長からは﹁次の時代は君たちが苓北

学生サッカーの親善試合が行われ︑峰

式典終了後には︑麟泉運動公園で小

す﹂とあいさつがありました︒

を訪問し︑現在も唐津ペーロン大会︑

苓北町の富岡城と唐津市の唐津城︒

会となりました︒
じた交流が続いています︒
の相互応援に関する協定を締結し︑有

より活発になることが期待される記念

りさらに両市町の絆が強まり︑交流が

今後もこの２つの城が取り持つ縁によ
事の際にはお互いに迅速なヒトやモノ
ました︒

の日となりました︒

また︑唐津市とは平成

年に災害時

苓北じゃっと祭ぺーロン大会などを通

があることなどです︒

らしい関係が続きますことを祈念しま

いました︒

つし︑さらなる交流を進めることを誓

66

こと︒海からの視界を遮るために松原

がりゅうじょう

唐津城が舞鶴城と呼ばれているのに

まいづる じょう

たことから始まります︒

城を築き︑

まのかみ ひろたか

に着手すると同時に︑富岡半島に富岡

がりやこれまでの歴史を含めてあいさ

た なか ひで かず

記念式典には︑唐津市から峰達郎市

25

唐津市とは︑平成６年

れた﹁唐津藩４００年祭﹂のなかで姉
妹都市を締結しました︒

3
１＿唐津市来町を歓迎しての記念
撮影
２＿親善試合を行うエボルピア苓
北ＦＣＹ
（左）と鬼塚少年サッ
カークラブ（右）の小学生ら
３＿友好の証として制作された唐
津市と苓北町のマークが入っ
たサッカーボール

年間にわたり天草を治め

苓北町と唐津市とのつながりは古

26

2
1

の援助ができる体制づくりも行ってき

18

文平さん（浜之町）
№223 小川

2
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3

10

唐津市から苓北町には初代唐津藩主・初代富岡城主
「寺澤志摩守廣髙公」の家紋と名前が記されたのぼり旗
（縦7.5m、横75cm）が贈呈された
10

表 紙 写真は10月26
日に開催された唐津
市・苓北町姉妹都市締
結25周年記念式典で峰
達郎唐津市長に町の記
念品を手渡す田嶋町長。
（撮影＝10月2６日、
志岐集会所）
37

14 みんなのひろば

16 たっしゃかもん

さらに深く

13 チームぱくぱく/ひだまり

唐津市と苓北町の絆

06 苓北町役場職員の２次募集をします
08 TOWN TOPICS =まちのわだい=
12 歴史を訪ねて −第92回−

唐津市・苓北町
姉妹都市締結25周年記念式典

17 社協だより

18 information 〜お知らせ〜
21 こせきのまど

22 苓北夕やけマラソン2019

中国変面ショー

月 日から 日にかけて富岡
港一帯で﹁第３回富岡城お城まつ
り﹂が開催されました︒
日には関連イベントとしてイ
ルカウォッチング︑オルレ富岡ま
ち歩きを開催︒富岡港では︑お相
撲さんが作るちゃんこ鍋の提供
や︑町特産の緋扇貝などを自分で
焼いて食す海鮮バーベキューが行
われ︑町内外から多くの人が訪れ
ました︒
日には︑唐津市から贈呈を受
けたのぼり旗の披露に始まり︑地
元保育園児などによる郷土芸能の
披露︑熊本城おもてなし武将隊な
どによるステージイベントが開催
され︑会場は大いに盛り上がりま
した︒また︑会場周辺には︑町特
産品などの飲食物産展・マルシェ
が 店舗出店し︑行列ができるほ
どのにぎわいをみせました︒２日
間で延べ３︐３００人が訪れ︑昨
年の初開催︵第１回は台風により
中止︶に続き︑今年も大盛況のま
ま幕を閉じました︒
10
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天草広域連合
消防音楽隊

4
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5

（天草拓心高校 郷土芸能部）

天草ハイヤ節

第３回富岡城
熊本城おもてなし武将隊

志岐八幡宮
獅子舞・太鼓踊り保存会

ＭＯＮＥＣＣＯ５

日向ひょっとこ踊り

26

27

苓北町職員採用試験案内
▼ 試験職種及び採用予定人員等
区

分

職

種

採用予定数

職種別受験資格

１人程度

昭和61年４月２日～平成14年４月１日までに生まれた人
※ただし、昭和61年４月２日～平成６年４月１日までに生
まれた者については、民間企業等での職務経験が３年以
上ある人

一般事務
１人程度
（身体障がい者）

昭和61年４月２日～平成14年４月１日までに生まれた人
で次に掲げる手帳等の交付を受けている人
身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳又は都
道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）若し
くは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表
に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（心臓、じ
ん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、
指定医によるものに限る。）

一般事務

高等学校
卒業程度

資
格
免 許 職

保 健 師

１人程度

平成元年４月２日以降に生まれた人で、保健師の資格を
有する人
※令和２年３月までに取得見込みの人を含む

【注】民間企業等での職務経験について

▼ 採用予定日

令和２年４月１日から

7
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○苓北町ホームページからダウンロード
http://reihoku-kumamoto.jp
○郵送請求
封筒の表面に「苓北町職員採用試験申込請求」と
朱書し、140円切手を貼った宛先明記の返信用封
筒を同封の上請求してください。

▼ 申し込み方法

申込用紙に必要事項を記入して、応募期間内に郵
送又は持参してください。郵送する場合は、受験票
の返信用として84円切手を貼った封筒（宛先、郵
便番号を明記）を同封し、表に「苓北町職員採用試
験申込」と朱書した封筒に入れて必ず簡易書留郵便
にして、送付してください。なお、身体障がい者の
職種については、「身体障害者手帳等」の、保健師
については、「保健師」の資格証明書（写し可）を
それぞれ提出又は同封すること。
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。

▼ 第一次試験の内容

一 般 事 務…教養試験（高卒程度）、事務適性検査、
作文試験
資格免許職…教養試験（高卒程度）、専門試験（保
健師）、作文試験

※作文試験については、第一次試験時に実施します
が、第二次試験での採点科目とします。

期日
場所

１月26日㊐

苓北町役場

※第一次試験合格者による第二次試験は2月下旬を予定

【問い合わせ/申し込み先】 総務課
〒86 3- 2503
熊本 県天 草 郡 苓 北 町 志岐6 60番 地
内 207
☎0969-35-1111 〇

応募期間

①苓北町内に住所を有する人又は採用後に苓北町内
に居住できる人
②欠格事項については採用試験実施要領で確認して
ください

▼ 試験案内・申込用紙の請求

一次試験

①「民間企業等職務経験」には、会社員、団体職員、
自営業者、アルバイト、パートタイマー等（国、
地方公共団体の機関を除く）として、週３０時間以
上の勤務を１年以上継続して勤務した経験をいう。
②職務経験が複数ある場合は通算することができる
が、同一期間内に複数箇所勤務した場合は、通算
できるのはいずれか一つの職務経験に限る。
③学歴（通信、定時制を除く。）と重複する期間は
含まれない。
④休職等で実際に業務に従事しなかった期間が1カ
月以上ある場合は、就業規則等で認められている
場合であっても、その期間は職務経験に通算でき
ない。
⑤職務経験を通算する場合、１カ月未満の日数は、
３０日を１カ月として計算する。
⑥最終合格決定後、職務経験期間の確認のため、職
歴証明書、確定申告書（自営業者の場合）等を提
出し、職務経験の確認ができない場合は不採用と
する。

▼ その他の要件

苓北町役場職員の２次募集をします

12月 16 日㊊ から
令和２年
１月 10 日㊎まで

（平日の午前８時30分～午後５時）

※郵送の場合は、令和２年１月10日㊎までの
消印まで有効
※電子申請の場合は、令和２年１月10日㊎の
午後５時までに正常に到着したものまで有効

（写真）富岡城
広報れいほく ２０１９ 11月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
天草地区古希ソフトボール大会

平成31年度百歳長寿表彰

平均年齢73歳のチームが好球必打
11月６日、農村運動広場で70歳前後で結成された

10月15日、本年度100歳を迎えられた6人と、105

苓北古希チーム、天草Ｇヤングチーム、天草本渡ＳＣ

歳を迎えられた人を田嶋町長が訪問し、長寿をお祝い

チームの３チームによるソフトボール大会が開催され

しました。

とし ゆき

ました。開会式では苓北古希チーム主将の髙戸利行さ

町内最高齢となった溝上清信さん（木場＝105歳）の

ん（城下）が「70代オラが村では青年部」と声高らか

表彰時には、ご家族や病院職員から拍手がおくられ、

ひろし

に選手宣誓を行い開幕。試合では満田寛さん（平木）
とおる

日本代表のユニホームを着てプレーするタイの少年

タイのサッカーチーム「ムーパ」来日

洞窟生還の少年たちと交流

町内の健康長寿を祝う

の巧な投球、三原徹さん（馬場）の満塁ホームラン、
ちつ

お

松村秩雄さん（小松）の盗塁など高校球児にも負けな

本人もにこやかな表情をみせていました。
７人には田嶋町長から健康長寿の表彰とあわせて敬
老祝い金が贈呈されました。

みぞ かみ

溝上

きよ のぶ

清信さん

（大正３年７月25日）

いハツラツとしたプレーがたくさん見られました。

10月15日、昨年タイの洞窟に閉じ込められた後に
全員が救出されて世界の注目を集めたサッカーチーム
「ムーパ」の少年たちが来日し、苓北中学校と交流を
行いました。
よし たか

この交流は、社会福祉法人慈永会の永野義孝理事長
が救出劇についてリーダーの話を同年代の生徒たちに
も聞かせたいと考えたことから実現。
当日は、苓北中学校体育館で「ムーパを囲む会」が
行われた後、麟泉運動公園で苓北中学校のサッカー部
とサッカーの親善試合が行われました。

スポーツの秋に健康づくり

さめ しま

鮫島

１試合目に３打数３安打の大活躍をみせた
西田新一さん
（小松）
しん いち

さね ひさ

やま さき

實久さん

山﨑スミエさん

（大正９年３月25日）

（大正９年１月22日）

町内４地区で敬老会を開催

町内の77歳以上は1,509人に
77歳以上（昭和18年4月1日までに生まれた人）を招
待しお祝いする苓北町敬老会が10月17日に志岐・富
岡地区で、18日に坂瀬川・都呂々地区でそれぞれ開
催されました。
今年は町全体で、米寿（88歳）が75人、喜寿（77歳）
が97人、金婚夫婦（昭和44年中に結婚の夫婦）が31組
となり、それぞれの表彰式等が執り行われたあと、小

ワンバウンドふらばーるボールバレー大会で
優勝した川向区
（10/24開催）

同級生ミニバレー大会で優勝したエガちゃんピン
（10/25開催）
9
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中学生による敬老作文の朗読や各種団体によるお祝い
の演芸が行われました。

みや ざき

ふく もと

宮﨑

福本ハルエさん

はる ゆき

てる

え

こ

（大正９年３月15日）

（大正９年２月24日）

しば

金婚夫婦の表彰を受ける平藪晴幸さん・照枝さん夫婦（内田）

しげ

繁子さん

た

柴田

フクさん

（大正８年11月28日）

やす

い

安井キクエさん
（大正８年12月25日）

広報れいほく ２０１９ 11月号
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まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
熊本県四半的弓道連盟第17回苓北大会

個人の部で野﨑幸洋さんが優勝
熊本県四半的弓道連盟第17回苓北大会は、10月19
日に坂瀬川小学校体育館で開催され県内各協会から
71人が出場しました。
団体の部では牛深チームが優勝し、苓北チームは僅
ゆき ひろ

差で準優勝でした。個人の部では、野﨑幸洋さん（和
田）が優勝し苓北チームを牽引しました。

2

四半的弓道苓北協会では随時、会員募集中！
澄んだ秋空のもと多くの人が集まったペタンク大会

興味のある人は坂瀬川公民館（☎37-0231）まで

苓北町老人クラブ連合会

ご連絡ください。

秋空のもとペタンクを楽しむ

1

3

10月22日、苓北町老人クラブ連合会主催（会長：
こう いち

１＿生徒に絵付けのアドバイスを行う木山健
太郎さん
２＿食器に綺麗なバラの絵を描いた金子朝飛
さん
３＿絵付けに使用した４色の絵の具

平井皓一さん）でペタンク大会が開催されました。ペ
タンクとは、木製の目標（ビュット）にめがけて金属製

あさ ひ

の玉（ブール）を投げ合い、相手より近づけることで得
点を競うスポーツです。
澄んだ秋空が広がった当日は、大会に162名（54

10月21日、苓北中学校３年生55人が給食用の食器の絵付け体験
を行いました。食育の一環として毎年行われるこの授業では、給食
用食器に生徒がオリジナルの絵付けを行うことで磁器食器に対して
愛着を持たせ、食器を大事に扱う気持ちを育む事を目的としてい
けん

龍会Ａチームが優勝しました。

かず

11月30日から始まる2019女子ハンド
ボール世界選手権のチケットは右の
オフィシャルサイトから→

ま

矢を射る苓北チームの錦戸數馬さん（和田）

※内田皿山焼窯元では11月30日から始まる2019女子ハンドボール
世界選手権大会でＭＶＰとベスト７の記念品を陶器で制作される

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」

公益社団法人天草法人会による出前税金落語

なでしこ選手による夢の授業

税金を落語で楽しく学ぶ

10月11日、坂瀬川小学校と富岡小学校で夢を持つ

11月5日、苓北中学校１年生から３年生176人が落

ことの大切さなどを授業と実技を通じて子ども達に伝

語で税のしくみを学ぶ特別授業を受けました。天草法

えるＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」が行わ

人会が企画した今回の「出前税金落語」では、落語家

れました。今回はサッカー元なでしこジャパンの川上

の笑福亭鉄瓶さんが落語をおりまぜ税のしくみを生徒

直子さんが訪れ、幼い頃からの夢を叶えた「夢先生」

に楽しく教えました。授業を受けた福山琴音さん（３

としてそれぞれの小学校で自らの体験と経験を通じた

年）は、「普段学ぶことがない税のことを落語で楽し

かわ かみ

なお

ポリオ撲滅の募金活動を実施

こと

こ

授業を行いました。授業を受けた生徒達も自分の夢と
向き合う貴重な時間となりました。

1

てっ ぺい

2

たくさんの花を摘み取った園児 農地に満開に咲いたコスモス

れいほく遊休農地発生防止・解消活動

遊休農地がコスモス畑に

10月24日の世界ポリオデーにちなみ、西天草ロー

苓北町農業委員会は10月21日、７月に坂瀬川保育

タリークラブ（会長：山下貴弘さん）が、10月27日に

園の園児たちと種をまいた遊休農地（天草消防苓北分

行われた富岡城お城まつりの会場で、ポリオ撲滅のた

署前）に集まり、農地一面に咲いたコスモスの鑑賞と

たか ひろ

めの募金活動を実施しました。
ポリオ（急性灰白髄炎）は、身体麻痺の後遺症をもた

3

らし、時として命さえも奪う伝染病です。

11
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く聞けて良い機会でした。授業で特別に教えていただ
いたうどんをすする所作は音をたてるのが難しかった
です」と笑顔で話してくれました。

花の摘み取り体験を行いました。
園児たちは委員らとともに、思い思いのコスモスを
作って楽しみました。無償で農地を借り入れ自分たち

残るポリオへの関心を集めていました。
ために利用されます。

ね

牛乳パックで作った花かごに摘みいれ、大きな花束を

当日は多くの人がポリオ撲滅の募金に賛同し、今だ
集まった募金の総額は64,189円で、ポリオ撲滅の

ろう

有名な天草陶石を地元で可愛がっていただきたい」と話しました。

覧者も含め多くの人が集まりました。大会は、富岡飛

西天草ロータリークラブ

た

る。講師を務めた木山健太郎さん（内田皿山焼窯元）は「世界的に

チーム）が参加し、会場となった農村運動広場には観

ポリオ撲滅のために募金活動を行った山下貴弘会長

令和元年度食器の絵付け

生徒が給食用陶器に絵付け体験

｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

でトラクターを使って耕した苓北町農業委員会の遊休
１＿夢先生の川上直子さん ２＿自分の夢を発表する生徒
３＿夢先生と生徒がメッセージのやり取りをする
「夢シート」

農地を解消したいという思いが美しいコスモス畑を完
成させました。

生徒に扇子を使ってうどんを食べる所作を
教える笑福亭鉄瓶さん
広報れいほく ２０１９ 11月号
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志岐城跡と富岡城跡︹ 第

回︺

幸博

︵元県立装飾古墳館長︶

文／大田

13

18

17

14

24

10

12
広報れいほく ２０１９ 11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 ２０１９ 11月号
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Ⅲ・Ⅳ期（6面）〜Ⅱ期（18面）〜Ⅰ期(17面） Ⅰ期
（17面）
〜22面〜Ⅱ期
（18面）
Ⅰ期
（15面・16面）
・算木積み

Ａ：赤ちゃんが泣いたら、泣き止ませるために抱っ
こをするのは当たり前のことです。抱っこは、
安心感と信頼関係を育むものです。赤ちゃんが
泣いたら時間のある限り抱っこしてあげましょ
う。わがままや自立の遅れなどの心配はしなく
ても大丈夫ですよ。

16

23

22

21

18
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21
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14

18 19
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18
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富岡保育園のお友達

（12月３日）

92

は︑Ⅳ期と重複します︵ 面↓ 面↓
面は寺沢氏︶︒
︹Ⅱ期︺
全て︑高石垣以前の野面積み石垣で
す︒石垣ラインは︑ 面〜 面↓ 面
〜 面↓８面です︵寺沢氏の構築︶︒
はら
※ 面は︑丸石が水平に積まれて︑孕
みもなく︑長さ ・7ｍ︒中央部の高
すみいし
さ2・1ｍ︒南側隅石は︑残存の３石
さん ぎ づ
が︑算木積みの様相を呈します︒
※Ⅱ期とⅠ期との間に︑ 面が存在し
ます︒しっかりした石垣ですが︑時期
は不明です︒傾斜地に３段積みされ
て︑西側隅石は︑東側へカーブしま
す︒
︹Ⅰ期︺
二の丸西側で︑最も古い野面積み石
垣です︒石垣ラインは︑ 面↓ 面↓
面↓ 面です︵寺沢氏の構築︶︒
めん と
面と 面の石面は整え︵面取り︶
られて︑石垣としての体裁がありま
す︒ 面の西側隅石は︑ 面と同様で
す︒
︹付記︺
面・ 面の野面積み石垣における
算木積み︵隅石︶は︑技術的に︑とて
も難しいとされます︒

ふ れ あ い 広 場

ママたちのＱ＆Ａ

Ｑ：赤ちゃんを抱っこばかリしていると抱き癖がつ
き、わがままになったり、自立心が遅れたりす
るのですか？

銀杏の葉っぱもすっかり色づき、秋の深まりを感じ
るようになりました。
朝夕は肌寒く風邪の流行も気になり始めています。
生活リズムを整え早めの予防を心がけていきましょ
う。支援センターでは「パン作りをしたい」と言うマ
マ達の声で、俄かパン教室を開催！得意なママに教え
てもらいながらパン作りを楽しみました。
なお、苓北町社会福祉協議会のホームページに子育
て支援センターを紹介しています。パソコン、スマホ
でご覧になって、是非支援センターまで足を運んでく
ださい。お待ちしています。

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

富岡城跡の今昔物語
︵６︶
今月も︑二の丸の西側斜面から発見
された重複石垣を取り上げます︒
石垣ラインは︑４列あり︑外側から
内側へⅣ期〜Ⅰ期︵新〜旧︶に分けら
の づら づ
れます︒今回は︑高石垣以前の野面積
み石垣に︑焦点を当てます︒野面の石
げん ぶ がん
材は 面のみ玄武岩で︑他は︑全て地
けつがんせい さ がん
山産の頁岩性砂岩︵茶色︶です︒
︹Ⅳ期︺
面を封印するために︑ 面と 面
が構築されました︒しかし︑崩壊した
ので︑修復のために︑１〜５面︵中心
石垣は４面︶が構築されました︒石垣
ラインは︑１面〜６面︵近世の高石
垣︶↓ 面︵野面積み石垣︶の北端部
〜８面︵３段の野面積み石垣︶です︒
※１面〜５面の構築は︑山崎氏︒それ
に先立つ６面の構築は︑寺沢氏︒最終
的な１〜６面の破城は︑戸田氏︒ 面
と８面の構築は寺沢氏と推定されま
す︒
︹Ⅲ期︺
面・ 面・ 面は︑二の丸・西側
で︑最も古い高石垣です︒ 面の汚れ
は︑ 面の封印に繋がりました︒
石垣ラインは︑ 面↓ 面〜 面↓
６面↓ 面↓８面です︒６面から後

12月の共通メニュー
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19

14

10

19

18

13

10

12

●ホームページアドレス
→http://reihokushakyo.com

二の丸西側石垣・検出状況

ぼくには︑ほんどにすんでい
るおじいちゃんとおばあちゃん
と︑ぼくといっしょにすんでい
る︑こばのおじいちゃんとおば
あちゃんがいます︒
こばのおじいちゃんとおばあ
ちゃんのおしごとは︑牛のおし
ごとです︒朝四時におきて︑お
とうさんといっしょに︑牛のお
せわをしています︒朝からおじ
いちゃんは︑牛のえさをまいて︑
おとうさんは牛のえさをけいト
ラックではこびます︒おじいち
ゃんとおばあちゃんは︑牛にま
いにち草と水をあげていて︑た
いへんそうです︒
ぼくが︑牛のおてつだいをす
ると︑﹁がんばったね︒﹂と︑
いってくれました︒ぼくはとっ
てもうれしい気持ちになりまし

となりのトトロ

はりこで作ったよ！

総務課広報係
内２０７
☎○
「となりのトトロ」が大好きな子ども達。はりこでトロロやねこバス作りを
楽しみました。ねこバスは大人も乗れる程のビックサイズ！園内はジブリの
作品でいっぱいです。皆さまもお気軽にお立ち寄りください。
※はりこ･･･新聞紙などを丸めた型に紙などを張りつけて成形したもの

拓輝 さん

大田

た︒そして︑がんばったら︑ぼ
くにごほうびをくれました︒と
ってもうれしかったです︒
牛のおせわは︑朝はやくから
とってもたいへんだけど︑これ
からも︑げんきでがんばってく
ださい︒ぼくも大きくなったら
おじいちゃんおばあちゃんのよ
うに︑牛をそだてて︑牛かいに
なりたいです︒それまでぼくは︑
おじいちゃんとおばあちゃんと
おとうさんから牛の育て方をお
しえてもらって︑じょうずにな
りたいです︒
これからも︑おじいちゃん︑
おばあちゃん︑そして︑ちいき
のおじいちゃん︑おばあちゃん
もげんきでがんばってください︒
ぼくもがんばります︒

都呂々小学校２年

学校自慢

14
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小学生の作文

き
ひろ

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

担任：松村 亜希子 先生
（男子５人 女子７人 計12人）

※この作文は10月18日開催の都呂々地区敬老会で発表されたものです
広報れいほく ２０１９ 11月号
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「ぼくのおじいちゃん
おばあちゃん」
坂瀬川小学校４年生

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

りんごぐみ のおともだち
宮原保育園

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
町内

苓北町民生委員児童委員協議会通信

先進地視察研修

苓北町民生委員児童委員協議会では10月24日
（木）
に、
荒尾市にある社会福祉法人慈愛園（児童養護施設シオ
ン園）で先進地視察研修を行い、民生委員児童委員16
名、役場福祉保健課２名、社協４名の計22名の参加が
ありました。
視察研修では、児童養護施設シオン園のこれまでの
歩み、業務内容や一部施設内の見学をさせていただき
ました。今回の研修で学んだことを、定例会などで協
議、検討をしながら少しずつ苓北町の活動に取り入れ、
より良い活動ができるよう頑張っていきます。

▼利用料

００円
１回１時間あたり９
（以後、
３０分超過する毎に４５０円加算）
※非課税世帯は無料です。

苓北町シルバー人材センター通信

皆様の力を地域貢献へ！

今回の研修に参加した皆さん
（シオン園前）
地域福祉権利擁護事業

社協が日常生活のお手伝い
認知症・知的障がい・精神障がいなどがあるために
判断能力が不十分であり、日常生活に不安がある人な
ど地域福祉権利擁護事業を利用してみませんか。
▼日常生活での不安（例）
▽ホームヘルパーやデイサービスなど、福祉サービ
スを利用したいが、相談する人がいない。
▽年金や生活保護費などをすぐに使い切ってしまう。
また、そのために公共料金や家賃を支払えなくな
ってしまう。
▽介護保険や年金などの通知やその他の郵便物が来
17
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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。

ても、内容がよくわからない。また、手続きがわ
からない。
▽物忘れなどで通帳などの大切なものをどこにしま
ったか、わからなくなってしまう。また、再発行
を何度も繰り返している。自分で保管しておくの
が心配である。
▽訪問販売の被害に何度もあっており、断りきれな
い。その支払いにも困っている。
▼お手伝いの内容
生活支援員が自宅を訪問して相談に応じ、次の４点
について援助を行います。
①福祉サービスを利用したり、やめたりすること
②日常的な金銭管理（金融機関での手続き、お金のお
届けなど）
③大切な書類などのお預かり
④定期的な訪問による生活状況の把握
※援助内容は本人との「契約」により、社会福祉協議
会が責任をもって手続きや支払いを代行します。

苓北町シルバー人材センターでは様々な作業を行っ
ていただく会員を募集します。
▼作業内容
▽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・農作業など）
▼応募資格
苓北町内に居住している人でおおむね60歳以上。
健康で自分の労働能力を活用し、生きがいの充実や社
会参加を希望する人。
▼お申し込み方法
入会を希望する人は、苓北町シルバー人材センター
会員申込書に必要事項を記入し、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。
※会員申込書は、苓北町社会福祉協議会に用意してあ
ります。
▼その他
会員には作業内容や時間に応じた賃金（配分金）が支
払われます。なお、会員は登録費用
（年会費）
１，
０００円
が必要です。
苓北町社会福祉協議会

輝いています！
No.223

並ぶ俳句作品の数々
私の一番の楽しみです！
お

がわ

小川

ぶん

ぺい

文平 さん

（昭和６年７月１日生まれ）満88歳

浜之町区在住

問 好きな食べものは？
あんまりなかばってん、ただ、生魚をあまり食べない以外は
何でもよく食べます。

苓北町志岐（明神山区）にて、小川家の６人姉弟（姉２
人・兄２人、妹１人）の三男として生まれる。
昭和１１年頃自宅近くにでんぷん工場ができた影響で水
の汚染があって、ほとんどの家が工場からの補償で井戸を
作り替えてもらっていた。その中で小川家は幸いにも影響
が少なく、助かった幼少期の記憶がある。
また、おとなしい性格であったが、学校から家に帰ると
松葉かきをしたり蚕を育てるための餌である桑の葉取りの
手伝いをしていた。桑の葉は１年ごとに植替えをして、新
芽を出すのが大変であった。
志岐小学校に通っていて、勉強が好きで４年生から受験
勉強を始め、６年時に合格をして県立天草中等学校へと進
学をする。その後は、学校の先生を目指して勉強に励んで
いた。
そして、昭和３３年に知人の紹介で、のちに妻となるス
ナエさんと知り合い結婚。（１人息子に恵まれる。）当
時、結婚式の送迎は馬車であり、文平さんとスナエさんの
式の際も同様に馬車での送迎であった。
それから、終戦後の混乱期の影響等もあり、先生を目指
す勉強を断念し苓北で自営の設計事務所を構えた。忙しい
中にも家族に恵まれた日々を過ごし、７０代前半まで事務
所を経営した。
現在、文平さんにとって１
番の楽しみは俳句であり、新
聞や雑誌掲載常連の腕前だ。
「始めた頃はほとんどダメだ
ったが、今は本当に楽しいで
す」と話された文平さん。
並ぶ俳句作品の数々が、文
平さんと共により一層輝いて
いた。
文平さんの俳句作品

問 私の趣味
よんにゅあるばってん、１番は俳句で、次にグラウンドゴル
フです。前は散歩も好きだったけど、今はあまりしないです。

問 私の健康法
やっぱりグラウンドゴルフですね。月に１３日ほどしていて、
試合で本渡まで行ったりもします。それと、するようになっ
てから姿勢が良くなったと言われます。

問 思い出
戦争があったのでいい思い出はなかけど、昭和１８年頃に通
った中等学校だけは楽しかったです。主に、天草各地域から
生徒が集まっていて同じ釜の飯を食べた仲間の存在が嬉しか
ったです。

問 若い世代へ伝えたいこと
原子爆弾など戦争を見て経験しているので、戦争だけはダメ
です。そういう経験だけはしてほしくないです。そうして昔
は、食べ物や衣類も今と全く違うことを知ってほしいです。

問 町へのメッセージ
１つだけ要望がありまして、町の
施設があって経費・維持費はかか
ると思うが入館料等を今よりも安
くしてほしいです。それ以外は、
恵まれていて本当に良い町だと思
います。

グラウンドゴルフでの１枚
広報れいほく ２０１９ 11月号
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苓北町の成人式を
１月４日に開催します

︱２１１１

令和２年苓北町成人式を次のとおり
実施します︒また︑成人式での意見発
表者を募集しています︒希望する人
は︑ 月 日㊎までに教育委員会へご
連絡ください︒
▼期日 令和２年１月４日㊏
▼時間
時 分〜
▼会場 志岐集会所︵町民ホール︶
▼対象者 平成 年４月２日から平成
年４月１日までに生まれた人で︑
町内の中学校を卒業︑または現在町
内に住所を有する人
※右記以外の人で出席を希望する人は
ご連絡ください︒
教育委員会 担当／笹嶋
☎○
内４０２ ○
町

会▽天草市シルバー人材センターに
よる相談窓口
ハローワーク天草 職業紹介部門
﹁高齢者対象ミニ面接会﹂係
☎ ︱８６０９

月は

﹁労働保険適用促進強化期間 ﹂です
労働保険は〝強制保険〟であり︑労
働者︵パート・アルバイト等を含む︶
を一人でも雇用していれば︑事業主は
加入手続きを行い︑労働保険料を納付
しなければなりません︒
未加入の事業主の方は速やかに保険
の加入手続きをされますようお願いし
ます︒
なお︑労働保険制度や加入手続きの
お問合せは︑最寄りの労働基準監督
署︑ハローワーク
︵公共職業安定所︶︑
または︑左記へお尋ねください︒
熊本労働局総務部労働保険徴収室
☎０９６ ︱２１１ ︱１７０２

人権問題をはじめ家庭内のこと︑相
続問題︑金銭問題︑相隣関係などお気
軽にご相談ください︒相談は無料で︑
秘密は固く守られます︒
▼日時
月２日㊊
時〜 時
▼場所 苓北町保健センター
▼相談員 地元人権擁護委員
税務住民課 担当／田中

特設人権相談所を開設します
天草地域では毎年 人以上の人が自
殺で亡くなっています︒自殺の現状や
遺族への理解を通し︑人との繋がりに
ついて学ぶことで︑生きづらさを抱え
る人や家族を支える地域づくりにつな
げることを目的として︑講演会を開催
します︒
▼日時
月 日㊋
時〜 時
▼場所 天草市民センター
▼演題 生きづらさに寄り添う
〜人との繋がりを通して〜
▼講師 NPO法人自死遺族支援ネッ
トワークRe 山口 和浩氏
▼その他 事前予約等は不要
天草地域精神保健福祉連絡協議会
事務局︵天草保健所内︶
☎ ︱０１７２

天草こころの健康づくりの集い

☎○
内１０６ ○
町
︱０００２

認知症講演会を開催します
認知症になっても住み慣れた地域で
暮らせるために認知症を理解し声か
け・見守りや支え合う地域づくりを行
うために認知症講演会を開催します︒
▼期日
月８日㊐
▼時間 ９時 分〜 時
︵受付 ９時〜︶
▼場所 志岐集会所
▼演題 認知症に備えるまちづくり
▼講師 株式会社Re学
代表取締役 川畑 智 氏
▼申込締切
月５日㊍までに左記へ
電話でお申し込みください︒
苓北町地域包括支援センター
︵保健センター内︶
担当／平井 ☎○
内５０４
☎ ︱１２８９ ○
町
︱１２６９

設ける予定です︒
軽減税率制度開始後に直面している
消費税についての疑問等の解消のため
に是非ご参加ください︒
▼期日
月 日㊌・ 日㊍
▼時間
▽︵午前の部︶ 時〜 時 分
▽︵午後の部︶ 時 分〜 時
▼場所 天草税務署一階会議室
︵天草市古川町︶
▼その他 事前予約は不要です︒ま
た︑駐車場に限りがあります︒
天草税務署
︵個人課税部門︶☎ ︱２５１３
︵法人課税部門︶☎

︱４５００

開催します
苓北町ナイターサッカー大会

無料調停相談を実施します
▼日時
月４日㊌
時〜 時
▼場所 天草市民センター
▼相談内容 交通事故・土地・建物︑
金銭の貸借関係等民事一般・夫婦関
係・親子関係・相続等家庭親族間の
問題
▼相談員 天草調停協会会員
▼その他 事前予約等は不要
天草調停協会︵横山英生︶
☎ ︱６６６９

参加しませんか
苓北町ソフトテニス大会

︱００００

▼日時
月８日㊐ ９時〜
▼会場 町営テニスコート
▼参加資格 苓北町在住または在勤の
人︑町内のクラブ所属者
※高校生以下の学生の参加不可
▼参加料 １人／５００円※当日持参
▼種別・試合形式
▽︵経験者の部︶ダブルス
▽︵初心者の部︶ダブルス
▼申込締切
月４日㊌までに左記へ
電話で名前等をお申し込みください︒
苓北町ソフトテニス協会事務局
︵役場商工観光課内︶ 担当／田口
☎○
内１１５ ○
町

九州オルレ天草・苓北コース
︵ハーフ︶

初冬の苓北を歩いてみませんか

Ｊアラートによる情報伝達訓練
を実施します
︵Ｊアラート＝全国瞬時警報システム︶
▼日時
月４日㊌
時頃
▼内容 消防庁から放送内容を受信
し︑試験放送を防災行政無線で自動
放送します︒
▼放送内容
﹁︵ チ ャ イム︶
＋
︻ これはＪアラートの
テストです ︼×３回＋
︵こちらは苓北
町役場です︶
＋
︵チャイム︶﹂
︻注︼放送内容は変更になる場合があ
ります︒気象・地震活動の状況によ
り︑訓練を中止する場合があります︒
屋外放送施設︑ＩＰ告知端末から最大
音量で放送されますので︑皆さまのご
理解・ご協力をお願いします︒
総務課

担当／山下

ハローワーク天草

☎○
内２０８

歳以上対象の就職面接会

フルタイム・パートを問わず再就職
を希望されている 歳以上の人と︑高
齢者の雇い入れに積極的な求人事業所
との就職面接会︑および天草市シルバ
ー人材センターによる説明会・相談会
を左記のとおり開催します︒
▼期日
月 日㊍
▼時間 ９時〜 時 分
▼場所 ハローワーク天草
▼内容 ▽高齢者の雇い入れに積極的
な４事業所︵予定︶による就職面接

ＦＡＸ

︱１１９７

kankou@town.reihoku.lg.jp

☎○
内１１５

またはメール︑お電話で左記へお申し
込みください︒
苓北町観光ボランティアガイド協
会事務局
︵役場商工観光課内︶ 担当／荒木
□

非常勤職員を募集します
▼職種・人数 認定調査員︵１名︶
▼内容 介護保険事務の訪問認定調査
▼必要な資格・要件
▽次のいずれかの資格を有し︑熊本
県が実施する認定調査員研修を受
講済みの人︵受講予定も可︶︒
①介護支援専門員②介護福祉士③
看護師④准看護師︒
▽町内に住所を有し 歳未満の人
︵平成 年４月１日現在︶︒ま
た︑普通自動車免許を有する人︒
▼任用期間 令和２年３月 日まで
▼勤務日数 一月あたり 日程度
▼賃金 日額８︐６００円
▼応募期間
月 日㊎〜 月５日㊍
※土日を除く８時 分〜 時
▼申し込み 役場福祉保健課︵保健セ
ンター︶に用意してある申込書に必
要事項を記入の上︑顔写真︵３カ月
以内に撮影︶を貼り履歴書を添付し
てお申し込みください︒
申
福祉保健課 担当／山口敏英
□
☎○
内１０８ ○
町

31

︱０００２
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天草税務署

▼日程
月 日㊌〜 日㊎
▼時間
時 分〜 時 分
▼会場 坂瀬川地区総合グラウンド
▼参加資格 苓北町在住または在勤の
人※高校生以下の学生の参加不可
▼参加料 １チーム／３︐０００円
▼試合時間
分 ︱５分 ︱ 分
▼申込締切
月６日㊎までに左記へ
ご連絡ください︒
苓北町サッカー協会事務局
︵役場税務住民課内︶
担当／宮﨑幸輔
︱０００２

11

35

65

15

12

☎○
内１１１ ○
町

60

30

19

11

10

苓北の海岸や山などの自然や歴史︑
民家の路地などを身近に感じ楽しみな
がら自分のペースでゆっくり歩いてみ
ませんか︒
▼日時
月７日㊏
９時 分〜 時 分
︵受付 ９時〜︶
▼コース 九州オルレ天草・苓北コー
ス︵ハーフコース︶※約５㎞
▼募集
人︵事前予約・先着順︶
▼参加料 １人／５００円
※小学生以上同額︑未就学児は無料
▼申込締切
月３日㊋までにFAX

12

12

31

16

15

18
広報れいほく ２０１９ 11月号
広報れいほく ２０１９ 11月号
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消費税の軽減税率制度説明会
月１日から消費税率 ％への引き
上げと同時に﹁消費税軽減税率制度﹂
が開始されています︒天草税務署で
は︑消費税の軽減税率制度に対応した
区分経理︵記帳︶から消費税申告書作
成に関する説明会を次のとおり開催
し︑説明会終了後には質疑応答時間を

30

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎

20

14

10

39

12

60

12

23

12

23

12

11
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15 30
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22

30

39

10

12

30
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お知らせ
35

11

22

12

掲載希望は総務課広報係へ

10

35

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

12

11

10
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19 12

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（教育委員会） 35-1233（調理場） 35-1111（総務課）

こせきの窓

10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

明神山
中 尾

氏

名

保

中 七実花（なみか）
作田 惺亮（せいすけ）

護

者

智実・咲子
雄一郎・美来

幸せにゴールイン
区 名

和

田

釜

夫

氏

山下
荒木

（敬称略）

名

区

和仁
原弥

名

妻

鹿児島県
天草市

氏

鮫島 優希
上杉夫美恵

お悔やみ申し上げます
区 名

下 向
二丁目
中
二丁目
萱の木
中 通
城 下
西川内
中 通

氏

名

稲尾 清一
梅本 豊子
植村ミネヨ
嶋田 龍男
金子ツモル
井上タカヨ
大仁田敏治
西田 英次
上野 友子

名

（敬称略）

令和元年10月末現在

７，
１３２人（−１５）※（ ）は前月比
男3,356人（−７） 女3,776人（−８） 世帯数3,158戸（−８）

カレンダー（主な行事予定）
2019
日

12
月

December

火

水

木

金

土 12月

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

10日 苓北町議会定例会
（〜11日）
27日 役場閉庁
（〜１／３）
28日 消防団年末警戒
（〜30日）

15 16 17 18 19 20 21

86歳
81歳
95歳
91歳
87歳
94歳
68歳
90歳
62歳

29 30 31

12月休館日のお知らせ
ありがとうございました

●社協寄付（10月受付分）
竹内江利子さん
梅本 菅宣さん
西田 喜和さん
大仁田繁子さん
●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ1.10.16〜Ｒ1.11.15）
川上タケノさん
（苓北町） 平井 正徳さん
（神奈川県）
岩崎 雅代さん
（大阪府） 稲尾
正さん
（長崎県）
平本タツエさん
（神奈川県） 木村つぎえさん
（大阪府）
松本 浩樹さん
（神奈川県）

麟泉の湯
☎３５−３７７０
５日（木）・１９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
富岡ビジターセンター ☎３５−０１７０
毎週水曜日

（令和元年10月処理分）

令和元年度

少年の健全育成標語（小学生の部）

【最優秀賞】

「『ありがとう』 その一言で がんばれる」
坂瀬川小学校５年

みや

ざき

宮﨑

あん

杏さん

12月休日当番医
12月１日
（日） 慈恵病院

（内）☎37−1111
８日
（日） 慈恵病院
（内）☎37−1111
15日
（日） 慈恵病院
（外）☎37−1111
22日
（日） 苓北医師会病院 （内）☎35−1133
苓北クリニック （内）☎35−1119
29日
（日） 苓北医師会病院 （内）☎35−1133
31日
（年末）苓北医師会病院 （未定）☎35−1133
猪口医院
（小）☎37−0001

※内
（内科）
、外
（外科）
、小
（小児科）
21

広報れいほく ２０１９ 11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

金 額
件数
0円
０件
0円
０件
２件 11,600円
0円
０件
１件 12,000円
0円
０件
３件 97,664円
0円
０件
６件 121,264円

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。

※来客用みやげの一括購入
（2件：80,414円）
を含む。

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

総務課

年金生活者支援給付金請求書のハガキは提出されましたか。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下
の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取れる人には、９月上旬以降に日本年金機構からご案内のリーフレット及
び請求書が入った封筒が郵送されています。未提出の人は速やかにご提出をお願いします。なお、12月ま
でに手続きが完了した場合は、10月分からの支給開始となりますが、２０２０年１月以降に請求をされた場
合は、請求をされた月の翌月分から支給開始となります。
この制度についてご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
問 給付金専用ダイヤル
□

年金給付金
（ナビダイヤル）
☎０５７０−０５−４０９２
（050から始まる電話でおかけになる場合）
☎０３−５５３９−２２１６

検索

11月は「年金月間」、11月30日（いいみらい）は「年金の日」です。

22 23 24 25 26 27 28

年齢

善意の寄附

動き

町の

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

日本年金機構では、厚生労働省と協力して毎年11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度に対
する理解を深めていただくための普及・啓発活動を積極的に行っています。また、「ねんきんネット」な
どを活用しながら、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期の生活設計に思いを巡らせてい
ただく事を目的に11月30日（いいみらい）を「年金の日」としています。
なお、年金に関するご相談は下記のとおりです。
▼平日の年金相談（本渡年金事務所）
午前８時30分～午後５時15分まで ※毎週月曜日（月曜が休日の場合は翌開所日）は午後７時まで
▼休日の相談日（本渡年金事務所）
毎月第２土曜日 午前９時30分～午後４時まで
問 本渡年金事務所
□

【常用一般分抜粋】10月29日現在

職

☎２４−２１１２ 税務住民課 担当／野田

求 人 情 報

種

内１０５
☎○

https://www.hellowork.go.jp

人 数

年 齢

賃

金
（単位：円）

求人番号

熱絶縁工（保温・保冷）

3人

不問

172,800円～172,800円

41040－4296791

介護職（日勤のみ）

2人

不問

146,000円～212,000円

4353291

准看護師（日勤のみ）

2人

不問

145,000円～185,000円

4354591

医療事務

1人

不問

135,300円～135,300円

4216391

配管工

5人

不問

275,000円～375,000円

38040－4512691

介護職

1人

不問

138,000円～168,000円

4161691

下水処理場現場管理技術員

1人

44歳以下

160,000円～180,000円

4181791

介護職（生活支援員）
（梧葉苑）

1人

不問

150,800円～162,800円

4118591

介護福祉士（梧葉苑）

1人

不問

160,200円～173,200円

4119191

薬剤師（管理職候補）
［天草慈恵病院］

1人

不問

499,800円～569,400円

4090991

薬剤師（天草慈恵病院）

1人

不問

399,800円～489,400円

4092791

管理栄養士（天草慈恵病院）

1人

不問

175,000円～213,000円

4093891

事務・管理職候補（経営企画）
［天草慈恵病院］

1人

不問

226,800円～280,800円

4094291

診療情報管理士［天草慈恵病院］

1人

不問

187,000円～200,200円

4095591
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