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日︑新たに立ち上げられた
名によって︑新たに﹁坂瀬川獅子

来︑和田区の有志や小・中・高校生

田区が獅子舞と太鼓踊りを担当︒以

まりで︑当時︑区民数の多かった和

祈願行事として行われたことがはじ

年に不況ムードを一掃する特別な

坂瀬川神社の奉納獅子舞は︑昭和

勇壮な獅子舞と太鼓踊りを見て涙す

人の中には︑春先から練習を積んだ

謝が伝えられました︒観覧に訪れた

をまわり︑踊りの披露と寄附への感

賄いました︒当日は︑保存会が各区

寄附を募り︑費用の全額を寄附金で

なども新調︒費用は︑地区内外から

舞保存会﹂が立ち上げられました︒

年間引き継がれてきま

坂瀬川獅子舞保存会の獅子舞と太鼓

によって約
る人も︱︒

獅子舞がないのは寂しい﹂や﹁子供

しかし︑地域住民からの﹁祭りに

りの伝統は途絶えてしまいました︒

でいくものなのかも知れません︒宮

伝統とは物ではなく気持ちをつない

川全体を盛り上げたい﹂と話します︒

でなく︑色んな行事に参加して坂瀬

宮﨑会長は﹁これからは祭りだけ

まかな

したが︑地域の過疎化や人員不足を
年に獅子舞と太鼓踊

達に獅子舞や太鼓踊りを見せてやり
﨑会長の言葉には︑伝統を継承しつ

理由に︑平成

たい﹂などの声を受け︑今年︑宮﨑
つ地区を元気づけたいという強い思

むねはる

宗晴さん︵＝和田︶を中心に有志や
いが表れていました︒
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趣旨に賛同した坂瀬川地区の若者ら

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

苓北町農業委員会が行った遊休農地を解消する活動
で荒廃していた農地に美しいコスモスが咲きました。
（場所：天草消防苓北分署前）

※カードのお渡しは後日になります

つなぐ ということ
これにあわせて旧来の獅子舞や衣装
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踊りのお披露目が行われました︒
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ＣＯＶＥＲ 秋晴れの空に咲く秋桜

コスモス
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税務住民課
☎３５－１１１５
QRコードから簡単に
アカウントを見られます。

簡単！
！
あなたのお気に入りの苓北町の
写真を
「#jyatto_reihoku」をつけ
て投稿してください。

公式インスタグラム

手続き

日暮れが早くなり、保育園帰り
の車に乗る娘たちの「お腹空いち
ゃったね」の言葉に思わずアクセ
ルを強く踏み込もうとする私。ふ
と、見た窓の外の看板に『おみや
げは 無事故でいいの お父さん』
の文字が―。スッと全身の力が抜
けホッと一息。もうすぐ師走の
12月。急がば回れと気持ちに余
裕を持って頑張ります。おわり。
（道田広祐）

マイナンバーカード
申請は役場窓口へ
はじめました

伝統を
80

26

【編 集 後 記】
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坂瀬川獅子舞保存会
と呼べる町
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ふる

／
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

❷

❸

❶

町では、学校給食用
食 器に磁 器 を使 用
しており、物は壊れ、
命があることを児童
生徒に伝えています。

❹

令和２年度食器の絵付け

生徒が給食食器に絵付け体験
❺
❶思い出に残る作品が出来まし
た❷殻つきのウニを描いた田中
航平さん❸様々なイラストが描
かれた食器❹講師をつとめた内
田皿山焼の木山健太郎さん❺鉛
筆で下書きした後４色の絵の具
で色づけ

11月10日、苓北中学校３年生63人が給食用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ているこの授業では、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の食器に対して愛着を持たせ、割れやすい食器
を大事に扱う気持ちを育むことを目的としています。食器の原料には地元で採
掘された天草陶石が使用され、白磁器原料の国内シェア80％以上を占める天草
陶石は、佐賀県の有田焼や京都府の清水焼などにも使用されるほどの名品で
ま り い
す。絵付けを体験した田脇真里衣さんは
「今年は授業の短縮や中体連の中止で悲
しかったけど、後に残るものを作れて良かったです」
と笑顔で話しました。

❷

❸

❶

れいほく遊休農地発生防止・解消活動

荒廃農地がきれいなコスモス畑に
きん じ

10月23日、苓北町農業委員会
（会長＝大仁田金次さん）
が行う遊休農地発生防
止・解消活動で、荒廃した農地が色鮮やかなコスモス畑に生まれ変わりまし
た。昨年に続き２回目となったこの活動は、遊休農地の解消と町の美しい景観
作りを目的に、同委員会が農地を無償で借り入れ自らトラクターで土を耕し準
備。８月に志岐保育園の園児らと蒔いた種が今回花を咲かせ、一緒に花の観賞
と摘み取り体験を行いました。自分の背丈を超えるほど大きく育ったコスモス
畑に入った園児たちは
「迷路みたい」
と大はしゃぎ。摘んだコスモスを髪飾りに
する園児もいたり、澄み渡る秋晴れの空のもと、楽しい笑い声とコスモスの甘い
香りが農地一面を包みました。

❹
❶コスモスに囲まれみんな
笑顔に➋園児の背丈以上に
育ったコスモス➌髪飾りき
れいでしょ➍さらなる活動
の推進を目指す大仁田会長

2020熊本県中学校駅伝大会

つなぐ、

たすき

思いを込めた襷

11月12日、熊本県中学校駅伝大会が熊本県民総合運動公園内周回コースで開催され、苓北中学校
（男子）
が天草
郡市の代表として出場しました。苓北中学校は、10月23日に開催された天草郡市中学校駅伝大会
（会場：本渡運動
公園陸上競技場）
で参加19校中２位に入り県大会の出場権を獲得。当日は、生徒達のメッセージが書かれた
「突破」
の横断幕を掲げ、先生や保護者などみんなの思いが込められた襷を６人でつなぎました。新型コロナウイルスによ
り満足な練習が出来ない中でしたが、みんなの思いを前に進む力にかえて一人ひとりが力強い走りをみせました。
【大会結果：苓北中学校 16位／27校 １時間06分46秒】

１区／４ｋｍ
２区／３ｋｍ
３区／３ｋｍ
４区／３ｋｍ
５区／３ｋｍ
６区／４ｋｍ
飯田翔大さん（３年生）富田照英さん（３年生）平井 譲さん（２年生）吉村 和さん（２年生）荒木泰斗さん（３年生）田尻海音さん（３年生）
３

広報れいほく ２０２０ 11月号

❶

❷

❶きれいなビーチにも数分で
袋が一杯になるほどのごみが
落ちている➋共同調査を行っ
ているアゴスティーニ・シル
バン助教授➌海水浴場の砂を
ふるいにかける生徒➍水に浮
く性質を活かしてマイクロプ
ラスチックを採種

❸

海洋マイクロプラスチック

❹

小さなプラスチックが及ぼす大きな影響

10月28日、富岡海水浴場で開催された海洋マイクロプラスチックの教育イベントに、天草拓心高等学校マリン
校舎の科学部４人が参加しました。このイベントは、マリンバイオ推進機構とタラオセアン財団が行う海洋マイ
クロプラスチックの共同調査の一環として開催されたもので、生徒らはアゴスティーニ・シルバン助教授
（筑波大
学下田臨海実験センター）
の指導のもと、砂を編み目の細かいふるいにかけて、マイクロプラスチックの採種を体
験。一見きれいに見える砂浜にも小さなプラスチックが多数あることを目の当たりし、プラスチックが加工しやす
く丈夫な反面、小さくなっても無くならずに自然や生態系に影響を及ぼしていることを活動を通して学びました。
※マイクロプラスチック…５mm以下のプラスチック
広報れいほく ２０２０ 11月号
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秀貴さんが撮影した
ふか狩りの写真を手にする
妻の惠美子さん
苓北産のお米を濵﨑教育長へ手渡す田嶋部会長㊨

森秀貴さんの写真展「懐かしの情景〜苓北〜」

写真で当時の苓北を懐かしむ

JAれいほく米部会からお米の提供

ひで き

森写真館の森秀貴さんの写真展
「懐かしの情景〜苓北
にしすみやぐら

え

〜」
が富岡城の西角櫓で開催中です。展示写真は、妻の惠
み こ

美子さん
（馬場）
が町に資料として寄贈したもので、会場
には昭和30年代の富岡地区の風景や迫力あるふか狩り
の写真が多数展示してあります。生前、数々の賞を受賞
した秀貴さんの写真は、どれも当時の情景が色濃く感じ

ダンスや徒競走で会場を盛り上げた志岐小学校の児童たち

志岐小学校学習発表会

授業の成果と
元気な姿を父母らに披露

11月６日、志岐小学校で運動会の代替として学習発表
会が開催されました。体育館では発表会、グラウンドで
さんは
「写真に生きた人だったので、雪や台風など天気 は徒競走や応援団などの競技が行われ、１年生から６年
が悪い時こそ意気込んで撮りに行ってましたよ」
と微笑 生までの全児童が、日頃の授業の成果と元気な姿を保護
みながら写真とともに当時の秀貴さんを懐かしみました。 者らに披露しました。

られる作品ばかりで、11月10日、写真展を訪れた惠美子

苓北産のうまか米を子ども達へ
とよあき

表彰状を手にする田嶋町長㊧

令和２年度国民健康保険中央会表彰

田嶋町長に国保中央会表彰

10月27日、JAれいほく米部会の田嶋豊昭部会長
（白木
尾）
から学校へ苓北産のお米８０㌔の贈呈がありました。
これは、JAれいほくが毎年行っているおにぎりキャン
ペーンが新型コロナウイルスの影響で実施出来なかった
ことから、お米を学校給食の食材として使って欲しいと
無償提供したもので、贈呈を受けたお米はさっそく11月
２日と４日に町内の小中学校でふるまわれました。
田嶋部会長は
「苓北で作ったお米を食べて新型コロナ
ウイルスやインフルエンザに負けない体を作ってくださ
い」
と話しました。

10月27日、町長室で国民健康保険中央会の表彰式が行
われ、田嶋章二町長が表彰を受けました。
この表彰は、平成16年４月１日から熊本県国民健康保
険団体連合会の理事、平成22年４月１日からは同連合会
の副理事長を務めるなど、15年以上にわたり国民健康保
険事業と介護保険事業の振興に尽力してきた田嶋町長の
功労が認められたものになります。

４人の偉人像と同じポーズを取る生徒ら
（場所：富岡城二の丸広場）

決勝戦は１０－２で勝利した苓北ジュニアのチーム

大量のごみが集められた海岸（都呂々の浜地区）
防火水槽のマンホールを開けて水量を確認する消防団員

苓北町消防団秋季訓練

頼りにされる消防団員を目指して
11月15日、農村運動広場で苓北町消防団秋季訓練が
開催され、町の消防団員143人が参加しました。訓練は、
規律訓練などを中心に短時間で実施され、訓練後は分団
ごとに分かれて地区の防火水槽や消火栓などの点検が行
われました。また、今年新たに５人が加わり全７人となっ
た女性消防隊は、訓練で消火器の操作要領を学び、終了
後は街頭に立って火災予防の呼びかけを行いました。町
の消防団員は、忙しい日々の中でも、いざという時に町民
に一番頼りにされる存在を目指し、定期的に訓練を行っ
ています。
5
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都呂々まちづくり協議会ボランティア清掃活動

都呂々の海岸をきれいに

はる き

10月25日、都呂々まちづくり協議会
（会長＝岡田晴喜
さん）
による海岸清掃が実施されました。同協議会は、地
区の活気を取り戻そうと様々な取り組みを進めており、
12月には都呂々小学校のシンボルツリーであるアコウ
の木に電飾を施しての点灯式も予定されています。今回
の清掃活動はその一環として実施され、当日は、地区の住
民に加えてサーファーらの協力もあり、国道沿いの海岸
は見違えるほど美しくなりました。
町ではボランティア清掃を行う団体等に
「ごみ袋」
と
「手袋」
を配布していますので、
事前に御連絡ください。
水道環境課 ☎３５−３３３５

「九州オルレ天草・苓北コース」の野外学習

生徒が町のオルレコースを巡る

10月２日、苓北中学校による九州オルレ※天草・苓北コ
ースのフィールドワークが行われました。これは、今年開
催予定だった１年生の集団宿泊が新型コロナウイルスに
より中止になったため、生徒らに思い出をつくってほし
いと学校が独自に企画。生徒らは事前に天草・苓北コー
スの歴史的ポイント
（富岡城など）
や絶景ポイント
（海域公
園など）
を学習し、当日は調べた場所を実際に歩いて巡り、
同行したガイドからの説明を受けながら理解を深めまし
た。
※オルレ…韓国・済州島から始まったトレッキング

天草郡市秋季ハンドボール大会（小学生の部）

秋の送球 苓北ジュニアが初優勝
10月24日、本渡中学校グラウンドで開催された天草郡
市ハンドボール大会
（小学生の部）
で苓北ジュニアチーム
が優勝しました。大会は、予選３チームずつが２組に分か
れてリーグ戦を行い、上位１チームが決勝へ進む方式。予
選を突破した苓北ジュニアは本渡北クラブ
（天草市）
と決
勝を戦い、新チームとなって初めての公式戦で初優勝を
飾りました。試合では大人顔負けのプレーをみせる児童
らに拍手で応援する保護者達。穏やかな小春日和となっ
た当日、児童らは、ぬくもりあふれるグラウンドで笑顔で
ハンドボールを楽しみました。
広報れいほく ２０２０ 11月号
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苓北町が行う新型コロナウイルス感染症支援策の実施状況
補 ＝国または県の補助金を活用した事業

補 子育て世帯臨時特別給付金

令和２年４月27日を基準日として町民
一人あたり10万円を給付

０歳〜中学生の児童生徒一人あたり
１万円を給付

予算の執行率

99%

7,047人
（3,154世帯）
に
支給

実施状況

95%

810人
（413世帯）
に
支給

補 放課後児童健全育成事業（R２年度）

令和２年３月の小学校の休校期間中に午前
中から開設した学童クラブ
（保育園）
へ１日
あたり30,200円を給付

令和２年４月〜５月の小学校の休校期間中
に午前中から開設した学童クラブ
（保育園）
へ１日あたり32,000円を給付

予算の執行率

100%

６クラブへ14日間分を給付

予算の執行率

実施状況

５クラブへ24日間分を給付
１クラブへ21日間分を給付

81%

withコロナ

単 子育て世帯支援活動事業

補 学校臨時休業対策費補助金

準要保護世帯の児童・生徒の給食費相当分
を助成

小学校と中学校の臨時休校に伴う給食食材
の調達キャンセル分に対する違約金を補助

実施状況

40人
（22世帯）
に助成

予算の執行率

82%

補 必要物品供給事業

予算の執行率

75%
広報れいほく ２０２０ 11月号

苓北町の

予算の執行率

実施状況

食材調達キャンセルに対する
違約金１５４，
０００円を補助

50%

以下の衛生用品を調達し学校へ配布
○体温計
○非接触型体温計
○マスク
○透明マスク
○消毒用アルコール
○フェイスシールド
○硬質塩ビシート

29本
28本
700枚
1,200枚
600㍑
56枚
600枚

新型コロナウイルス感染症

支援策の実施状況

新型コロナウイルスの感染状況は一時収束
の傾向がみられたものの、感染者数は再び拡
大傾向にあり、感染予防対策に取り組む日々
が「新しい日常」となりつつあります。
そのような中、苓北町ではコロナ禍からの
出口に向かうために「感染予防」と「経済回
復」の両立を目指し、国や県の補助金を受け
た支援施策や町独自での取り組みを実施して
います。
「withコロナ」の時代となった令和２
年、苓北町はどのような新型コロナウイルス
感染症対応策や支援策を実施しているのかを
ご紹介します。

実施状況

町内の小学校と中学校へ衛生用品等を配布
し先生や児童・生徒の新型コロナウイルス
感染症対策を実施

7

予算の執行率

補 放課後児童健全育成事業（R１年度）

実施状況

コロナ対策

単 ＝苓北町独自の事業

補 特別定額給付金

実施状況

苓北町が行う新型コロナウイルス感染症支援策の実施状況

コロナ対策

等

※掲載している数値は令和２年10月末日時
点のものです。また、「予算の執行率」
は予算に対する支出割合を示しています。

広報れいほく ２０２０ 11月号
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苓北町が行う新型コロナウイルス感染症支援策の実施状況
補 ＝国または県の補助金を活用した事業

補 ＝国または県の補助金を活用した事業

単 ＝苓北町独自の事業

コロナ対策

単 ＝苓北町独自の事業

単 緊急学生就学支援給付金

単 町有施設利用者支援事業

単 れいほく応援地域振興券

単 宿泊費助成事業

休業要請等により経済的に厳しい環境とな
った大学生等に5万円を給付

町が貸し出している施設で令和２年４月か
ら10月までの７ヶ月分の使用料を減免

一人3,000円分の町内のお店で利用できる
地域振興券
（①全店共通券、②飲食店等限
定券）
を住民へ配布

町内のホテルや旅館などに宿泊した人に宿
泊費用の一部を補助
（一泊6,000円以上で
2,000円、未満で1,000円の補助）

予算の執行率
実施状況

５人に給付
（25万円）

減免状況

20%

富岡港船客待合所→７ヶ月分
（266,630円）
物産館施設→７ヶ月分
（249,900円）

単 保険税の減免

減免状況

新型コロナウイルス感染症により影響を
受けた世帯の国民健康保険税を減免

令和元年度分の国保税
（143,400円）
令和２年度分の国保税
（712,000円）

単 必需品供給事業（寄贈・提供）

町内事業者などから寄贈や提供を受けたマスクを
寄贈者の意向にそって必要な機関へ配布

寄贈状況

日

寄贈元

マスクの種類

３月19日 株式会社 アタックスマート
４月７日

枚数

【サージカルマスク】 7,760枚

読書推進ボランティアグループ
【手作り布マスク】
たんぽぽホール

54枚

４月10日 株式会社 キューアサ

【布マスク】

700枚

４月20日 有限会社 コンセプト

【布マスク】

2,000枚

４月24日 株式会社 シンメイ

【ニットマスク】

９月10日 株式会社 キューアサ

【布マスク】

700枚

10月７日 有限会社 コンセプト

【布マスク】

1,500枚

1,000枚

日

提供元

３月24日 熊本県

マスクの種類

枚数

【サージカルマスク】 7,050枚

病院、介護施設、福祉施設
小学校の新入学児童
小中学校児童・生徒・職員、
役場職員
75歳以上の高齢者
保育園児や基礎疾患等の
ある人

感染防止対策用（町で備蓄）

配布先
保育園児や地域密着型サービス
・障害者支援等施設

４月28日 熊本県厚生農協連合会 【手作り布マスク】
７月13日 熊本県スポーツ協会

495枚

広報れいほく ２０２０ 11月号

予算の執行率

55%

①14,013枚／21,120枚
②9,293枚／21,120枚

予算の執行率

利用状況

1,000円補助→318人
2,000円補助→253人

21%

単 事業継続支援金（商工業）

単 事業継続支援金（農・林・漁業）

町内の商工業事業者へ国の
「持続化給付金」
または県の
「事業継続支援金」
に上乗せして
給付
（最大：法人20万円、個人10万円）

町内の農林漁業事業者へ国の
「持続化給付
金」
または県の
「事業継続支援金」
に上乗せ
して給付
（最大：法人20万円、個人10万円）

実施状況

予算の執行率

81%

法人→31件
（620万円）
個人→100件
（1,000万円）

予算の執行率

実施状況

法人→４件 （80万円）
個人→144件
（1,427万円）

77%

単 経営安定事業（商工業）

補 経営安定事業（農業・漁業）

商工業収入の減少を受けた商工業事業者が
資金を借り入れる際の利子と保証料を補填

農業・漁業収入の減少を受けた農業者や漁
業者が資金を借り入れる際の利子と保証料
を補填

実施状況

商工業→10件の申請

予算の執行率
※予算の執行は
R３.１〜開始

小中学校児童・生徒

来庁者
100枚
（マスク未着用で来庁された人）

【布マスク】

換金状況

配布先

提供状況

9

苓北町が行う新型コロナウイルス感染症支援策の実施状況

コロナ対策

町の体育関係者

単 必要物品供給事業

予算の執行率

実施状況

農業→７件の申請
漁業→０件

※予算の執行は
R３.１〜開始

実施状況

町が委嘱する一般廃棄物処理対策推進委員
（各区に１人）
がごみの収集に立ち会う際の
感染予防対策用マスクを配布
予算の執行率

99%

第１回配布
→51行政区に３〜４枚を配布
（合計200枚）
第2回配布
→51行政区に74〜75枚を配布
（合計3,800枚）

広報れいほく ２０２０ 11月号
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NO.4

ばなし

やどかり家探し

～文化は社に宿る～

「場の力」といいますが、都呂々神社は空気
感が澄んでいて木漏れ日のなかでの祭りは気
持ちよかったです。獅子舞の練習も例年なら
１ヶ月前から行うようです。獅子舞の踊りは
ほんとうの生きもののようでした。

おもてなし文化

いわ が

き

ディズニーランドのような派手な観
光産業はない苓北町ですが︑住めば都
さい こう
の言葉通り暮らしは最幸です︒海と山
が近い暮らし︑自然と共にある食の豊
かさ︒食べ物を分け与え︑相手を喜ば
せる︑おもてなし文化が苓北の最大の
魅力です︒
開拓者精神
ひ おうぎがい

苓北レタス︑緋扇貝︑岩牡蠣︑スイ
カ︑いちじく︑オリーブ︒これらの苓
北町の特産品は前例がない中で知恵と
工夫と努力で成り立っています︒どれ
も一人の人から始まったと聞きます︒
一次産業が元気なら町は元気です︒開
拓者精神で前に前に進んでこられた苓
北の先人がまだご健在の間に多くのこ
とを学び得たいと考えています︒
情報の津波の中で

広報の写真撮影で初めて間近にみた︑
おっぱい岩︒感動しました︒誰かがお

おっぱい岩に恋して

コロナの影響により︑リモートワー
クが加速し︑経済よりも健康や暮らし
へ目が向き︑田舎の価値が高まってき
ています︒苓北町には空き家が多くあ
ります︒利用可能な廃校もあります︒
空き家も廃校もあと十年間手付かずの
ままになれば︑町のゴミになる可能性
があります︒都会にはコワーキングス
ペース︵共同で仕事ができる場︶があ
ります︒インターネットさえあれば仕
事ができる人は場所を選ばず︑クリエ
イターやプログラマー︑デザイナーの
ような互いに刺激を与えられるような
共同職場スペースが苓北にあれば︑移
住者や長期滞在する若者が増えるはず
です︒

アフターコロナの未来

報の津波時代です︒多すぎる情報は︑
疲れます︒今後は︑都会を離れて最低
限の情報で田舎暮らしへの憧れが強く
なることでしょう︒

苓北町の第一号地域おこし協力隊として苓北町商工観光課に着任して約半年が経ちま
した︒地球のやどかり紀行では過去の感動したことを書いていますが︑やどかり家探
しではいま私が感じる苓北町の未来について書いてみます︒

地域おこし協力隊 関根

情報は場所に関係なくどこでも手に
入るようになりました︒ＳＮＳの普及
で情報に関する仕事が増え︑いまや情

庭が金木犀の香りでいっぱいのころ田
平さん宅の味噌作りに参加しました。
「やっぱりお母さんの手作り味噌が美味
しい。今年も味噌作って送ってほしい」
という味噌コミュニケーションはすごく
素敵ですね。
来年は段取り準備からお手伝いできた
ら嬉しいです。
やどかり太郎

きん もく せい

「
やどかり太郎」の
今後の活動について

そと者目線とよくいいますが︑東北
出身なので東北目線です︒孫の代まで
を考えての移住でした︒環境問題は世
界的な問題です︒震災以降︑東京から
福島に帰り五年間︑目に見えない放射
能と向き合いながら農業をしていまし
た︒その経験を活かしつつ︑将来は苓
北町と福島を繋ぐジョイント役になり
たいと考えています︒文化や環境は失
って初めて大切さに気づくものです︒
まだ生きている天草の風土を楽しみな
がら地域活性化に尽力します︒

東北目線

っぱいそっくりだ！と気づかなければ︑
岩はただの岩で鳥居が二つも設置され
ることはなかったのかと思うと感慨深
いです︒今後は︑おっぱい岩への愛を
イベント開催やグッズ開発︑テーマソ
ング制作など様々な切り口で表現し苓
北町を盛り上げていきたいです︒

〜 苓 北 の 季 節 〜
インターネットを使い︑町の
魅力を発信しながら︑ミッシ
ョンである﹁物産振興﹂になる
種子を見つけていきたいです︒

10
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苓北町の魅力を「やどかり太郎」としてお伝えして参ります。

住むべき家をさがし求める、やどかり太郎噺

さくら ぐみ のおともだち

絵 本

４月から温かく見守ってきまし
た。みなさんの素敵なところが
生かせるよう、卒業まで熱く支
えます。

学校自慢

エナジー６（元気な６年生）
坂瀬川小学校６年生
13

広報れいほく ２０２０ 11月号

（男子5人 女子7人 計12人）

担任：桑原 亜紀子 先生

お母さんの仕事

先生からクラスへ

二年生祭りにご招待

とても元気で仲良しな６年
生。元気過ぎるところは、
温かい目で見守ってもらえ
ると幸いです。

小学生の作文
二年生まつりに︑一年生をし
ょうたいしました︒二年生がお
店やさんになって︑生活かでつ
くったおもちゃであそびまし
た︒じゅんびもおもしろかった
し︑あそんでいるときもウキウ
キしました︒つぎは先生たちを
しょうたいしたいです︒

クラスから先生方へ

総務課広報係
内２０７
☎○

﹁さりちゃんのお母さんのや
さい︑おいしいね︒﹂と︑しょ
うのすけくんがいいました︒わ
たしのお母さんは︑きゅうしょ
くちょうりじょうではたらいて
います︒このまえ︑一ねんせい
みんなで︑きゅうしょくちょう
りじょうにけんがくにいきまし
た︒その日のきゅうしょくは︑
はっぽうさいとぎょうざとバン
サンスーでした︒お母さんは︑
やさいをつくっていました︒と
ってもおいしかったです︒お母
さんは︑めちゃくちゃがんばっ
ていました︒わたしは︑お母さ
んがつくっていたやさいをこれ
からもたくさんたべます︒お母
さんかんしゃしています︒

晴れの日は校庭で、雨の日は体
育館で、とにかく遊びます。男
女わけへだてなく接している元
気なクラスです。

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

の世界へようこそ

（作品）大好きな絵本の１ページを描きました。絵本のストーリーを話しながら、時には歌いな
がら、楽しく描く事が出来ました。たくさんの色を使い、色彩豊かで表情豊かな絵が絵本の世界
へ連れて行ってくれます。

クラスの自慢

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

志岐保育園

富岡小学校２年

奥野

富岡小学校１年

木下

おう

ら

さ

り

桜良 さん

倖吏 さん

広報れいほく ２０２０ 11月号
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＝家族で一緒にクッキング＝

。く
庭で らしに
家

。
育を

地域
で。

食

♥
♥

将来を担う子どもたちを
“食で育む命の応援団”

チームぱくぱく

今月のRECIPE
マーボー大根

おめでとう。

ごはん大好き！
たくさん食べて大
きくなるぞ！

● 作り方

①干し椎茸は水で戻す※戻し汁は１カップ程とっておく
②大根は食べやすい大きさに切って茹でる
③みじん切りした生姜をサラダ油で炒めて、香りが出てきたら合挽
肉を入れてさらに炒める。肉に火が通ったら、みじん切りにした
タマネギ・ニンジン・干し椎茸を加え、干し椎茸の戻し汁とケチ
ャップ・しょうゆ・みそを入れて味を調える
④茹でた大根と小口切りにしたニラを加え煮込む
⑤水溶き片栗粉でとろみをつけ、最後にゴマ油を入れる

● 材料

エネルギー 85kcal／
【１人分】タンパク質 5.1g／脂質 3.7g／
炭水化物 8.1g／食塩相当量 0.9ｇ

－HAPPY BIRTHDAY－

11月から３月頃までが旬の「大根」は、大根おろしやサラダ、
煮物や漬物など色んな食べ方ができる万能な健康野菜です。特
に冬の大根は甘味が増してビタミンが豊富です。
今回は「マーボー大根」を紹介します。親子で野菜の皮むきを
したり、大根を好きな形に型抜きしたりしてもいいですね。食
べたら体もぽかぽかで、冬にぴったりの一品です。余ったらう
どんをいれてマーボーうどんとしても楽しめます。

※４人分

○大根（中）………1/2本
○タマネギ…………１個
○ニンジン…………1/4本
○干し椎茸…………２枚
○ニラ………………１束
○生姜………………２g
○合挽肉……………80ｇ
○ケチャップ………小さじ１
○しょうゆ…………大さじ１
○みそ………………小さじ１
○水／片栗粉………各大さじ１
○ゴマ油……………少々

ふ れ あ い 広 場

ひら

やま

平山

か

なた

さく

夏向くん

だ

作田

せい すけ

惺亮くん

【坂瀬川】

【志岐】

令和２年７月15日生

令和元年10月２日生

父・堅太さん

母・真夏さん

父・雄一郎さん

母・美来さん

お子さんの写真を
広報れいほくに
載せてみませんか？

国照寺保育園のお友達

上手に
立っちが
できたよ

苓北町子育て支援センター

体を動かすの大好き！
怪我しないよう
気をつけます♪

苓北町出身者でしたら
どなたでも
応募可能です！

し♪

みんな仲良
秋晴れが続く清々しい秋から寒さが身に染みる
冬へ季節が変わろうとしています。今年の冬はイ
ンフルエンザの予防に加え、新型コロナウイルス
への感染対策も必要です。また、これらの病気の
ほかにも冬に流行する病気があります。手洗いう
がいや加湿など予防をしたうえで、子ども達の様
子に目を配るようにしましょう。
子育て支援センターは子育て中の親子に加え、
妊婦さんも大歓迎です。是非遊びに来てください。

■開設日時
■開設場所

15

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎31−1365
（電話番号が変更になりました）

広報れいほく ２０２０ 11月号

information
ママたちのＱ＆Ａ
Ｑ：乾燥が気になります。お風呂でのスキンケアについて
教えてください。
Ａ：入浴時は弱酸性の石鹸をよく泡立て、泡で汚れを落と
すように洗います。そのときにはゴシゴシ洗わないよ
うに気をつけましょう。また、お湯が熱すぎると皮脂
が流れてしまうため、39℃程度に設定します。耳の
後ろ、肘、膝の裏などの汚れが溜まりやすい場所は特
に丁寧に洗いましょう。入浴後は30分以内をめどに
保湿剤を塗りましょう。

12月・１月で満１歳になるお子さんの写真を募集します
▼申込方法
鮮明に写っているお子さんの写真１枚
（デジタルデータ可、ＵＳＢ可）に右の必
要事項を添えて持参、郵送、メールの
いずれかの方法でお申し込みください。
※写真やデータは返却いたしません。
▼申込期限
12月14日㊊まで

▼必要事項
①お子さんの氏名、性別、生年月日 ②親の氏名
③メッセージ（20文字程度） ④住所 ⑤電話番号
▼掲載予定
広報れいほく１月号
内２
０７
総務課広報係 ☎〇
michida-k@town.reihoku.lg.jp

広報れいほく ２０２０ 11月号
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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

県南豪雨災害地域への物資
支援を行いました
苓北町民生委員児童委員協議会では、この度の「令
和２年７月豪雨災害」により被災された地域の中で球
磨工業高校へ物資支援を行いました。集まった支援物
けい こ

資については、長舩恵子主任児童委員により球磨工業
こう すけ

高校の松本幸介先生（都呂々出身）
へ届けられました。
その後、球磨工業高校のハンドボール部より、お礼
の写真と寄せ書きの色紙が届きましたのでご紹介しま
す。

○住居確保給付金
⇒家賃相当額を支給
離職などにより住居を失った人、または失うおそれ
の高い人に、就職に向けた活動を行うこと等を条件と
して、一定の期間、家賃相当額を支給します。
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！

▲球磨工業高校ハンドボール部の
皆さん
▲高校からのお礼の色紙

生活困窮者自立支援制度の
お知らせ
苓北町社会福祉協議会では、生活困窮者自立支援制
度（自立相談支援事業）の相談窓口を開設しています。
健康面、生活面、経済面など、どのような内容でも
お気軽にご相談ください。
相談員が、様々な相談に対応できる機関や制度、団
体などと連携し、皆さまの地域生活のお手伝いをしま
す。来所でのご相談の他に、電話でのご相談やご自宅
などへの訪問相談も行いますので、お気軽に苓北町社
会福祉協議会へお問い合わせください。
＜主な支援内容＞
○就労準備支援事業
⇒就労への第一歩です
17

広報れいほく ２０２０ 11月号

苓北町シルバー人材センターでは様々な作業を行う
会員を募集しています。
▼作業内容
植木の剪定・伐採／除草作業／家の片付け／清掃／
墓掃除／農作業など
▼応募資格
苓北町内に居住している概ね60歳以上の人で、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
▼申し込み
会員の登録を希望する人は、申込書を苓北町シルバ
ー人材センター
（苓北町保健センター内）へ提出して
ください。※申込書は、同センター内に準備してい
ます。
▼会費 １，０００円（年額）
▼仕事までの流れ
会員はあらかじめ希望する職種を登録しておき、当
センターから連絡を受け、自分が出来る仕事を行い
作業後に報告書を提出します。
▼その他
就業中のけがや事故は、シルバー傷害保険等で対応
します。（保険料は当センターが負担）

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.234

船乗り一家の一人娘。
これからも家を守り続けます！
いな

お

稲 尾 チ ホミ さん

（昭和１１年１１月１３日生まれ）満８４歳

尾越区在住

問 好きな食べ物
苓北町富岡の尾越にて、稲尾家の一人娘として生ま
れる。一人っ子であったので、幼少期は可愛がられて
育った。富岡小〜苓北中の二期生として入学・卒業を
経て、その後は家庭の事情もあって１６歳の時にチホ
ミさんは長崎に移り住むことになり、洋裁の学校で学
んだ。
３年ほど長崎で学んだ後、実家の新築を機に苓北に
戻る。チホミさんの父と母が船乗りで長期間に渡って
家を空けることもあり、チホミさんは留守番を任され
ることが多くあった。
それから、チホミさんの父が下浦に仕事で行った時、
仕事先にいた（後にチホミさんのご主人となる）文男
さんを気に入り、連れ帰って会うことになった。そし
て、チホミさんが２２歳の時に結婚となり、文男さん
を稲尾家の婿養子として迎えた。文男さんも仕事は船
乗りで家を空けることが多く、チホミさんは子育てに
追われる忙しい日々を過ごした。４人の子宝（息子３
人・娘１人）に恵まれ、今では孫が８人とひ孫が４人
いらっしゃる。
月日が流れ、文男さんは７０歳を過ぎても船乗りを
続けていたが、ある時港まで行き船に乗り込もうとし
た際に息子さんに心配をされ引き止められて、船乗り
を引退することになった。それからは、チホミさんと
共に家でゆっくりと百姓をしたりして過ごしていたが、
文男さんは病に倒れ、約２年の入院の後に亡くなられ
た。しかしながら、チホミさんは寂しさを感じるより
も先に、「自分が家をこれからも守っていかないとい
けない」という気持ちがより強くなり前を向いた。
現在も一人暮らしだが、愛猫のタマちゃんの他２匹
の猫が一緒にいて、娘さんや息子さん達が時々顔を出
してくれるので、今も寂しくはないと話された。

何でも食べます。野菜の団子汁とか、野菜がいっぱい入っとる
のが好きです。あと、野菜でもあり果物でもあるイチゴが好き
です。

問 好みの男性のタイプは
芸能人で言えば、歌手の北島三郎さんが好きです。何の曲が良
いというのは無かけど、鼻歌で歌います。でも、やっぱりお父
さん（ご主人の文男さん）が一番良かですね。

問 私の趣味
週に２日間ですが、デイサービスに行って皆と話すのが楽しい
です。皆よくしてくれるし、輪になって世間話とかするのが楽
しいです。友達皆と仲良くして、長生きができたら良いですね。

問 私の健康法
私は、体操とか長い距離の散歩はしきらんです。毎日しとるの
は、布団に横になって足をバタバタと上げ下げするのをしてい
ます。テレビとかでは、10回でも効果があると言ってますが、
私は20回します。そのおかげか、始める以前よりも速く歩け
るようになりました。

問 思い出
若いときに友達と浜に海藻取りなどに行っていました。家の近
くの曲がり﨑だけでなく、水産高校（現：天草拓心高校マリン
校舎）の下の海など富岡中いろいろと行きました。息子が潜り
をする時に都呂々の海の方まで連れて行ってもらって、３〜４
日続けて浜に行ったりもしました。

問 若い世代へ伝えたいこと
誰がどこの人か分からんごてして、挨拶をあまりしないですね。
それで、親せきとかでも全然知らない人が多かったりするので、
あちこちに行って話をもっとしてほしいです。そして、良か事
ば言ったり聞いたりして悪か事は根に持ったりせずに聞き流す
ように生きていかんばですね。

問 町へのメッセージ

愛猫のタマちゃんと
一緒に

▲

社会福祉協議会
だより

「社会との関わりに不安がある」、「周囲の人との
コミュニケーションがうまくとれない」など、すぐに
働くことが心配な方に、就労に向けた訓練や就労の機
会を提供します。
○家計相談支援事業
⇒家計の立て直しについてアドバイスします
家計状況の課題を整理し、自ら家計を管理していけ
るように、状況に応じた支援計画の作成や貸付の斡旋
等を行います。
○子どもの学習援助事業
⇒子どもの明るい未来をサポート
子どもの学習支援や居場所づくり、進学、高校の中
退防止等について、子どもとその保護者に必要な支援
を行います。
○一時生活支援事業
⇒宿泊場所や食事等の提供
決まった住居のない人に、一定期間の宿泊場所と食
事等を提供しながら、自立した生活に向けた支援を行
います。

もう少し町が潤ってほしいです。空き家や空き地が多いので、
活気のある町にしてほしい。そして、より良い世の中になって
いってほしいです。私自身は、子供たちが自立して今は不自由
なく過ごせているので、十分幸せです。
広報れいほく ２０２０ 11月号
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ん︵控え室等を準備します︶
教育委員会 担当／笹嶋
☎ ︱２１１１
︵〇内４０２︶

議会へお尋ねください︒
▼合同企業説明会
▽日時 令和３年２月 日㊋
▽時間
時〜 時
▽場所 天草市民センター体育館
□
申 天草地域雇用創出協議会
☎ ︱８９００

漢字検定の受験者を募集します
▼期日 令和３年２月 日㊐
▼時間 受験するクラスに応じて開始
時間が異なります︒
▼場所 天草教育会館︵天草市志柿町︶
▼応募締切
月 日㊎まで
▼応募方法 天草教育会館ホームペー
ジに掲載しています︒
□
申 ︵ 一財︶天草教育会館
☎ ︱２３５５

土木管理課 担当／平井
☎ ︱３３３１

使用済み天ぷら油を収集します
次の期間︑天ぷら油︵家庭廃食油︶
の収集キャンペーンを行います︒収集
した廃食油はＢＤＦ︵バイオディーゼ
ル燃料︶となり︑ディーゼル車両や発
電機等で利用されることで二酸化炭素
排出量の削減につながります︒
▼キャンペーンの期間
月１日㊋〜令和３年１月 日㊎
▼収集場所 水道環境課と各出張所
▼収集時間 ８時 分〜 時
※収集は平日のみ
▼収集可能な油 天ぷら油等の植物油
※家庭で出た物に限ります︒また︑
動物油︵ラード等︶︑鉱物油︵エ
ンジンオイル等︶は収集不可︒
▼収集方法 天かす等のゴミを除き︑
ペットボトルや油購入時のプラ容器
等に入れてお持ちください︒
▼特典 キャンペーン中に天ぷら油を
お持ちいただいた人には︑数量限定
でオリジナルノベルティー︵くまモ
ンウッドトレイ︶をプレゼントしま
す︒なお︑キャンペーン終了後も収
集ボックスは継続して設置を行いま
す︒
水道環境課 担当／田尻 龍
☎ ︱３３３５
30

特設人権相談所を開設します
人権問題をはじめ家庭内のこと︑相
続問題︑金銭問題︑ご近所トラブルな
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１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
☎ ︱１１１５

天草地域合同企業説明会の
参加企業を募集します

風車の部品輸送に支障となる
桜の木等を伐採しています
苓北風力発電所の風車部品の輸送に
あたり︑町道仏木坂線︵広域農道︶沿
いの支障となる桜の木等を︑通行に必
要な最小限の範囲で伐採しています︒
なお︑伐採した桜の木等は︑風車部品
の輸送が完了しましたら︑事業者によ
り新しい桜の木等を植樹する予定です
ので︑ご理解をお願いいたします︒
コスモエンジニアリング
☎ ︱１１２２

35

35

18
広報れいほく ２０２０ 11月号
内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□
申 …申し込み先
□

広報れいほく ２０２０ 11月号
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29

令和３年２月26日㊎まで
※期間中でも予算がなくなり次第終了します。

17

▼実施期間（申請受付期間）

12

35

12

天草地域内の行政と商工・観光・経
済団体などで組織する天草地域雇用創
出協議会では︑天草地域で就職を希望
している人を対象として開催する﹁合
同企業説明会﹂を令和３年に開催する
予定です︒
この開催にあたり参加企業を募集し
ます︒
▼参加企業募集
▽募集期間
月 日㊌まで
▽参加費用 無料
※看板作成費がかかる場合有り
▽申込方法 お近くの商工会・商工
会議所または天草地域雇用創出協

▼補助の対象となる車

次の①と②の条件を満たす車
①申請者自ら使用する自己所有の車（申請者と
車検証に記載された使用者の氏名が同一で
あること）
②町内の自動車整備工場で後付けの安全運転
装置が設置できる車

※補助金の交付は、補助対象者１人につき１
台で、設置費（税抜）が３０，
０００円未満の場
合、設置費（税抜）が上限額です。

次の要件を全て満たす人
□町内に住所のある自動車運転免許を持つ
満70歳以上の人（年齢は令和３年３月31日
基準）
□町税等を滞納していない人
□暴力団員等でない人
□他の自治体で同様の補助金を受けていな
い人

①町内の自動車整備工場で車に安全運転装置
が設置できるかを確認→②補助金交付申請書
と添付書類（見積書等）を提出→③補助金交
付決定通知書が自宅へ届く→④工場で安全運
転装置を取り付ける→⑤補助金実績報告書及
び添付書類（領収書等）を提出→⑥町から補助
金の振り込み

23

14

▼補助額 ３０，０００円

▼補助の要件

▼補助金の流れ

16

11

4
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5
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35

☎

13

12

総務課 担当／福田郷
内 ２０８
町 ３５−１
☎〇
〇
１１１

30

24

23

車に安全運転装置を設置する場合
費用の一部を補助します

15

▲消費者庁 消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター「イヤヤン」

22

高齢運転者のアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故の抑止

10

23

掲載希望は総務課広報係へ

消費者ホットライン１８８は、お近くの消費
生活センターなどの消費生活相談窓口をご案
内することにより、消費生活相談の最初の一
歩をお手伝いするものです。

▼消費者トラブルで困っていませんか？

12

お知らせ

苓北町の成人式を
１月４日に開催します

大切なのはすぐに相談すること
消費者トラブルはホットラインへ

35

﹃泣き寝入りは超いやや
︵１８８︶﹄で覚えてね

☎１８８（局番なし）

INFORMATION
10

一人で悩まず、まずは相談（☎１８８）

13

商工観光課 担当／宅島
☎３５−３３３２

12

▼消費者ホットライン１８８とは

「悪質商法等による被害にあった」
「 ある製
品を使ってけがをしてしまった」
「 お試し購入
のはずが定期購入契約になっていた」などの
消費者トラブルで困っていませんか？
また、「塾や習い事で教室が閉鎖になって
いた月の月謝を返金してほしい」
「 感染予防等
を理由に結婚式場をキャンセルしたところ、
キャンセル料を請求された」などの新型コロ
ナウイルスに関連したトラブルや、「台風で
雨漏りし修理してもらったがさらにひどくな
った」などの災害に関するトラブルで困って
いませんか？
そんなときは一人で悩まずに、全国どこか
らでも３桁の電話番号でつながる消費者ホッ
トライン「１８８（いやや！）」にご相談くだ
さい。専門の相談員がトラブル解決を支援し
ます。

▼電話番号

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

令和３年苓北町成人式を次のとおり
規模を縮小して実施します︒
▼期日 令和３年１月４日㊊
時 分〜
▼会場 苓北町コミュニティセンター
大会議室
▼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︒
▼新型コロナウイルス対策
①咳・発熱など体調不良の人は参加
できません／②入場・式典中はマス
クの着用をお願いします／③参加者
の連絡先の記入が必要となります／
④密集・密接を避けるため成人者席
の間隔を確保します／⑤今回は保護
者の会場内への立ち入りはできませ

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）

苓北町緊急学生就学支援給付金

コロナの影響を受けた大学生等に５万円を給付します
▼内容

新型コロナウイルス感染症による休業要請の影
響により家計が急変し、経済的に厳しい環境にお
かれた大学生等に対して５万円を給付します。

▼申請方法

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて
教育委員会へ提出してください。
※申請書は教育委員会またはホームページから
取得してください。

▼受付期限

令和３年３月３１日㊌まで
※申請は３月３１日㊌到着分まで受け付けます。

や
ね

ば

▼提出先

〒863-2503
熊本県天草郡苓北苓北町志岐660
苓北町教育委員会 緊急学生就学支援給付金係
教育委員会

担当／吉本

☎3 5 - 2 1 1 1

▼支給対象者
□次の条件のⅠとⅡのどちらも満たす
Ⅰ大学等に在籍している
※大学（専門職大学及び短期大学を含む）／
高等専門学校（４年以上に限る）／専修学
校（専門課程に限る）
Ⅱ国が支給している
「学びの継続のための学
生支援緊急給付金」を受給している
※学生支援緊急給付金の決定通知書等の写
しの提出が必要

条件を満たす
□次の要件の①または②のいずれかに該当する
①保護者等が苓北町内に居住している
②苓北町内の中学校を卒業している

要件に該当する
支給対象

お得な振興券を使って地元を応援

「れいほく応援地域振興券」の使用はお済みですか？
「れいほく応援地域振興券」の使用期限が、
令和３年２月28日㊐となっていますので、まだ
振興券をお持ちの人は期限前に使用ください。
なお、振興券の配達時に長期不在や、手違い
などにより振興券を受理していない人は、役場
商工観光課までご連絡ください。

▼交付された振興券は２種類です
000001

▼れいほく応援地域振興券とは

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、売上
が大幅に減少している苓北町内の事業者の事業
継続と経営の安定を図り、経済の回復及び活性
化を目的として、６月～７月にかけて町民一人
あたり３，
０００円分が交付された町内で使用でき
る券です。

→飲食店・飲食組合加盟店・ホテル・旅館・民
宿に限定して使用できます。
000001

▼振興券は商品券などには使用できません

交付した振興券は、商品券など換金できるも
のや診療費などの費用、たばこや事業資金、公
共料金などには使用できません。
商工観光課
21

広報れいほく ２０２０ 11月号

担当／稲尾

☎3 5 - 3 3 3 2

→上記のお店を含め参加登録加盟店の全店舗で
使用出来ます。
広報れいほく ２０２０ 11月号
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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

川

向

氏

高橋

名

保

悠凛凪（ゆりな）

内 田
八 区
志岐山
白木尾
下 向
紺屋町

氏

名

松本
泰
平山 幸喜
大仁田幸穗
田崎 喜男
神﨑 公顯
田中 文彦

者

（敬称略）

年齢

67歳
53歳
92歳
66歳
80歳
87歳

善意の寄附

カレンダー（主な行事予定）
2020

12

日

月

December
火

水

木

金

土 12月

1 2 3 4 5

８日 議会定例会（〜10日）
25日 町内小中学校終業式
29日 役場閉庁
（〜１／３）

20 21 22 23 24 25 26

七菜さん
幸子さん

1２月休日当番医
慈恵病院

（内）☎37−1111

苓北クリニック

（内）☎35−1119

13日
（日）

慈恵病院

（内）☎37−1111

20日
（日）

慈恵病院

（内）☎37−1111

27日
（日）

苓北医師会病院

（代内）☎35−1133

31日
（年末） 苓北医師会病院

（代内）☎35−1133

※内
（内科）
、代内
（代謝内科）

男3,291人（△６） 女3,714人（△２） 世帯数3,151戸（±０）

13 14 15 16 17 18 19

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ２.10.16〜Ｒ２.11.15）
雨森 雅子さん
（神奈川県） 安達 忠昭さん
（福岡県）
三好 芳江さん
（兵庫県） 城戸口ちゆきさん
（千葉県）

12月６日
（日）

７，
００５人（△８） ※（ ）は前月比

6 7 8 9 10 11 12

ありがとうございました

●社協寄付（10月受付分）
大仁田伸太郎さん 松本
大仁田 新吉さん 田﨑

令和２年10月末現在

大将・あゆみ

お悔やみ申し上げます
区 名

護

動き

町の

27 28 29 30 31

12月休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
３日（木）・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
富岡ビジターセンター ☎３５−０１７０
毎週水曜日

（令和２年10月処理分） 町長交際費とは、町

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
０件
０件
０件

金

額
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

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。

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
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広報れいほく ２０２０ 11月号

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

日本年金機構から発行された「社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書」は年末調整・確定申告まで大切に保管ください。
国民年金保険料は、税の申告をする際、納めた
全額が社会保険料控除の対象となります。（令和
２年１月１日から令和２年１２月までに納めた保
険料が対象です。過去の年度分や追納された保険
料も含まれます。）
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や
確定申告を行う際に、領収書か控除証明書の添付
が必要となります。
このため、本年中に国民年金保険料を納付され
た人には、日本年金機構から「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」が発行されます。年末
調整や確定申告書の提出の際には必ずこの証明書
または領収書の添付をお願いします。
問 ねんきん加入者ダイヤル
□

本渡年金事務所
税務住民課 担当／野田

【常用一般分抜粋】1１月１日現在

送
付
時
期
令和２年１月１日から９月30日 １１月上旬
※既に発行済みです
までの間に納付した人
令和２年10月１日から12月31日 令和３年２月上旬
までの間に納付した人
発行予定
※控除証明書に載っていない１０月以降の保険料は、領収
書があれば合算して申告できます。

ご家族の国民年金保険料を納めた場合も、納め
たご本人の社会保険料控除の申告に加えることが
できますので、ご家族あてに発行された控除証明
書も添付して申告してください。

（ナビダイヤル）
☎０５７０−００３−００４
０
３−６
６
３
０−２
５
２
５
（050から始まる電話の場合）
☎
☎２４−２１１２
☎35−1115

求 人 情 報

施設管理［天草慈恵病院］
病院事務［天草慈恵病院］
経理事務［天草慈恵病院］
介護支援専門員
［ケアマネ］
（介護老人保健施設 慈恵苑）
経理事務員
工場作業員
管工事及び水道施設作業員
（見習い可）
浄化槽保守点検及び貯水槽清掃作業員
看護職員
（楽洋デイサービスセンター）
船内作業員
言語聴覚士［天草慈恵病院］
事務・管理職候補（経営企画）
［天草慈恵病院］
病院事務・管理職候補［天草慈恵病院］
経理課長職［天草慈恵病院］
診療情報管理士［天草慈恵病院］
社会福祉士（天草慈恵病院）
社会福祉主事（天草慈恵病院）
管理栄養士（天草慈恵病院）
臨床検査技師（天草慈恵病院）
調理員
（苓北医師会病院）
診療放射線技師（苓北医師会病院）
社会福祉士（苓北医師会病院）
配管工（熊本県）
看護師（特別養護老人ホーム梧葉苑）
介護福祉士（はまゆう療育園）
社会福祉士（はまゆう療育園）
准看護師（特別養護老人ホーム梧葉苑）
配管工
とび工
製缶工
生活支援員（介護職）／正社員

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

1人
1人
1人

59歳以下
59歳以下
59歳以下

158,000円～201,200円
158,000円～201,200円
158,000円～201,200円

3818601
3819901
3821801

1人

59歳以下

194,000円～249,500円

3823501

1人
1人
2人
2人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
5人
1人
1人
1人
1人
2人
2人
2人
2人

59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
64歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
18歳〜44歳
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
18歳〜59歳
18歳〜59歳
18歳〜59歳
64歳以下

140,000円～190,000円
3803401
168,660円～200,450円
3778301
156,000円～192,000円
3786301
156,000円～192,000円
3785001
180,000円～260,000円
3689001
200,000円～210,000円
3648001
205,000円～250,000円
3573801
226,800円～280,800円
3574201
204,200円～260,200円
3575501
236,800円～300,800円
3576001
187,000円～200,200円
3577301
201,000円～249,500円
3578601
185,200円～212,200円
3579901
225,000円～263,000円
3580701
205,000円～243,000円
3581801
135,400円～140,000円
3586601
205,000円～240,000円
3587901
175,000円～220,000円
3588101
248,000円～372,000円 38040―3815701
195,000円～225,000円
3511101
162,800円～182,300円
3512401
200,500円～223,000円
3514801
168,000円～190,500円
3515201
200,000円～270,000円 42020―10537001
200,000円～270,000円 42020―10539601
200,000円～270,000円 42020―10540401
140,000円～209,900円
3417201
広報れいほく ２０２０ 11月号
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