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甘くシャキッとした苓北産のレタスが、今年もたく
さん育ちました。収穫期を迎え、包丁で丁寧にレタ
スの根元を切り取る姿からは、生産者の愛情が伝わ
ってきます。
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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。

NO.７

地域おこし協力隊 関根
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=information=
まちからのお知らせ

県独自の緊急事態宣言が

されました

熊本県では、新型コロナウイルスの新規感染者数が減少し、病床使用率が改善した
ことなどを踏まえて県独自の緊急事態宣言は２月１８日から解除されました。今後は、
感染の再増加を防止するため、町民の皆さまには引き続き、死に至る恐れのある新型
コロナウイルスから自分の命や家族の命を守るため、「自分が感染しない。他人に感
染させない」ように一人ひとりが危機感をもって、下記の感染拡大防止対策へのご協
力をお願いします。
お願い

▲河豚刺しをつくる様子

～文化は河豚職人に宿る～
ふ

ぐ

さば

きり

「１５歳の頃に父親に河豚の捌き方を教えてもらった」と話す切
あけ なお

切明さんと初めてお会いしたときの印象は、天草で発見！こんな
ところに河豚職人という驚きがありました。魚の中でも高級魚で
毒がある河豚は免許がないと飲食店で提供することはできません。
大黒屋さんのレシピに河豚料理のメニューがないのに、河豚の職
人が経営しているのは不思議でした。長崎の河豚養殖の現場にも
のぞ

同行させていただき、水産業の現場を覗かせていただきました。
苓北町でも３月に天然の河豚が獲れるので、町の特産品の一つに
できないか思案中です。週末には長崎から手伝いにきた愛孫に、
釣った魚をその場で美味しい味噌汁に調理して食べさせる姿は、
かっこいい爺ちゃん

〜 苓 北 の 季 節 〜
大寒の１月２０日、上津深江八坂神社にて裸
祭りの神事が執り行われました。上津深江地区
に悪病が流行した際、山伏が海でみそぎをして
病魔を退散させたのが始まりだそうです。約４
００年ほどの長い歴史がある祭りは全国でも珍
しいのではないでしょうか。神社の中には数々
の裸祭りの写真があり、多くの先人が神輿を担
ぎ、法螺貝を吹いてきた裸祭りの様子が写真と
して飾られておりました。今年は新型コロナウ
イルスの影響で神事のみの開催でしたが、来年
は、朱塗りの神輿が大寒の海を渡る姿を見るこ
とができるよう祈っております。
やどかり太郎
み こし

ほ

▲上津深江青年会の男衆が朱塗りの神輿を担ぐ様子

お願い

外出時は感染防止対策の徹底を

○外出時においては「三密」を極力避け、手
洗いやマスク着用などの感染防止対策を徹
底しましょう。
○わずかでも発熱等の症状がある場合は、仕
事を休み、すぐに病院を受診するようにし
ましょう。

会食時のポイント

▲河豚刺しの皿を持つ切明直次郎さん

ら がい

お願い

飲食店の利用や会食について

○宅飲みやイベントを含み「会食時の感染リ
スクを下げる４つのステップ」を遵守しま
しょう。
もくしょく

染リスクを下げる４つのス
の感
テッ
時
プ
会食

でもあります。

広報れいほく ２０２１ ２月号

○不要不急の外出や、特に感染が流行してい
る県外への移動は控えましょう。

じ ろう

明直次郎さんは、富岡港内で大黒屋という食事処を営んでいます。

3

県外への移動は控えましょう

○県内全域において、深夜遅くまでの飲酒や
会合など、感染拡大につながる行動は控え
ましょう。
○感染防止対策が講じられていない飲食店は
利用しないようにしましょう。

STEP➋／食事前

・体調が悪い場合は会食への参加はしな
い。

STEP➌／食事中

STEP❶／予約時

・感染防止対策を講じているお店を利用
する。
・大人数（５人以上）での会食の場合は、
「テーブルを分ける」や「席の配置を
斜め向かいにする」などの対応が可能
かお店と相談する。
テーブルを分ける

○食事中には会話を控える「黙食」に努め、
会話を行う際はマスクを着用しましょう。

席の配置を斜め向かいにする

・会話をする際はマスクを着用する。
・「大声での会話」や「席の移動」、
「箸やコップなどの使いまわし」はし
ない。
STEP➍／会食後

・「深酒」や「はしご酒」はしない。
▶詳しい「会食時の感染リスク
を下げる４つのステップ」は
熊本県のホームページをご参
照ください。

広報れいほく ２０２１ ２月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

❶

❷

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
❸

シャキッと歯応えと優しい甘み

❶

苓北レタス

苓北町のレタスは、昭和34年頃に作付けが
始まって以来60年以上もの間、町の主要農産
物となっています。町内には、生産者が約70
戸、作付面積は約124㌶で、年間約3,530㌧の
出荷を誇り、一年を通して温暖で秋冬野菜の栽
培に適しているため、甘くてシャキッとしたお

苓北少年剣道クラブが初受賞

いしいレタスが育ちます。

少年剣道教育奨励賞

収穫時期の12月から３月にかけては、包丁

苓北少年剣道クラブが、全日本剣道連盟「少年剣道教育奨励賞」を受賞しました。令和２年度に同賞を受けた県
内の団体は苓北少年剣道クラブを含め２団体で、この賞は、少年剣道の指導面で、草の根的に活動を続け、剣道の
底支えをしている団体・組織等に対して表彰されるものです。
ひろゆき
指導者の荒木広之さん（＝中通）は、練習が始まる前にクラブ生を集め「立派な賞をいただきました。皆さんも
胸をはって練習に励んでください」と受賞の喜びを分かち合いました。
同クラブは、剣道を通じての人格形成に努めており、今後のさらなる活躍が期待されます。
❶保育園児や小学生も週２日２時間の練習で
汗を流す➋大きなかけ声とともに面を放つク
ラブ生➌苓北町剣友会の皆さん

ゆう

剣士
募集

た

岩下祐太選手（ハンドボール）

苓北出身者が世界で活躍

剣道で心と体を鍛えませんか？保育園年
長児から一般まで広く剣士を募集中です。
苓北町剣友会

てつ や

小野哲也

でひとつひとつ丁寧にレタスを切り採る姿が町

学ぶ場は教室の外にも

❸

のいたる所で見られ、冬の風物詩ともなってい
ます。
収穫されたレタスは主に関東方面に出荷され
ており、採れたてのレタスは口に含むと、シャ
キッとした歯ごたえと優しい甘みで、内側の白
い葉はサラダやしゃぶしゃぶに、外側の青い葉
はちぎって味噌汁にいれてもおいしくいただけ
ます。

☎090-2718-9572

志岐小学校の児童が大根の収穫体験

❷

みちひさ

❶親子でレタスを収穫する林田道久さん家族（＝中通）
➋大きく育ったレタスはハンドボールほどの大きさに
➌コンテナいっぱいに収穫されたレタス

❶
無病息災を願って空高く

どんどやの炎

世界で活躍する岩下祐太選手（中央）

育てた大根を手渡す児童たち

１月にエジプトで行われたハンドボール男子の世界選
手権において、苓北町出身の岩下祐太選手
（ＧＫ）
が大会
を通じて好セーブを連発し、日本代表「彗星JAPAN」
の24年ぶり２度目となる１次リーグ突破に大きく貢献
しました。
岩下選手は、今夏に開催予定の２０２０年東京オリンピ
ックでも活躍が期待されています。
（写真＝岩下選手提供）

１月21日、志岐小学校の１年生25人は学校農園で育
てたダイコンを収穫して、給食に使って欲しいと学校給
食調理場に提供しました。
農作物を自ら育てることで食の大切さを学び、教室だ
けが学ぶ場所ではないことを知るために行われた今回の
収穫体験。児童たちは「美味しい給食を作ってくださ
い」と真っ白な大根を一人ひとり手渡しました。
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❷

１月17日、西川内漁港内で地区の自主防災会による「どんどや（どんど焼
き）」が開催されました。５ⅿほどの高さに組まれた竹や木ぎれに火付け役が
火をつけると一気に炎が燃えあがり、周囲の寒さを吹き飛ばしました。炎が次
たけだけ

第に強くなると、竹の「バン」という猛々しい破裂音が響き、集まった住民か
らは歓声があがりました。
❶勢いよく燃え上がった
どんどやの炎➋今年の火
とみ お
付け役を務めた大西富男
さん（＝西川内）

当日は、煙をあびせた紙で思い思いに自分の頭や体をさすって「今年も健康
で過ごせますよう」と無病息災を祈るとともに、新型コロナウイルス感染症の
終息を願いました。
広報れいほく ２０２１ ２月号
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会話時におけるマスクの効果
❶聞き手だけがマスク着用

➋話し手だけがマスク着用

50㎝
布マスクの場合
不織布マスクの場合

コロナに
負けるな

「マスク」で変わる感染リスク
健康増進室

→
→

50㎝
飛沫を17％カット
飛沫を47％カット

➌両方がマスクを着用

50㎝
両方が布マスクの場合
両方が不織布マスクの場合

→
→

飛沫を70％カット
飛沫を75％カット

マスクの
正しい着用

布マスクの場合
→
（不織布マスクも同じ）

飛沫を70％カット

【出典】内閣官房

これであなたもマスク美人

マスクの正しい着用方法

健康増進室
荒木保健師

20

ふしょくふ

マスクの素材のほかに、厚み
でも予防効果に違いがありま
す。レース生地などの薄いマ
スクには、内側にガーゼや不
織布シートを入れるとより効
果的です。

34

低いような状況の場合には︑
布マスクやウレタンマスクを
着用するなど場面に応じたマ
スクの切り替えを行うことで︑
感染リスクを抑えながらも息
のつまらない自然な生活をお
くることができます︒

広報れいほく ２０２１ ２月号

頬とマスクの間に隙間があると、
ウィルスが入る可能性がありま
す（鼻をしっかり覆えていない
場合も同様です）。

50

20

感染予防は複合的に

【出典】政府インターネットテレビ
（厚生労働省ホームページより）

鼻と口を保護できておらず、
意味がありません。マスクを
付け直した際にあごに付着
したウイルスが内側に入って
しまう可能性があります。

18

マスク着用は︑総合的予防
対策の一環であり︑それ自体
で新型コロナウイルスを完全
に防げるものではありません︒
しかし︑着用しない場合に比
べ︑マスクの種類によっては
飛沫量を ％程度にまで抑え
ることができるため︑マスク
の着用に加えて手洗いや︑ソ
ーシャルディスタンスの確保
などを複合的に行うことで︑
感染リスクを下げることがで
きます︒

▼正しいマスクの着用方法

ＮＧ➌
ゆるゆる
マスク

※２豊橋技術科学大学による実験値 【出典】国立大学豊橋技術大学Press Release

不織布マスクの効果◎

自分のせきやくしゃみを飛散
させない効果は期待できます
が、鼻を保護できていません。

ＮＧ➋
あごマスク

正しいマスクの着
用方法については、
左記の動画を参照
ください。

マスクやフェイスシールドの効果（スーパーコンピュータ「富岳」によるシュミレーション結果）

マスクの素材は︑不織布︑
布︑ウレタンの３種類に大き
く分けられ︑豊橋技術科学大
学の研究によると︑マスクの
素材で飛沫を防ぐ量に違いが
あることが分かっています︒
研究では︑マスクを着けな
い状態での吐き出し飛沫量を
１００％とした時︑不織布マ
スクを着けた状態だと吐き出
し飛沫量を ％に抑え︑布マ
スクの場合は ％～ ％︑ウ
レタンマスクの場合は ％に
抑えられる結果となっていま
す︒また︑マスクに比べフェ
イスシールドやマウスシール
ドの効果は弱いようです︒
吐き出し時の飛沫量と吸い
込み時の飛沫量とをそれぞれ
マスクの種類によって比べた
時に︑予防効果に最も期待で
きるのは不織布︑次に布︑ウ
レタンの順になります︒
この結果から︑日常生活の
中では場面に応じてマスクを
使い分けることが効果的と言
えます︒例えば︑人混みや会
議・会合など比較的感染リス
クが高いような状況の場合に
は不織布マスクを着用︒一方︑
散歩や一人でウォーキングを
行う場合など︑感染リスクが

マスクと顔との間に隙間がなく、顔にぴった
りさせるように装着します。マスク着用中は
なるべくマスクを触らないようにすることも
感染リスクを下げるポイントです。

☎３５−3330

会話時には、聞き手がマスクを着用する場合
に比べて、話し手がマスクを着用する場合の
方がよりマスクの効果が発揮されます。さら
にお互いにマスクを着用することで「自分が
感染しない、相手に感染させない」という高
い意識の感染予防行動につながります。

ＮＧ❶
鼻マスク

7

適切なマスク着用で
効果的な感染予防対策を

広報れいほく ２０２１ ２月号
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福は〜うち
鬼は〜そと
は〜るよこい

年長児 クラス のおともだち

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

（写真提供＝富岡保育園）
毎年楽しみにしている節分に今年も鬼のお面を作って豆まきを
しました。
２月２日の豆まきは大いに盛り上がり、楽しみました。
もうすぐ春です。４月からは一年生になります。

総務課広報係
内２０７
☎○

キラキラ
かがやけ！

小学生の作品

『スマートフォン立て』
坂瀬川小学校４年

西川

ツバサ さん

図工のギコギコクリエータ

ーという学習で︑スマートフ

ォン立てを作りました︒

担任：平井 健一 先生

もうすぐ高校受験があるお

入学してから、少しずついろ
んなことができるようになり
ました。これからも、すくす
くのびていってほしいです。

姉ちゃんのために作りました︒

広報れいほく ２０２１ ２月号

（男子４人 女子１人 計５人）

先生からクラスのみんなへ

むずかしかったところは︑

9

いつも上手に絵をかいてくれ
て、ありがとうございます。

ななめに立てるところです︒

都呂々小学校１年生

クラスのみんなから先生へ

﹁うらら︵お姉ちゃん︶︑

学校自慢

都呂々小の１年生は、５人
しかいないけれど、みんな
やさしく明るく、元気いっ
ぱいです。

受験がんばって！﹂

クラスの自慢

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

富岡保育園

広報れいほく ２０２１ ２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。

①教育支援費
国公立、私立の高等学校、短期大学、大学又は高
等専門学校に修学するのに必要な費用を無利子で借
りることができます。

町内

生活福祉資金貸付制度
１．内容

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。

２．対象

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
※多重債務、他の公的資金を借り入れているなど
の場合は対象外となりますので、あらかじめ社
会福祉協議会にご確認ください。

３．貸付制度❶－総合支援資金 ※所得制限あり

失業などで日常生活全般に困難を抱えている世帯
に対し、生活の立て直しのために生活費と一時的な
資金を貸し付ける制度です。
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）

４．貸付制度➋－福祉資金

※所得制限あり
日常生活を送るうえで、自立生活を営むために、
一時的に必要と見込まれる費用を貸し付ける制度で
す。
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住居移転等により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

５．貸付制度➌－教育支援資金 ※所得制限あり
教育に関連した費用を貸し付ける制度です。

11
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No.237

自給自足の生活。
野菜作りは今も現役です！

６．貸付制度➍－生活福祉資金（特例貸付）

※令和３年３月31日まで取扱い予定

➀緊急小口資金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等
により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維
持のための資金が無利子で借りられます。
②総合支援資金（生活支援費）
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の
減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持
が困難になっている世帯のための資金が無利子で借
りられます。
無料でお譲りします

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。
本人またはご親族が町内在住の人へ無料でお譲り

します。
➀ベビーベッド １台
②チャイルドシート ２台
③Canon（３７１）インクカートリッジセット
（プリン
タ用）

▼申込受付期限

希望する人は、３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。なお、「抽選」は３月10日㊌
午前９時から苓北町保健センターで行います。
苓北町社会福祉協議会

☎３５−１２７０

むら

村 上 ユ キヱ さん

（昭和２年２月２０日生まれ）満９４歳

〈プロフィール〉

野菜と、あと魚もあれば食べます。何でも嫌いな物はなかです。
一人でいて好き嫌いをしていると大変です。

苓北町坂瀬川で、錦戸家６人兄妹（男２人・
女４人）の三女として生まれました。現在とは
違っていてまわりの皆が農業の家ばかりで、ユ
キヱさんも幼い頃から農業の手伝いで苦労をし
て育ちました。
坂瀬川小学校は卒業しましたが、生活が厳し
かったことや、また、弟や妹の面倒を見る時間
が多かったため進学はしませんでした。
家の百姓や土木の仕事の手伝いなどをして働
いていましたが、22歳の頃に親からの勧めも
あってご主人と結婚されました。当時は、結婚
の相手を自分で探したり選んだりすることはで
きずに、紹介されてからすぐに結婚となりまし
た。
結婚してからのユキヱさんは、子宝・息子や
娘たちに恵まれ、子育てに追われながらの生活
を過ごしていました。（現在は、遠方に住んで
いるお孫さんもいらっしゃる）
そして、ご主人が50歳代で病気のために若
くして亡くなられた為、ユキヱさんはそれから
の30〜40年間は一人で本当に苦労したと話さ
れました。
現在は、子供さんたちが遠方に住んでいて、
また、新型コロナウイルスの影響もあってなか
なか会えずに寂しい時もあるそうですが、ユキ
ヱさんのお気に入りの人形を眺めて見たり、庭
の畑での野菜作りをして収穫を楽しみにして過
ごしていると話されました。

問 好みの男性のタイプは
これっていう好みはなかばってん、そりゃあ優しか人が良かで
す。俳優さんとか歌手とかでも、好きな人はおったとばってん
忘れたです（笑）

問 私の趣味
もう年やけんほとんど出歩かんけど、テレビを見るのは好きで
す。特に、歌番組とかドラマとかば見るです。

問 私の健康法
何やろなぁ〜。でも、誰も面倒見てくれる人がおらんせん、自
分ができる事はせんばんけんね。家の周りに畑があって、大根
とか野菜とか自分の食べるしこは作ります。畑の手入れはなか
なかしきらんけん、少しだけばってんね。

問 思い出
個人で土木の仕事をしている方がいて、そこに最初は手伝いで
行って、その後働きました。今はその人はよそに行っとらすで
すけど、色々とお世話になりました。

問 若い世代へ伝えたいこと
若い人たちは勤めに出ていてどこも忙しくて大変だろうけど、
気掛けて声をかけてくれるといいですね。都会と田舎は違って
いて、人と人（の距離）が近いので大事なことです。

問 町へのメッセージ

NEW STAFF

たまに行く温泉が嬉しくて良
いです。送り迎えをしてくれ
て、福祉センターに温泉に入
りに行けるだけでもありがた
いですね。

新しい職員のご紹介

会計事務（令和３年２月～）
ま

り

か

茉莉花さん

地域福祉に貢献できるよ
うに頑張ります。

鶴区在住

問 好きな食べ物

（ユキヱさんが話された内容で掲載しています。）

浅井

かみ

庭の大根畑

お気に入りの人形

▼

心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ

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
入学に際し必要な費用（入学のときの教材、カバン、
制服、靴など）を無利子で借りることができます。

▲

社会福祉協議会
だより

輝いています！

広報れいほく ２０２１ ２月号
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。
育を

富岡港使用受付事務受託者を
募集します

ようにしましょう︒
また︑野焼きが原因による火災も毎
年発生していますので︑野焼きは絶対
に行わないようお願いします︒この火
災予防運動にあわせて﹁全国山火事予
防運動﹂も実施されますので︑森林周
辺でのたき火︑喫煙︑火遊びなどもし
ないようにしましょう︒
苓北分署 ☎ ︱２２４４
総務課 担当／福田 郷 ☎〇内２08

第３期富岡志岐地区都市再生整備計画

皆様からのご意見を募集します
パブリックコメント

Ｑ：家での耳掃除のやり方を教えてください。

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎31−1365

にらめっこし
ましょ！

■開設日時
■開設場所

ママたちのＱ＆Ａ

ぷ！
ぷっ
あっ

たご意見は︑事後評価の参考にさせて
いただきます︒なお︑ご意見に対し個
別の回答は行いませんので︑あらかじ
めご了承ください︒
企画政策課 担当／西川
住所 〒
︱
苓北町志岐660
☎ ︱３３３４
︱２４５４

﹁みつばちラジオ﹂では︑﹁わたし
の校歌・ふるさと便り﹂の番組で閉校
した小中学校を含む天草内の校歌を︑
卒業生など縁のある人の思い出ととも
に紹介します︒あわせて︑天草の地域
情報も発信します︒
▼放送開始
４月６日㊋
時~︵ 分間︶

母校の校歌をラジオでご紹介

kikaku@town.reihoku.lg.jp

2503

食

地域
で。

４月からの事務補助員を募集します

▼委託内容 富岡港施設使用者の受け
付け︑使用料徴収事務
▼資格要件 ▽金銭の徴収・保管が適
切にできること▽複数人員で昼夜を
問わず対応可能であること
▼委託期間 令和３年４月１日~
令和４年３月 日︵１年間︶
▼申し込み 土木管理課備え付けの申
込書に必要事項を記入し︑３月 日
㊎までに提出してください︒
▼選考方法 書類審査の上︑受託額申
込に関する見積もりを徴して決定し
ます︒
土木管理課 担当／野口
☎ ︱３３３１

令和３年全国春季火災予防運動

ステキな鬼が
できました

町では富岡城から志岐城にかけた歴
史的文化遺産の復元と活用を図るた
め︑平成 年度から第３期富岡志岐地
区都市再生整備計画に基づいて事業を
推進してきました︒事業の最終年度と
なる今年度は︑計画に掲げた目標の達
成状況などについて客観的に検証する
事後評価を行います︒そこで︑事後評
価原案を公表し︑皆様からの意見を募
集します︒
▼閲覧場所
町ホームページまたは企画政策課
▼意見募集期間
２月 日㊎~３月 日㊍
▼意見の提出方法
ご意見︑住所︑氏名︑電話番号を明
記のうえ︑郵送・ＦＡＸ・メールのい
ずれかの方法で企画政策課まで提出し
てください︒書式は自由で︑いただい

863

【１人分】エネルギー 181kcal／
タンパク質 12.9g／脂質 3.7g／
炭水化物 8.1g／食塩相当量 0.9ｇ

▼期
間 ３月１日㊊~７日㊐
▼統一標語
﹁その火事を
防ぐあなたに 金メダル﹂
今の時期は空気が乾燥し火災が発生
しやすい時季です︒火災の発生を防止
し︑高齢者などを中心とした死者の発
生を減少させるとともに︑財産の損失
を防ぐことを目的として︑全国一斉に
火災予防訓練が実施されます︒
日頃から火の元︑火の取り扱いに十
分注意し︑苓北町から火災を出さない

35

以降は毎週火曜日に放送
※
再放送有り
※
▼聴取方法 スマートフォン用アプリ
をダウンロードしてお聞きください︒
▽ＦＭ＋＋︵エフエムプラプラ︶
▼その他 校歌︵歌入り︶の音源が無
い学校が数校あり︑﹁みつばちラジ
オ﹂では音源を探しています︒情報
をお持ちの人は︑ご連絡をお願いし
ます︒ 苓
※北町は﹁旧木場小学校﹂
みつばちラジオ ☎ ︱８８８０

20

22

短期の会計年度任用職員
▼募集対象 町内に住所がある人
▼職
種 一般事務補助員
▼募集条件 パソコン操作ができる人
▼勤務時間 ８時 分~ 時
▼日額報酬 ７︐
０６９円
※通勤手当有り
▼勤務時期 希望者を登録し︑臨時的
な業務が必要な課において︑令和３
年４月１日以降に期間を定めて採用
します︒時期は不確定で︑業務量な
どの関係で登録された人全員が採用
されるとは限りません︒
▼募集期限 ３月 日㊎まで
▼申込方法 履歴書に３か月以内に撮
影した写真を貼って総務課へ提出し
てください︒資格などを持っている
場合は︑資格証明書などの書類の写
しも添付してください︒
□
申
総務課 担当／浦﨑
☎〇内２10

Ａ：耳アカは自然と耳の穴の入り口へと出てきます。毎日
でなくても耳の入り口に耳アカが見えたら掃除をする
程度でＯＫ。細い綿棒でやさしくとりましょう。耳の
中が湿っている時に太い綿棒で掃除をすると、耳アカ
を奥へと押しこむことになるのでお風呂あがりは避け
てください。耳掃除をやりすぎると、耳を傷つけたり
します。無理しないで、気になるようなら小児科か耳
鼻科で相談しましょう。

19

みんなで
お散歩楽しいね♪
35

11

35

ふ れ あ い 広 場
28

①タマネギとリンゴをすりおろ
す。※リンゴは皮付きのまま
②すりおろしたものにⒶを加え
て混ぜ、鶏肉を30分ほど 漬
け込む。
③軽く汁気をきった鶏肉を200
℃のオーブンで10分〜15分
焼いて完成。

31

苓北町子育て支援センター
26

①魚の両面に片栗粉をまぶす。
②フライパンに油をひいて魚の
両面を焼く。
③魚に火が通ったら、合わせて
おいたⒶをフライパンに入れ
て、魚にたれを絡めながら煮
詰めたら完成。

● 作り方
● 作り方
35

都呂々保育園のお友達

○魚の切り身…５切
○片栗粉………適量
○酒……………大さじ２
○醤油…………大さじ２
Ⓐ
○砂糖…………大さじ１
○みりん………大さじ１

○鶏の手羽元…５本
○タマネギ……1/4個
○リンゴ………1/8個
○醤油…………大さじ１
Ⓐ ○塩こうじ……小さじ１
○はちみつ……小さじ１

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎
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13

17

今年に入り、雪が降り底冷えしたり、温かく過
ごしやすかったりと、気温の差が大きく体調を崩
しやすいです。生活リズムを整えたり、バランス
のとれた食事をとるなどして、元気に過ごしまし
ょう。
支援センターに来ている子どもたちも、上手に
歩くようになったり、ハイハイ、寝返りと刺激い
っぱいです。「寝て、食べて、遊んで」のリズム
も安定し楽しそう
です。毎日子育て
を頑張っているマ
マたち！気軽に出
かけて、一緒に、
おしゃべりを楽し
みましょう。
無料
公式アプリ

30

12

【１人分】エネルギー 144kcal／
タンパク質 9.1g／脂質 9.6g／
炭水化物 4.1g／食塩相当量 0.5ｇ

12

※５人分

● 材料
今回は「バーベキューチキン」と「魚の照
り焼き」の２つを紹介します。このメニュー
は保育園、小学校、中学校の３月のセレクト
給食です。開催日は、各園・学校により異な
りますが、事前に子どもたちにどちらか選ん
でもらいます。
この一年、家で過ごす時間が増え、親子で
料理をすることも増えたのではないでしょう
か。「食べる事」に興味を持ち、楽しみなが
ら食べ物を選ぶ力を身に付けてほしいと思い
ます。親子でセレクトしたメニューについて
話し合って、
選んでない
方はぜひ親
子で作って
みましょう。
※５人分

魚の照り焼き
バーベキューチキン

お知らせ

● 材料
掲載希望は総務課広報係へ

チームぱくぱく

♥
♥
INFORMATION

＝家族で一緒にクッキング＝
もも肉
でもＯＫ

将来を担う子どもたちを
“食で育む命の応援団”
。く
庭で らしに
家

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

令和３・４年度

競争入札参加資格審査申請書の受付を行います
苓北町が令和３・４年度に発注する「工事」
「測量・コンサルタント業務」「業務委託等」
の競争入札参加者資格審査申請書の受付を行い
ます。※「物品売買」のみの受付は行いません。

▼受付期間

令和３年４月１日㊍〜30日㊎
※申請書は、令和３年４月１日から令和５年
３月31日までの２年間有効です。

▼各種申請書様式

申請書様式は、苓北町役場ホームページに掲
載しています。

▼注意事項

申請書はＡ４に統一し、番号順にファイル
（２穴のもの）に綴じて提出してください。また、
ファイルの表紙と背表紙に「会社名」を記入し
てください。申請書は国土交通省統一様式に準
じたものも提出可能です。

▼受付場所・提出方法
郵送の場合
下記住所宛てに郵送してください。
〒863-2503
熊本県天草郡苓北町志岐660番地
苓北町役場総務課 指名願受付係
担当 浦﨑
※受付印が必要な人は、返信用はがき等を
同封してください。
持参の場合
総務課（苓北町役場２階）
に持参してください。
※受付は、土日祝日
を除く午前９時か
ら正午まで、午後
１時から午後５時
までの時間で行い
ます。
総務課

担当／浦﨑

内 ２１０）
☎３５−１１１１（〇

軽自動車・小型特殊自動車の
登録、名義変更、廃車手続きはお済みですか？
公道を走らない田植え機やトラクタ、フォ
ークリフトも軽自動車税の課税対象です。ま
た、軽自動車税（種別割）は４月１日現在の
所有者に課税されます。登録、名義変更がお
済みでない人、すでに乗っていない車両の廃
車手続きがお済みでない人は、お早めに手続
きをお願いします。

▼小型特殊自動車の申告について
トラクタやコンバインなどの「農耕作業
用」、フォーク・リフトなどの「農耕作業用
以外（その他）」に分類される小型特殊自動
車は、公道を走行するしないにかかわらず、
申告をして軽自動車税を納めることが法令で
定められています。
下表に該当する車両を所有している人（事
業所）は、税務住民課で申告を行い、ナンバ
ープレート（緑色）の交付を受けてください。

『特別運賃』で空の旅を楽しみませんか
2021年６月30日㊌まで
※４月29日㊍～５月５日㊌を除きます。

※登録がまだの人は、登録
後に申し込みができます。
会員登録はコチラから⇒

搭乗の１か月前～前日午後６時まで天草エ
アライン予約センターへお電話でお申し込みく
ださい。申し込みの際は、最初に「サポーター
クラブ特別運賃」希望の旨と利用される人全員
の「M」から始まる会員番号を申し出ください。

広報れいほく ２０２１ ２月号

●軽自動車【二輪（250cc以下・三輪含む）】
●二輪の小型自動車（250ccを超える）
㈶天草自動車協会
天草市浜崎町６−２１
☎２３−５１８８

農耕作業用

農耕作業用以外
（その他）

制限なし

４．
７m以下

幅

制限なし

１．
７m以下

高さ

制限なし

２．
８m以下

最高速度

３５km/h未満

１５km/h未満

農耕トラクタ／農業用薬剤散布
車／刈取脱穀作業車（コンバイ
ン）／田植機／国土交通大臣の
指定する農耕作業用自動車

フォーク・リフト／ショベル・ローダ
／タイヤ・ローラ／ロード・ローラ／
グレーダ／ロード・スタビライザ／ス
クレーパ／ロータリ除雪自動車／アス
ファルト・フィニッシャ／タイヤ・ド
ーザ／モータ・スイーパ／ダンパ／ホ
イール・ハンマ／ホイール・ブレーカ
／フォーク・ローダ／ホイール・クレ
ーン／ストラドル・キャリヤ／ターレ
ット式構内運搬自動車／自動車の車台
が屈折して操向する構造の自動車／国
土交通大臣の指定する構造のカタピラ
を有する自動車及び国土交通大臣の指
定する特殊な構造を有する自動車

※先着３００人（往復６００席）限定となります。
※１便あたりの座席数に制限があります。
※福岡空港旅客サービス施設利用料込みです。

申 天草エアライン㈱予約センター ☎34-1515（受付時間：午前９時〜午後６時）
□
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税務住民課 担当／岩﨑
☎３５−１１１５

長さ

１人片道５，０００円

■申込方法

検索

分

■対象路線と運賃

⇒「天草の空サポータークラブ」個人会員

天草の空サポータークラブ

規 格

■特別運賃の利用条件

区

■搭乗期間

天草⇔福岡線

●原動機付自転車
●小型特殊自動車（農耕用など）

▼小型特殊自動車の規格と主な車種

天草エアライン㈱「天草の空サポータークラブ」限定

天草エアライン㈱では、「天草の空サポータ
ークラブ」会員限定で「天草－福岡間」を特別
運賃で利用できます。
会員は、今回の特別運賃以外にも様々な特典
を受けることができ、入会費や年会費はかから
ないため、いつも天草空港を利用する人やこれ
から天草空港を利用しようと考えている人は、
「天草の空サポータークラブ」への入会がオス
スメです。

▼手続き窓口のご案内

主な車種

※農耕作業を行う能力と乗用装
置を兼ね備えたもののこと

広報れいほく ２０２１ ２月号
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こせきの窓

1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

白木尾

氏

福田

名

保

希帆（きほ）

一丁目
西川内
内 田
白木尾
古 里
五丁目
年 柄
新 町

氏

名

岡部タエノ
田尻ヒデノ
平田トミエ
柗本
勇
松本
學
鮫島 實久
川原ミスエ
三浦 敬子

（敬称略）

年齢

93歳
92歳
90歳
93歳
91歳
100歳
96歳
74歳

善意の寄附
●社協寄付（１月受付分）
岡部 正臣さん
濵石
田尻 英彦さん
松本
松本 幸孝さん
平田

者

卓 ・洸子

お悔やみ申し上げます
区 名

護

令和３年１月末現在

６，
９４４人（△25）※（ ）は前月比
男3,270人（△11） 女3,674人（△14） 世帯数3,131戸（△９）

カレンダー（主な行事予定）
2021
日

３
月

March
火

水

木

金

土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

３月
10日 苓北町議会定例会
（〜18日）
14日 苓北中学校卒業式
24日 町内小学校卒業式

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

※行事は新型コロナウィルスの
動向により変更になる場合が
あります

ありがとうございました

３月休館日のお知らせ

和男さん
誠さん
秀夫さん

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ３.１.15〜Ｒ３.２.16）
田口 晴美さん
（津奈木町） 緒方 晴夫さん
（千葉県）
田中 智子さん
（福岡県） 大仁田 淳さん
（埼玉県）
田嶋 國雄さん
（神奈川県） 酒井 康子さん
（千葉県）
岡村
武さん
（神奈川県） 林田 悟朗さん
（神奈川県）
北原スミ子さん
（佐賀県）

「土曜港市」を開催しています

毎週土曜日、富岡港船客待合所（きずなステー
ション）において、「土曜港市」を開催していま
す。みなとオアシス富岡運営協議会では、コロナ
禍ですが町の賑わい作りのため、新鮮な農産・水
産・特産物の販売を通して、「みなと」を核とし
たまちづくりを継続して行っています。
みなとオアシス富岡運営協議会事務局
内 ２０９
総務課内 担当／福田卓 ☎〇

３月休日当番医
慈恵病院
14日
（日） 慈恵病院
20日
（土・祝）慈恵病院
21日
（日） 慈恵病院
苓北クリニック
28日
（日） 苓北医師会病院

３月７日
（日）

※内
（内科）
17

動き

町の

広報れいほく ２０２１ ２月号

麟泉の湯
☎３５−３７７０
４日（木）・18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３年１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

金 額
件数
２件 65,000円
0円
０件
１件 20,000円
0円
０件
0円
０件
0円
０件
１件 61,790円
0円
０件
４件 146,790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。

用語解説

（内）☎37−1111
（内）☎37−1111
（内）☎37−1111
（内）☎37−1111
（内）☎35−1119
（内）☎35−1133

・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

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

■ ご存知ですか？国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、
満額の年金を受け取ることができません。
国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳
になるまでの間に国民年金に任意加入して、保険料を納めることにより、満額に近づけることができます。
（国民年金の任意加入は、お申し出した日からとなります。）
なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として10年以上
必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。
（ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます。）
また、海外に在住する日本国籍を持つ方も国民年金に任意加入することができます。

■ 国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています
日本年金機構では、国民年金保険料が未納となっている方に対して、電話や文書、戸別訪問による納付の
ご案内を民間事業者に委託しています。
業務委託に関するご注意
・ご案内を行う際には、事業者名及び氏名を名乗ったう
えで、お客様の本人確認をさせていただきます。
・ご自宅を伺う際は、必ず日本年金機構が発行した顔写
真入りの身分証明書をお客様に提示させていただきま
す。
・訪問員が現金をお預かりすることはありません。また、
手数料を要求すること、金融機関やコンビニエンスス
トアにおいてATM操作をお願いすること、年金手帳や
年金証書、通帳やキャッシュカード等をお預かりする
こともありません。
・日本年金機構から、民間事業者に提供している個人情
報は、ご案内を行ううえで必要となる国民年金保険料
の納め忘れのある方の情報に限定しています。
・国民年金保険料の納付について、民間事業者にお問い
合わせされる場合は、送付されてきた郵送物等をご用
意ください。
問 税務住民課 担当／野田
□

本渡年金事務所

【常用一般分抜粋】１月31日現在

職

種

顔写真入りの
身分証明書を
提示いたします

この場で
お支払いも
可能です

手数料を
頂きます

な行為は
このよう ん！
行いませ

☎ 35-1115

☎２４−２１１２

求 人 情 報

現場管理者
調理師（はまゆう療育園）
調理員（はまゆう療育園）
給食調理員（天草更生園）／正社員
清掃業務及び土木・造園作業
看護補助者（天草慈恵病院）
介護職（介護老人保健施設 慈恵苑）
縫製（ボタン付け・ボタン穴かがり）
（アイロン）
スポーツインストラクター
防水工・塗装工

人数

2人
2人
1人
2人
1人
3人
3人
2人
1人
2人

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

年 齢

59歳以下
59歳以下
59歳以下
64歳以下
40歳以下
59歳以下
不問
64歳以下
44歳以下
40歳以下

賃

金
（単位：円）

250,000円～350,000円
148,000円～161,000円
145,800円～157,800円
140,000円～205,300円
159,120円～168,480円
168,800円～196,200円
168,800円～196,200円
146,880円～146,880円
140,000円～165,000円
157,500円～189,000円

求人番号

43060-446811
43060-363911
43060-364111
43060-337011
43060-312311
43060-298011
43060-299311
43060-272011
43060-224311
43060-182511

広報れいほく ２０２１ ２月号

16

