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天竺のツツジ

天草下島最高峰（約539ｍ）の天竺（都呂々木場）山頂では、
4,500本のツツジが見頃を迎えていました。
（４月18日撮影）

vol.689

熊本丸実習航海

みんなの力できれいな海に

№６

アースデイ海岸清掃

天草拓心高校マリン校舎の３年生17人が、４月
22日㊍、今年度最初の実習航海に出港しました。
同校の中村洋介校長が「実習を機に、一回りも二回
りも成長して帰ってくることを期待している」と生
徒らを激励。生徒らは見送りの声援に凛々しく敬礼
で応え、７日間の実習に旅立ちました。

４月18日㊐、町内各地域の７海岸において、ア
ースデイボランティア海岸清掃が行われました。清
掃作業は、午前８時から９時までの１時間実施さ
れ、参加者が海岸に捨てられたゴミや海岸漂着物を
回収。この取り組みのおかげで、町内の海岸が見違
えるほど綺麗になりました。
当日は、地域住民ら１３６人が参加し、地元地区の
海岸清掃に汗を流しました。

窯元の春の新作がズラリ

№７

春の窯 元めぐり
５月１日㊏から５月５日㊌にかけて、
天草西海岸陶器市「春の窯元めぐり」
が苓北町と天草町の３窯元において開
催されました。町内からは内田皿山焼
と天竺窯の２窯元が参加。新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、参加
窯元の減少や、スタンプラリーの中止
などイベントの規模を縮小した開催と
なりました。
来場者は、各会場に並べられた春の
新作陶磁器を初め、各窯元の自信作を
手に取りながら、お気に入りの商品を
品定めしていました。

幸せを呼ぶ白いタヌキ（？） ミサゴ（オスプレイ）

▲白いタヌキ
写真提供：松野福承さん

ミサゴ

▲
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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
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更なる成長の糧に

№８

４月下旬、富岡の松野福承さんより電話があり、「富岡に
白かタヌキのおる」との情報が。実際の写真を見てみると本
当に白いタヌキの姿が写っていました。この白いタヌキ、一
部地域ではその姿を見ると縁起が良いと言われているそうで
す。
また、「ミサゴ（英名オスプレイ）が巣を作っている」との
情報も！ミサゴは環境省の準絶滅危惧種に分類されている貴
重な鳥で、空中で静止するホバリング飛行ができ、獲物を見
つけると急降下し捕獲することができることから、航空機オ
スプレイの由来となったそうです。
情報提供ありがとうございました。

令和３年６月から変更！

町税の納付書払いの徴収方法
税務住民課

担当／伊藤

広報れいほく５月号
02 もくじ／カレンダー

03 町税の納付書払いの徴収方法

☎35−1115

04 リフォーム・解体補助金／介護保険料改定

令和３年６月から、町県民税、固定資産税、国民健康保険税の納税通知書（納付書）は、１枚に
併記した集合徴収様式から、税目ごとの単税徴収様式に変わります。
また、納税通知書（納付書）は、これまで６月から翌年３月までの１０期に分けて毎月１５日に発
送していましたが、６月１５日に１年分を税目ごとにまとめて発送します。
なお、税額に変更があった場合は、その都度変更後の納税通知書（納付書）をまとめて送付しま
す。
令和２年度まで（集合徴収）

町県民税

Ａ円

固定資産税

Ｂ円

国民健康保険税

Ｃ円

合計額

06 新規採用職員紹介／住警器普及啓発
08 みんなのひろば
10 １歳おめでとう

11 チームぱくぱく／ひだまり

12 たっしゃかもん／社会福祉協議会だより

14 新型コロナウイルスに関する苓北町からのお願い

令和３年度から（単税徴収）

Ａ＋Ｂ＋Ｃ円

〈納付書１枚〉×10期
※町が発送する納付書の枚数は、納税
する人ごとに異なります。
（最大30
枚）
※口座振替払いをご利用の人は、納税
通知書が税目ごとに送付されるほか
は変更ありません。
※介護保険料、後期高齢者医療保険料、
水道使用料、下水道等使用料につい
ては、納付書払いの人のみ様式が変
わります。（発送、請求方法の変更
はありません）

町県民税

16 おしらせ

Ａ円

18 河川水・ダイオキシン測定結果
19 まちのわだい

固定資産税

20 地域おこし協力隊

Ｂ円

国民健康保険税

23 こせきの窓

カレンダー（主な行事予定）※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が中止になる可能性があります。
日

ル

今年のツツジは例年より10日ほど
早く、４月18日㊐ごろに見頃を迎
えていました。

22 How to ねんきん／求人情報

2021

サンプ

地球のやどかり紀行

21 おっぱい岩フォト＆ムービーコンテスト

Ｃ円

税目ごと〈納付書３枚〉×10期
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６月
３日 海開き（神事のみ）
８日 議会定例会
（〜10日）
※予定
19日 天草郡市中学校
夏季総合体育大会
（〜20日）
※福祉スポーツ大会は中止とな
りました。

今月の一枚
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７月
４日 消防団夏季訓練
11日 苓北さわやかクリーン作戦
苓北町避難訓練
※苓北じゃっと祭、天草れいほ
くペーロン大会は中止となり
ました。

№１

天竺登山安全祈願祭

登山者の安全を祈願
４月25日㊐、都呂々木場地区の天竺山頂（標高539ｍ）に
ある天竺神社において、登山者の安全を祈願する祈願祭が行

町税などがコンビニ・スマホで納付可能に！

われました。

納付書での納付をされている人を対象に、令和３年６月からコンビニエンスストア・スマート
フォンアプリでの納付が可能となります。

広報れいほく ２０２１ ５月号

客に来ていただいている。コロナが治まったらまた天竺から
の美しい景色を見に来てほしい」と話されました。

コンビニ納付・スマホ納付が追加

新型コロナウイルス感染症の影響で、例年同地区で開催さ

コンビニ納付：提携コンビニ１９チェーン
スマホ納付：PayB、LINEPay、PayPay

※令和３年６月発送分から開始
※以下の納付書はコンビニ・スマホでは納付できません。
①バーコードがない、または読み取れない
②納期限を過ぎている
③金額が訂正されている
④１枚当たり３０万円を超えている
※対象税目は町県民税（普通徴収）、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療
保険料、水道使用料、下水道等使用料です。軽自動車税は令和４年４月からとなります。
3

「天竺には日本中だけでなく、世界中からもたくさんの観光

れている「天竺ツツジ祭り」は、中止となりました。

ある日の朝、外から小学生の元気な
声が！
志岐小学校の畑で子どもたちが夏野
菜の苗を植えていました。収穫が楽し
みですね。

みどりの会会員ら
約20人が祈願祭に
参列

▲

納付書払

みのがみまさ き

参加した木場地区みどりの会、蓑上政喜会長（＝松野）は

広報れいほく ２０２１ ５月号
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♥

65歳以上の人
（第１号被保険者）の
介護保険料が改定されました

令和３年４月から

担当／溝上行

福祉保健課

☎35−1263

￥

補助します！
家のリフォーム・家屋の解体

補助金

町では、高齢者人口増加に伴うサービス利用対象者の増加など、介護保険事業を取り巻く状況
の変化に応じ、３年毎に介護保険事業計画の見直しを行っています。
見直しに伴い、令和３年度から５年度の65歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料を、
次のとおり変更します。

町民の住環境の向上および町内経済の活性化を
図ることを目的として「住宅リフォーム等支援事
業補助金」を交付します。
ただし、交付総額は町予算の範囲内とします。

■介護保険料改定の対象者

▼補助対象者

・第１号被保険者 ６５歳以上の人

令和２年度まで（基準月額 5,500円）
所得段階

所得段階

対象者

年間保険料（円）

19,800

第１段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金を受給している住民税非課
税世帯の人
・住民税非課税世帯で、本人の前年収入な
どが80万円以下の人

20,880

第２段階

33,000

第２段階

住民税非課税世帯で本人の前年収入などが
80万円を超え120万円以下の人

34,800

第３段階

46,200

第３段階

住民税非課税世帯で本人の前年収入などが
120万円を超える人

48,720

第４段階

59,400

第４段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で前年の収入などが80
万円以下の人

62,640

第５段階
（基準年額）

66,000

世帯の誰かに住民税が課税されているが、
第５段階
（基準年額） 本人は住民税非課税で第４段階以外の人

69,600

第６段階

79,200

第６段階

本人が住民税課税者で、前年の合計所得金
額が120万円未満の人

83,520
90,480

第１段階

年間保険料（円）

令和３年度から（基準月額 5,800円）

第７段階

85,800

第７段階

本人が住民税課税者で、前年の合計所得金
額が120万円以上210万円未満の人

第８段階

99,000

第８段階

本人が住民税課税者で、前年の合計所得金
額が210万円以上320万円未満の人

104,400

第９段階

112,200

第９段階

本人が住民税課税者で、前年の合計所得金
額が320万円以上の人

118,320

次の①～④をいずれも満たす人
①町内に住所を有し、住居の増改築や補修など
のリフォーム、または廃屋の解体を予定して
いる人（廃屋の解体については住所要件を要
しない）
②実施するリフォームなどの工事について、町
内施工業者（苓北町競争契約入札参加資格審
査申請書提出事業者、または苓北町小規模工
事等契約希望者登録事業者）と契約する人
③世帯の合計所得「令和３年度（令和２年分）」
が５００万円以下の人
④町税および使用料等を滞納していない人
※着工は補助金交付決定後とします。交付決定
前に着工された場合は対象となりませんので
ご注意ください。なお、補助金の交付決定は
７月上旬を予定しています。

▼補助金の額

補助対象工事（対象工事費10万円以上）の額
の１／10に相当する額とし、10万円（千円未満
切り捨て）を限度とします。

▼受付期間

６月１日㊋～18日㊎

■介護保険料の納付方法

・普通徴収(納付書または口座振替による納付)
・特別徴収(年金からの納付)

６月から開始～

※閉庁時を除きます。

企画政策課

担当／山口

☎35−3334

▼補助対象となる工事

○屋根のふき替え、防水、塗装などの外装工事
○床材、壁材および天井材の張替などの内装工事
○ドアの取替え、襖・障子の張り替え、窓（サッ
シ）などの建具工事
○畳の入れ替え、表替えなどの畳工事
○浴室、台所、トイレなどの水回りの改修工事
○配線、スイッチ、コンセント設置などの電気設
備工事
○対象工事に関連して行う解体工事
○廃屋の解体、撤去および処分を行う工事
○その他町長が適当と認める工事

▼補助対象とならない工事

○新築工事
○他の補助金の交付を受ける工事
○外構工事（建物本体以外の外部廻りの工事）
○車庫、物置、倉庫の工事
○太陽光発電パネルの設置
○シロアリ駆除などの薬剤散布や塗布
○住宅に附属させる移動、取り外し可能な機器ま
たは製品

▼補助金交付の決定

受付期間終了後、補助対象者を決定します。な
お、交付申請額の合計が町予算を超える場合は抽
選を行います。

▼提出書類

補助金交付申請書および添付書類
（見積書・図面・施工前写真・家屋登記簿謄本ま
たは名寄帳・世帯全員分の所得課税証明書）
※提出書類の様式は役場企画政策課に備えていま
す。また、町ホームページからもダウンロード
可能です。

※４０歳以上６5歳未満の人（第２号被保険者）は、加入している医療保険の保険料に介護保険
分をあわせて納めています。
町では納税組合廃止に伴い、「口座振替」への移行を推奨しています。
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広報れいほく ２０２１ ５月号

広報れいほく ２０２１ ５月号
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九州一斉

５月26日〜６月4日

電源コードを丁寧に取り扱う

電気コードを痛んだ状態や束ねた状態、重いものが乗った状態で使用すると、電気コードの中の銅
線が断線し、発熱・発火し火災の原因となる恐れがあります。
電気コードは、丁寧に取り扱いましょう。また、傷んだ電気コードなどは早めに交換しましょう。
チェック

３

コンセント周りはきれいにする

コンセントと電源プラグの間にほこりなどが埋まり、付着したほこりなどに湿気を帯び、通電する
こと（「トラッキング現象」）により発火し、火災となることがあります。
時々プラグを抜いて、プラグ付近のほこりを取り除きましょう。
7

広報れいほく ２０２１ ５月号

ひさ よ

２

くら た

チェック

尚代

コードや電源タップには、一度に流すことができる電流の量が決められています。複数の延長コー
ドや電源タップを連結した「タコ足配線」しないようにしましょう！決められた容量を超えて使用す
ると、発熱・発火し火災の原因となる恐れがあります。電源タップの電気の許容量を超えていない
か、確認しましょう！

倉田

タコ足配線などの電気コードの取扱いに注意する

ん
ママさ
で
パワー
ます
頑張り

１

ろう

チェック

た

電気器具類などは、日常生活において欠かすことのできないものですが、使用者の不注意や誤った
方法により使用した場合、火災につながる恐れがあります。
使用する際には、以下のことに気をつけましょう。

①担当 ②住まい

①水道環境課（水道施設管理）
②志岐地区（馬場）

①福祉保健課（母子保健）
②天草市

水道環境課に配属され、水道施設管理の担当とな
りました。入庁して一ヶ月、初めてのことばかりで
戸惑うことも多いですが、周囲の先輩方に支えられ
ながら、少しずつ成長しています。
社会人としてまだまだ未熟ではありますが、いち
早く仕事を覚え町民の皆さまの力となれるように頑
張ります。目標とする先輩の背中を追いかけ、多く
のことを学んでいきます。これからよろしくお願い
します。

４月から福祉保健課の保健師として入職しました。
私生活では、３児の母です。
日々、分からないことに奮闘していますが、お母
さん方の笑顔や赤ちゃんに癒されながら、邁進して
います。町の保健師としては一年生ですが、今まで
の子育ての経験と笑顔を武器に、子育ての悩みやお
子さんの成長を、気軽に相談していただけるよう頑
張りますので、何卒よろしくお願いします。

補助します
総務課 担当/田口
内２
☎〇
０８

けん

電気器具類による火災対策

！
！

まつ もと

チェックしよう！

苓北町役場では、本年度２人の職員を採用しました。これからの
苓北町を担う新しい職員をご紹介します。

健太郎

天草広域連合消防本部予防課
☎２２−３３０５
苓北分署 ☎３５−２２４４

新規採用職員紹介
松本

住宅用火災警報器（以下住警器）は、平成２３年６月１日から、すべての住宅に設置が義務づ
けられています。住警器により火災がぼやで発見され、被害を最小限に抑えることができます。
設置は、次の２つに気をつけましょう。
①正しい設置場所を覚えましょう！
１階は寝室に、２階には寝室または階段部分天井が基本的には正しい設置場所です。
②設置後の維持管理もしっかり行いましょう！
設置から１０年を経過したものは、故障や電池切れの可能性があります。定期的な点検およ
び交換を行いましょう。

笑顔で
ます
頑張り

住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン実施

新人
紹介

まい しん

高齢運転者の安全運転装置設置費用

総務課 担当／田口
内 208
☎〇

高齢運転者のアクセル・ブレーキの踏み間違いによる事故防止を図るため、町内自動車整備工場で後付けの
安全運転装置を設置する人に、予算の範囲内で費用を補助します。
○補助対象者
次の要件を全て満たす人
１．町内に住所があり、自動車運転免許を保有す
る令和４年３月３１日現在で満７０歳以上の人
２．町税などを滞納していない人
３．暴力団員などでない人
４．他自治体で同様の補助金を受けていない人
○対象車両
１．申請者自ら使用する自己所有の車両
※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
置が設置できる車両
○補助額
定額30,000円（補助対象者１人につき１台限り）

※設置費（税抜）が30,000円未満の場合は、設置
費が上限。
○補助金の流れ
①町内自動車整備工場で車に安全運転装置が設置
できるか確認
②補助金交付申請および添付書類の提出
③補助金交付決定通知
④安全運転装置取り付け
⑤補助金実績報告および添付書類の提出
⑥町からの補助金振込
○実施期間（申請受付期間）
令和３年５月24日㊊～令和４年２月２８日㊊
※期間中でも予算がなくなり次第、事業は終了し
ます。

広報れいほく ２０２１ ５月号
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椿 ぐみ 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

母の日の

プレゼント

作

品

日頃の感謝の気持ちを込めて、フラワーアレンジメントを作りました。
花を丸めたり、広げたりするのが少し難しかったけれど、
お母さんのことを思いながら飾り付けました。

みんな仲良し６年生！！

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

国照寺保育園

総務課広報係
内２０７
☎○

小学生の作品

５年生 １４人

富岡小学校５年生

『11歳のぼくの顔、
わたしの顔』

クラスの自慢

学校自慢

男女の仲がとても良く、休
みの日も一緒に遊びます！
朝のボランティア活動もが
んばっています！

坂瀬川小学校６年
9

広報れいほく ２０２１ ５月号

クラスから先生方へ

今年も夏先生が担任で嬉しい
です。修学旅行が楽しみです
ね。授業がわかりやすく楽し
いです。

（男子５人 女子７人 計１２人）

先生からクラスへ

今年も、12名のみなさんと
生活できる私は幸せ者です。
小学校生活最後の年。全力で
楽しむぞ～！！

担任：夏 祥吾先生

図工の時間に「ぼくの顔、わたしの顔」を制作しました。
鼻の大きさや目の形など、いつも見ている自分の顔を、より自分らしくなるよう
じっくり観察して描きました。どうですか？似ているでしょう？
色の作り方や重ね方など試行錯誤を繰り返しながら、満足のいく作品に仕上げる
ことができました。
広報れいほく ２０２１ ５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
チキンプイプイ

－HAPPY BIRTHDAY－

日中汗ばむ季節になりました。こまめな水分補給をし、
熱中症などに気をつけましょう。
今日は子どもたちに人気の、チキンプイプイを紹介し
ます。
味付けにしょうがとにんにくをいれることで、より味
に深みとコクがでます。季節の食材を一緒に入れてもお
いしいですね。また、この調味料の調合は万能ですので、
いろいろな料理に使うことができますよ。

都呂々のじいじ、
ばあば、帰ってき
たらまた遊んでね
おおばあば、
ばあば、じいじ
早く会いたいよ

● 作り方

①手羽元は一度蒸す。
②調味料Ⓐをあわせたものに手羽元を入れる。

しら

③汁気がなくなるまで煮る。

● 材料

【１人分】エネルギー 259kcal／
タンパク質 19.5g／脂質 12.8g
炭水化物 13.9g／食塩相当量2.7ｇ

お

いく

れい

白尾

※４人分

○手羽元………………８本
さとう………………40㌘
こい口しょうゆ……65㏄
酒……………………15cc
Ⓐ
みりん………………15cc
おろししょうが……２㌘
おろしにんにく……２㌘

玲くん

広報れいほく ２０２１ ５月号

生田

旭くん

令和２年３月６日生

令和２年４月19日生

母・満帆さん

父・直紀さん

父・涼さん

母・華愛さん

愛嬌のいい
福マートの
看板娘です。

志岐小学校の児童

おにいちゃん
いっぱい
あそんでね

みんなで
りました★
こいのぼり作
ママたちのＱ＆Ａ

はい︑ど
うぞ♪
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あさひ

【都呂々出身／熊本市在住】

ふ れ あ い 広 場

✿苓北町子育て支援センターの公式ＬＩＮＥ
アカウントを開設しました。
LINEID：@574vnugv
入力または右記ＱＲコード
読み取りください。

た

【坂瀬川出身／宇土市在住】

苓北町子育て支援センター

夏の気配が少しずつ濃くなってきた今日この
頃、いかがお過ごしでしょうか？コロナウイル
スの影響でなかなか出かけられず、大人も子ど
もも気持ちが晴れませんね。
子育て支援センターでは、毎月クッキングや
季節の製作などの行事を楽しんでいます。また、
行事のない日はゆったりと思い思いに過ごして
います。親子はもちろん、保護者だけの来所も
大歓迎！子育ての話をして、スッキリ気分転換
しませんか？

１歳おめでとう。

た

ぐち

田口

ゆう

ま

悠真くん

ふく

もと

福本 こころちゃん

【富岡在住】

【富岡在住】

令和２年４月９日生

令和２年４月30日生

父・裕介さん

母・真理子さん

父・大介さん

母・沙弥華さん

information

Ｑ：体重がなかなか増えず、発育曲線ギリギリです。もう
すぐ1歳で一人歩きもするし、よく食べ元気なのです
が…。

６月・７月で満１歳になるお子さんの写真を募集します

Ａ：小柄なのにたくさん食べる子もいれば、小食なのに大
きい子もいます。一般的には1歳近くになると体重の
増加がゆるやかになります。また、体型は遺伝的な要
素も大きいです。
元気で発達に心配なところもなく、発育曲線から大き
くはずれることがないのであればしばらく様子を見ま
しょう。もし気になるようであればかかりつけ医や保
健師に相談しましょう。

▼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。

■開設日時
■開設場所

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎31−1365

▼申込期限
６月18日
（金）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７月号
内２
０７
総務課広報係 ☎〇
matsuura-yy@town.reihoku.lg.jp

広報れいほく ２０２１ ５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。

詳細は苓北町社会福祉協議会まで（☎３５－１
２７０、町内電話３５－１２７０）まで

輝いています！

片付け・清掃

社会福祉協議会
だより

No.240

除草作業

心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ

楽しいときも辛いときも、
笑顔が一番です！

町内

にし

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！！
シルバー人材センター 会員募集
苓北町シルバー人材センターでは、作業を担
当していただく会員を募集しています。

■作業の種類

植木の剪定、木などの伐採（機械、手作業）
除草作業（機械、手作業）
軽作業（片付け・清掃・墓掃除・農作業など）

■入会方法

苓北町シルバー人材センター
【苓北町社会福
祉協議会・（苓北町保健センター内）】へお申
し込みください。
※シルバー会員になるためには登録が必要
です。

13

広報れいほく ２０２１ ５月号

苓北町社会福祉協議会の
新職員を紹介します

NEW STAFF

令和３年４月１日より新たに職員を採用しま
したので、紹介します。
地域包括支援センター

生活支援コーディネーター
た

なか

ゆう

じん

田 中 悠 仁
苓北町で暮らす人達が不
便なく、暮らしやすい地
域をつくれるように頑張
ります。
子育て支援センター
保育士

まつ

い

え

み

こ

松井 恵美子

たくさんのママたちやお
子さんとの出会いを楽し
みにしています。ぜひ、
あそびに来てください♪

ひさ

錦 戸 守 壽 さん

苓北町福祉スポーツ大会
開催中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染防止のため検討し
た結果、昨年度に引き続き本年度の大会につ
きまして開催中止と決定しましたのでお知ら
せ致します。
関係団体及び町民の皆様
には、大変ご迷惑をおかけ
しますが、福祉スポーツ大
会に代わる行事等も検討し
ておりますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いい
たします。

もり

（昭和１０年７月２２日生まれ）満８５歳

和田区在住

問 好きな食べ物
嫌いな物はいっちょでんなかな。好きな物は魚あたりで、刺身
が一番食ぶっとには良かなぁ。

問 好みの女性のタイプは
〈プロフィール〉
苓北町坂瀬川で、錦戸家８人兄妹の次男として生ま
れる。当時の守壽さんは、周りの言うことを聞かずに
育ったが、両親が忙しかったこともあり、祖母に面倒
を見てもらい可愛がられた。
坂瀬川の国民学校
（小学校）
〜中学校を卒業後、進学
はせず、家の農業や土木工事の仕事をして生活してい
た。農業では、現在のように道路が整備されていなか
ったので、畑までの道が遠く、行き来するのが大変で
あった。
19歳の時、守壽さんは仕事の関係で、天草を出る
こととなる。土木工事の仕事をしたり、網漁の船に乗
おもむ
って福井県や鹿児島県など様々な所に赴いた。
３年ほど経ち、天草に戻ることになったが、その後
は、昼間に農業、夜に近くの網漁に行くなど忙しい
おけ や
日々を過ごしていた。また、守壽さんの父が、桶屋を
していて手伝っていた。時代の流れで、プラスチック
製の物がだんだんと流行って桶屋を長く続けることが
できずに苦労をしたが、笑顔で頑張った。
月日は流れ、守壽さんが28歳の時、同じ坂瀬川に
住んでいて、後に奥様となるフサ子さんとお見合いに
近い形で出会い、結婚となった。
（お互いに結婚する
まで顔を見たことがなかった）
結婚後も農業を主として働き、４人
（男２人・女２
人）
の子宝に恵まれる。
（現在は孫が６人、ひ孫が１人）
忙しい日々の中でも、守壽さんは決して笑顔を絶やす
ことはなかった。
そして現在、
「出かくっ時も畑に行く時もフサ子と一緒に出かける
のが一番楽しかなぁ」と、守壽さんは満面の笑顔で話
された。

（守壽さんが話された内容で掲載しております）

今でもうちの（奥さんの）フサ子が良かな。どこに出かくっと
も一緒やし、やっぱり優しかけん。芸能人よりも良か（笑）。

問 私の趣味
毎日畑に行って、我が家で食ぶるだけばってん、じゃがいも
とか玉ねぎば作っとる。それと、グラウンドゴルフば一週間に
２回（土・日）するとが楽しかなぁ。

問 私の健康法
毎朝起きた時に、水ばかかさずに飲んどるな。あとは、普段
体はあんま動かさんけど、毎日畑に行きよるけん、それが良か
とかな。

問 思い出
なんやかんやしたばってんな。旅行で、家族ではなかなか行
っとらんばってん、農協の「年金友の会」の旅行とか、「米部
会」の旅行に行ったとが楽しかったなぁ。

問 若い世代へ伝えたいこと
今は、昔んごと青年団活動がなかもんな。あれば楽しかとば
ってんな。だいぶ鍛われたりもしたし（笑）良か経験にも勉強
にもなったと思っとる。

問 町へのメッセージ
おっどんが時は、保育園代が稼ぎ
にくらぶっと高かったとばってん、
今はだいぶん安くなったり、無料と
かにもなっとるけん、ありがたかこ
とだと思うなぁ。

青年団活動時代

▲

会 員 資 格：苓北町内に居住している、概ね６０
歳以上の人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
会
費：年額１，
０００円
仕事の登録：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し
ていただき作業報告書を提出して
いただきます。
就業中のけがや事故は、雇用では
ないので労災保険等は適用されま
せん。万一けがや事故等が発生し
た場合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）

令和３年度

きど

広報れいほく ２０２１ ５月号
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熊本県内全域

期間：６月１３日㊐まで

「まん延防止等重点措置」適用！
熊本県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、５月１６日㊐から６月13日㊐まで、
緊急事態宣言に準じた「まん延防止等重点措置」が適用され、熊本市が重点措置の対象地域に指定
されました。
また、県独自の「熊本まん延防止宣言」を発令し、まん延防止等重点措置に係る熊本県の対策が
次のとおり決定し、県民への協力が要請されていますので、ご協力お願いします。

１

３

基本的な感染防止対策の徹底！

①症状がなくとも、マスク着用を行う。
②こまめな手洗い・手指消毒を行う。
③発熱時は仕事などを休み、すぐにかかり
つけ医などに電話相談をする。

会食について

県内全域で、深夜の飲食・会合など感染拡大
につながる行動を控えましょう。

※感染防止対策が実施されていない飲食店は利用し
ないようにしましょう。
飲食店事業者の皆さま

２

午後９時〜翌朝５時までの間、客席の使用を伴う営業
をしないようにしてください。
※酒類提供・客による持ち込みは午後８時30分まで

移動・外出の自粛について

４

①全ての県外への不要不急の移動を控える。
②県全域において、日中も含めた不要不急
の外出を控える。

施設の利用について

午後９時〜翌朝５時までの間、施設を使用し
ない。

特に午後９時以降は徹底。

※スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド、葬儀場、
図書館、理容店、クリーニング店などは時短協力
依頼の対象外です。
※一般的な感染防止対策の徹底。入場者の整理誘導
などの実施について、ご協力をお願いします。

※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需
品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外へ
の運動や散歩など、生活や健康の維持のため
に必要な場合を除きます。

新型コロナウイルスワクチン接種に係る接種順位などについて
町では、新型コロナウイルスワクチン接種の接種順位などについて、次のとおり定めています。

１

接種順位について

○65歳以上の接種の場合（期間を区
切った中で、希望された期間ごと
に年齢が高い人から順に接種）
○その他（基礎疾患のある人、一般
（65歳未満）の人）の接種に関し
ても同様

接種に
協力できる
事業所
15

２

接種当日に接種者のキャンセルが出た場合

①申込者の中で、補欠接種（１時間以内で可能な人）
の申し出がある人へ電話連絡（１補欠あたり、１番
から３番までの申込者へ順に病院から連絡）
②①で該当者がいない場合、役場へ連絡
③役場から各事業所へ連絡し、事業所ごとの補欠接種
者名簿などにより、上位の人から順に接種を依頼

・苓北町役場、苓北町農協、天草漁協苓北支所、苓北町商工会、苓北郵便局など
で、１時間以内で直ちに接種可能な事業所。
・事業所毎に①窓口業務など、不特定多数の人と接する機会が多い職員②それ以
外の職員（年齢順）の順で、補欠接種者名簿を作成。

広報れいほく ２０２１ ５月号

新型コロナウイルスに関する苓北町からのお願い
新型コロナウイルス感染症は、感染者が全国で急拡大しており、感染が拡大している地域から帰
省された方などからの家庭内感染も発生しています。
町民皆さまには、引き続き、三密を極力避け、うがい・手洗いや、マスク着用を徹底し、死に至
る恐れのある新型コロナウイルスから、自分の命・家族の命を守るため、感染の予防活動をお願い
します。
お願い①

お願い②

緊急事態宣言が発令されている９都道府県
まん延防止等重点措置適用されている10県
感染が拡大している地域

}

帰省はお控えください。

町有施設の利用制限について

運動場や体育館・公民館などの利用時間を当面の間、短縮します。
※午後９時までには、家に帰り着くようにしましょう。

偏見や差別をなくそう！
新型コロナウイルスの感染者やそ
の家族、医療従事者などの人権が尊
重され、偏見や差別を防止するため
の規定が設けられました。
感染者やその家族、治療に当たる
医療従事者などへの差別や偏見など
の人権侵害は、決して行わないでく
ださい。

事例 ※内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの文書を抜粋
■ 感染したことを理由に解雇される

■ 回復しているのに出社を拒否される

感染した人の差別をなくそう！
新型コロナウイルスは、細心の注
意を払っていても、誰もが感染する
可能性があります。
感染した人やその家族への誹謗中
傷や差別的な言動はしないようにし
ましょう。

職 業による差 別をなくそう！

■ 病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される

■ 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する

医師や看護師などの医療関係に従
事する人は、患者の検査や治療など、
感染のまん延を防止し、命を救うた
めの仕事をしています。
職業を理由に差別が行われること
のないようにしましょう。
■ 感染者個人の名前や行動を特定し、ＳＮＳ等で公表・非難する

デ マ・風 評 被害をなくそう！
新型コロナウイルスに感染した人
に関し、個人的な情報をうわさした
り、不必要に拡散することはやめま
しょう。
国や県、町などの公的機関からの
正しい情報を入手し、無用なうわさ
を広めることはやめましょう。

■ 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

広報れいほく ２０２１ ５月号

14

19：00〜21：00

５歳〜一般

ソフトボール

毎週木曜日

18：00〜19：30

小学生

30

※時間は、多少前後する場合がありますのでご了承ください。
※令和３年度から新たにソフトボール教室を追加しました。

17

30

認知症家族交流会を開催します

毎週金曜日

町営住宅の入居者を募集します

サッカー

▼相談員 苓北町人権擁護委員
税務住民課 担当／田中
☎ ︱１１１５

５歳〜一般

林道の除草・清掃作業員を
募集します

19：00〜21：00

次の町営住宅の入居者を募集します︒
▼募集︵各１戸︶
▽坂瀬川 東折山団地Ｂ棟︵１階︶
▽富 岡 轟団地Ｄ棟︵１階︶

毎週火・土曜日

掲載希望は総務課広報係へ

苓北じゃっと祭の中止について

認知症の方を介護している家族が︑
互いに悩みを相談し情報交換ができる
場として︑家族交流会を開催します︒
認知症の介護に悩んでいる人︑介護
をしている仲間がほしい人は︑ぜひご
参加ください︒
▼期 日 ６月 日㊋
▼時 間
時 分~ 時
▼場 所 苓北町ふれあい館
▼参加費 １家族:１００円
苓北町地域包括支援センター
︵苓北町保健センター内︶
☎ ︱１２８９ 〇町 ︱１２70

日曜日に窓口を開設！

平日の昼間︑役場に行く時間がない
人やご家族での申請・受け取りがしや
すように︑次のとおりマイナンバーカ
ードの休日窓口を開設します︒
▼開設日 令和３年５月 日㊐
▼時 間 ９時~ 時
▼場 所 苓北町役場税務住民課
▼持参物 通知カード／本人確認書類
２点︵運転免許証・健康保険証・年
金証書・学生証などのうちいずれか
２点︶
※通知カードを紛失されている場合は︑
紛失届を記入していただきます︒
税務住民課 ☎ ︱１１１５

マイナンバーカードをつくり
ませんか？

35

15

バレーボール

35

５歳〜一般

15

17 14

30 29

12

19：30〜21：30

30

35

13

毎週金曜日

11

活力ある社会を維持していくためには、誰もが主体的
かつ継続的にスポーツに親しめる環境づくりが必要です。
「総合型地域スポーツクラブ」とは、いつでも・どこ
でも・だれでも継続的にスポーツに親しめる環境づくり
を目指す、地域に根ざした自主運営型・複合型スポーツ
クラブのことです。
クラブれいほくでは、以下の種目について、随時会員
を募集しています。
【会員募集】
クラブ会員になると、誰でも自由に下記のスポーツ種目に参加できます。
クラブ会員については随時募集しております。事務局までお問い合わせください。

35

ソフトテニス

35

▽都呂々 松原団地Ａ棟︵２階︶
▼作業内容 町が管理する林道の除
松原団地Ｃ棟︵１階︶
草・清掃作業など
▼入居資格 次の要件を全て満たすこと
▼募集内容 町内に住所を有し︑普通
①同居親族がいること︵単身入居特
自動車運転免許を取得している人︒
例有・婚姻予定可︶／②住宅に困窮
また︑刈払機作業安全教育を受講
していること／③世帯所得月額が
済︑もしくは採用決定後すみやかに
万 8 千 円 以 下 ／ ④ 国 税・地 方 税を 滞
受講が見込める人︒
納していないこと ／ ⑤ 申 込 者 ・ 同 居
▼募集人数 ２名程度
親族が暴力団員でないこと
▼任用期間など
▼募集期間
▽任用期間 令和３年６月 日㊋~
５月 日㊊~６月２日㊌︵土日除く︶
月 日㊋まで
８時 分~ 時まで
▽勤務日数 一月あたり 日程度
※申込方法︑提出書類はお問い合わせ
▽勤務時間 ８時 分~ 時
ください︒
※雇用保険への加入が必要です︒
土木管理課 担当／野田
▼報酬日額 ７︐
０６９円
☎ ︱３３３１
▼募集期間 ６月３日㊍まで
▼申込方法 次の書類を農林水産課へ
提出ください︒
▼提出書類 申込書※農林水産課に備
特設人権相談所を開設します
え付け／履歴書※ＪＩＳ様式／写真
人権問題をはじめ家庭内のこと︑相
※３ヶ月以内に撮影のもの／運転免
続問題︑金銭問題︑相隣関係などでお
許証︵写し︶／受講済証︵写し︶
困りの人は︑お気軽にご相談ください︒
※刈払機作業安全教育を受講済の方
相談は無料で︑秘密は固く守られます︒ ▼選考方法 選考日時︑方法は後日申
▼期 日 ６月１日㊋
込者へ連絡します︒
▼時 間
時~ 時
申
農林水産課 担当／松井
□
▼場 所 苓北町保健センター
☎ ︱１２４５

苓北町総合型地域スポーツクラブ（クラブれいほく）

30 24

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎

16
広報れいほく ２０２１ ５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 ２０２１ ５月号

17

☎０９６９−３５−２１１２（苓北町町民総合センター内）
※受付：午前９時００分～午後５時００分
クラブれいほく事務局

象
対
間
時
日
曜
目
種

35

富岡港船客待合所（きずなステーション）内に、
施設を利用する人が自由に演奏できるストリートピ
アノを設置しました。このピアノは、旧都呂々中学
校で使用されていたものを再利用したものです。
以下の演奏ルールを守りお楽しみください。
①演奏時間：１人10分程度
②控えめな音量で
（その他楽器などの持ち込み・合奏や歌唱および
連弾、天板を開けての演奏もご遠慮ください）
③利用時間：午前９時～午後５時45分
④コロナ対策のため、手指消毒の徹底を！
（備え付けの手指消毒液で消毒ののち、消毒液が
十分乾燥したら演奏を始めてください）
⑤ピアノへの広告・パンフレットの設置は禁止！
⑥営利目的の演奏は禁止！

15

会員募集中！

15

みなとオアシス富岡運営協議会
（総務課内）
内 209
担当／福田卓 ☎〇

お知らせ
35

新型コロナワクチンの接種会場
へは肩を出しやすい服装でお越
しください

富岡港船客待合所きずなステーション

10

INFORMATION

新型コロナワクチンの接種が始まっ
ています︒スムーズに接種を行うため︑
事前にお渡ししている予診票は必要事
項をあらかじめご記入いただくようお
願いします︒
また︑肩に近いところに注射します
ので︑Ｔシャツなどの肩を出しやすい
服装で接種会場へお越しください︒
新型コロナウイルスワクチン接種
対策室 ☎ ︱３３３0

♪ストリートピアノを設置♪

35

ルールを守って楽しく遊んでね♪

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

令和３年度の苓北じゃっと祭は︑新
型コロナウイルス感染拡大防止のた
め︑苓北じゃっと祭実行委員会におい
て︑中止を決定しました︒
商工観光課 ☎ ︱３３３２

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）

｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

大師山の

№２

八十八箇所を巡る

ＪＡれいほくミニトマト部会から寄贈

№３

苓北産のミニトマトを給食に

河

川水の水質検査と大気中のダイオキシン類の
測定結果を公表します

苓北町環境基本計画に基づき、町内の１３河川などにおいて年１回水質
調査を行っています。
今回は各地区の主な４河川の検査結果（令和２年・令和３年）を公表し
ます。
また、令和３年２月に実施した旧都呂々中学校敷地内の大気中のダイ
オキシン類の測定結果も併せて公表します。
※詳しい検査結果は、役場水道環境課でいつでもご覧いただけます。
問 水道環境課 担当/田尻龍 ☎３５−３３３５
□

八十八箇所巡りに先立ちご詠歌を詠唱する参拝者ら

とれたてのミニトマトを受けとる児童

５月２日㊐、毎年恒例の「お大師さま」が坂瀬川
地区で行われました。
坂瀬川地区の大師山にある八十八箇所の霊場を巡
るこの行事。明治２２年に、いつでもだれでも参拝
でき、弘法大師の遺徳を偲ぶことができるよう地元
住民により建立されたものです。
例年であれば、町内外から多くの参拝者が訪れま
すが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、規
模を縮小して実施されました。

４月28日㊌、ＪＡれいほくミニトマト部会から
町へ苓北産ミニトマトを寄贈されました。
しげ
寄贈式は志岐小学校前で行われ、部会長の田﨑繁
ゆき
行さん（＝白木尾）から、志岐小学校児童らに新鮮
なミニトマト３箱が手渡されました。今回の寄贈に
田﨑部会長は、「ミニトマトをたくさん食べて好き
になってほしい。足りないときはまた持ってきま
す」と笑顔で語られました。
寄贈されたミニトマトは、４月30日㊎に町内の
小中学校の給食で提供されました。

1
2
3

河川水質検査項目と基準
項 目
COD
DO
pH
BOD

1

苓北中学校ソフトテニス部が躍動！ 大会で次々と好成績をおさめる

全国中学校選抜ソフトテニス大会ヨネックスカップが、３月29日㊊〜31日㊌、
岐阜県で開催され、全国より選抜された男女40チームが参加。熊本県選抜チー
とう ご
ムの一員として、荒木冬伍さん（苓北中３年）が出場しました。チームは予選
リーグを１位で通過、決勝リーグでは４位と優秀な成績を収めました。荒木さ
んは先に山口県で開催された都道府県対抗西日本選抜中学生ソフトテニス大会
にも出場され、熊本県で最上位の個人戦ベスト８進出を果たしました。
また、熊本県中学生ソフトテニス選手権大会天草予選が４月11日㊐、天草市
の広瀬公園で開催され、天草島内から20チームが参加。苓北中学校男子ソフト
テニス部は団体戦で出場し、見事優勝を果たしました。
新型コロナウイルス感
染症の状況を考慮し、残
念ながら県大会の出場は
見合わせましたが、今後
の更なる活躍が期待され
ます。

▲県選抜チーム荒木冬伍さん
19

広報れいほく ２０２１ ５月号

▲優勝した苓北中学校ソフトテニス部メンバー

4

ダイオキシン類測定調査結果

R２.２

12.5
10.5
1.4
11.0
7.2
0.5

℃
℃
mg/ℓ
mg/ℓ
―
mg/ℓ

単位
℃
℃
mg/ℓ
mg/ℓ
―
mg/ℓ

志岐川

気温
水温
COD
DO
pH
BOD
4

単位

R３.２

11.0
11.0
1.3
10.0
7.3
0.5 未満

上津深江川

気温
水温
COD
DO
pH
BOD
3

№４

松原川上流

気温
水温
COD
DO
pH
BOD
2

参考値（環境基準 水域類型Ｃ基準）
基準なし
５ｍｇ/ℓ以上
６．
５以上〜８．
５以下
５ｍｇ/ℓ以下

単位
℃
℃
mg/ℓ
mg/ℓ
―
mg/ℓ

都呂々川

気温
水温
COD
DO
pH
BOD

単位
℃
℃
mg/ℓ
mg/ℓ

R２.２

R３.２

R２.２

R３.２

R２.２

R３.２

15.5
12.0
1.6
11.0
7.3
0.5

15.0
12.5
2.3
12.0
7.5
0.6

12.2
11.0
1.7
11.0
7.7
0.5

14.0
14.0
2.3
11.0
7.8
0.5 未満

15.0
16.0
2.7
12.0
7.9
0.8

14.0
13.5
1.5
11.0
7.9
0.5 未満

都呂々地区のダイオキシン類（大気）測定
―
結果は環境基準値以下となりました。
mg/ℓ
●環境現況調査
分析項目の数値の見方
大気中のダイオキシン類の測定
【ＣＯＤ】化学的酸素要求量
測定場所
旧都呂々中学校敷地内
排出水等の水中の有機物および無機物のうち、酸化剤によって酸化できる物質の量を
酸化に要した酸素の量で表したものである。
測 定 日
令和３年２月24日から
数値が高いほど、水中の汚濁物質の量も多いということを表す。
３月３日まで実施
【ＤＯ】溶存酸素
調査結果
0.0043ｐg-TEQ/㎥
水中に溶けている酸素量をいい、汚染された水中ではその含量は少なく、水がきれいで
あるほどその温度における飽和量に近い。
（20℃の純水の飽和溶存酸素量は 8.84 ㎎ /ℓ）
環境基準
0.6ｐg-TEQ/㎥以下
分析項目の数値の見方
１Pg（ピコグラム）＝１兆分の１
TEQ 最も毒性の高い物質に換算した量

【ｐＨ】水素イオン濃度
ｐＨ7.0 は中性で、これよりも値が大きくなるほどアルカリ性が強くなり、これより値
が小さくなるほど酸性が強くなる。
【ＢＯＤ】生物化学的酸素要求量
値が大きければ有機物（腐敗生物質）濃度が高く、水質が汚濁していることを表す。

広報れいほく ２０２１ ５月号
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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.10

入賞作品決定！！

地域おこし協力隊 関根

あまくさ苓北観光協会では、公式Instagramにおいて、町の観光名所である「おっぱい岩」を

テーマにフォト＆ムービーコンテストを開催しました。

町内外からフォト部門105点（37人）、ムービー部門６点（４人）の総数111点（41人）の

応募があり、４月13日に行った審査会で入賞作品を決定しましたので、紹介します。

フォト部門

グランプリ

▲袋を開けてびわの完熟度を確認する様子

〜活動の足跡〜
その まさ し

びわ農家歴５０年以上の園政志さん（坂瀬川和田）を取材しました。
「びわの袋掛けが一番大変！」と話す園さんは以前は２万個ほど袋
を掛けていたそうですが、現在は６千個ほど出荷されています。
一つ一つ袋を開け、微妙な色の違いを確認し、完熟したびわのみ
を収穫するのは、他の作物よりも手間が掛かるとのこと。さらに、
びわは傷みやすいので、扱うときは切り口と頭をもって実について
は

いる毛を触らないようにして、まるで腫れ物に触るように繊細に扱
うので、収穫から箱詰めまで神経を使うそうです。
完熟した美味しいびわを新鮮なうちにいただけるのも苓北の魅力

＠fuchigraphy さん

びわ農家の動画
取材した内容を動画にしました。QRコード
もしくは、Youtubeにて「天草 びわ農家」
で検索ください。

▼

フォト部門

フォト部門

準グランプリ

の一つです。

準グランプリ

▲びわ農家の園政志さん

〜 苓 北 の 季 節 〜

＠nikoniko.yuyu さん
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【入選】
@uchi̲4086 さん
@instant̲apple̲ さん
@myfavoritesong7777 さん
@ayumi.024 さん
@ketashio さん
あまくさ苓北観光協会の
公式Instagram

＠amakusa̲kazoku さん

４月25日（日）天竺山頂において、山開
きの神事が行われました。
朝早くから木場みどりの会の方々が草刈
りや鳥居に飾るしめ縄の準備に汗を流され
ていました。例年よりツツジの開花時期が
2週間ほど早く、見頃を過ぎていましたが、
山の中の小道を抜けて到着すると、天草下
島最高峰の山頂（標高538ｍ）から見渡す
景色は気持ちよく、地域の皆さんが守って
きた大切な場所だと感じました。
やどかり太郎

▲天竺山頂の神社の鳥居にしめ縄をかける木場みどりの会の皆さん
広報れいほく ２０２１ ５月号
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こせきの窓

４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

和
和
馬
涼
中

田
田
場
松
通

氏

宮﨑
宮﨑
益田
竹田
山﨑

名

麗羽（うるは）
韻羽（おとは）
閃李（せんり）
勢梛（せな）
光（ひかる）

保

護

者

宗一郎・みさと
宗一郎・みさと
信 幸・朋 香
輝 ・春 奈
尊 志・グェンティトゥリュウ

幸せにゴールイン
区 名

夫

浜

山口

氏

区 名

区 名

泰治

氏

馬

妻

場

氏

中元

名

名

和
（敬称略）

年齢

川本カツエ
一戸 幸子
谷尾
茂
寺岡 和博
井上フミエ
髙戸 好二
田下 里四

98歳
78歳
77歳
74歳
94歳
70歳
90歳

善意の寄附

令和３年４月末現在

６，
８４１人（△17）※（ ）は前月比
男3,232人（△４） 女3,609人（△13） 世帯数3,110戸（△３）

６月休日当番医
13日
（日）
20日
（日）
27日
（日）

天草慈恵病院
天草慈恵病院
天草慈恵病院
苓北医師会病院

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

※内
（内科）
、泌
（泌尿器科）

新型コロナウイルス
ワクチン接種のお知らせ
接種当日は、接種券（クーポン券）、予診票、本人
確認書類（健康保険証・マイナンバーカード等）を
持参して医療機関に行くようにしてください。
接種するときの服装は、肩を出しやすい服装でお願
いします。
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金額（件数）

7,011,000円（352件）

2 地場産業の育成振興事業

2,297,000円（152件）

3 ふるさと自然環境保護・保全事業

1,962,000円（116件）

4 ふるさとの歴史・伝統文化継承事業

842,000円（ 50件）
15,531,000円（860件）

６月休館日のお知らせ

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ３.４.17〜Ｒ３.５.14）
山西 正男さん
（兵庫県） 福田
仁さん
（静岡県）
山下 一弘さん
（大阪府） 福井 幸高さん
（大阪府）
時松十三子さん
（大阪府）

６月６日
（日）

寄附の使い道

1 安心・安全・快適なまちづくり事業

計

ありがとうございました

動き

ふるさとづくり寄附金制度により、令和２年度
に下記のとおり寄附をいただきました。
誠にありがとうございました。
今後とも苓北町の発展に向けて、応援をよろし
くお願いします。

5 その他（寄附者提案等で町長が特に必要と認める事業） 3,419,000円（190件）

●社協寄付（４月受付分）
森
浩一さん
塚田
達さん
川本
孝さん
田中 美和さん
窪井 邦雄さん
飛鷹 禮子さん
井上奈津枝さん
谷尾サト子さん

町の

天草・苓北ふるさとづくり寄附金
（ふるさと納税）の状況公表

（敬称略）

名

お悔やみ申し上げます
下 向
下 向
八 区
尾 越
天神木
馬 場
小 松

令和２年度

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３年４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

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

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
・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 ○

国民年金の届け出・手続きを

行ってください

令和３年度の国民年金第１号被保険者の保険料は月額１６，
６１０円です。国民年金は、日本国
内に住所がある２０歳以上６０歳未満の人すべてが加入する制度です。
次のようなときには役場への届け出が必要ですので忘れずに行ってください。
●６０歳になる前に会社を退職したとき
●被扶養配偶者の収入が増え扶養からはずれたとき、被扶養配偶者の配偶者が退職したとき
届け出を忘れると、将来受けとる老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受けられなくな
ることがあります。
また、不意の事故や病気で障害が残ったり、万一、亡くなられたときに、障害基礎年金や遺
族基礎年金が支給されなくなるおそれがあります。
保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付
猶予制度」の手続きを行うようにしましょう。

わたしとみんなの「年金ポータル」
！
自分のライフスタイルや日常生活の中のさまざまなシーンに合わせたテーマで、年金
について知りたい情報をすぐに探すことができます。みなさん、気になることがござい
ましたら「年金ポータル」でご検索ください。

年金ポータル

検 索

税務住民課 担当／髙戸 ☎35−1115
本渡年金事務所 ☎24−2112

【常用一般分抜粋】４月29日現在

職

求 人 情 報
種

臨床検査技師（苓北医師会病院）
総合事務
臨床検査技師（天草慈恵病院）
社会福祉士（天草慈恵病院）
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）
浄化槽保守点検及び貯水槽清掃作業員
管工事及び水道施設作業員（見習い可）
製缶工
とび工
配管工
経理課長職（天草慈恵病院）
調理員（苓北医師会病院）
社会福祉士（苓北医師会病院）
理学療法士（天草整肢園・苓龍苑）
准看護師または正看護師（天草整肢園・苓龍苑）
生活支援員（介護職）／正社員

人数

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

年 齢

賃

金
（単位：円）

1 人 59歳以下 205,000円～235,000円
1 人 44歳以下 145,960円～172,020円
1 人 59歳以下 205,000円～243,000円
1 人 59歳以下 201,000円～249,500円
3 人 59歳以下 168,800円～196,200円
168,800円～196,200円
3人
不問
2 人 59歳以下 156,000円～192,000円
2 人 59歳以下 156,000円～192,000円
2 人 18歳～59歳 200,000円～270,000円
2 人 18歳～59歳 200,000円～270,000円
2 人 18歳～59歳 200,000円～270,000円
1 人 59歳以下 236,800円～300,800円
1 人 59歳以下 135,400円～140,000円
1 人 59歳以下 185,000円～230,000円
1 人 40歳以下 164,430円～211,330円
2 人 64歳以下 157,200円～211,330円
2 人 64歳以下 140,000円～209,900円

求人番号

43060-1694311
43060-1671711
43060-1534711
43060-1492611
43060-1493911
43060-1495711
43060-1513011
43060-1514311
42020-3955011
42020-3956311
42020-3957611
43060-1400611
43060-1427611
43060-1428911
43060-1434311
43060-1435611
43060-1439811
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