優勝へと導く

広報

苓北中サッカー部 天草郡市中体連優勝

れいほく（令和３年）７月号

エースの一撃

した

あま

ね

松下 天音ちゃん

【志岐】

【富岡】

令和２年６月28日生

令和２年７月17日生

父・健太さん

母・真帆さん

父・忠相さん

母・瑞穂さん

information

８月・９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。

▼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９月号
内２
０７
総務課広報係 ☎〇
matsuura-yy@town.reihoku.lg.jp

▼申込期限
８月27日
（金）まで

編集後記

月下美人︵ゲッカビジン︶という花を

ご存じですか？月下美人はメキシコの

熱帯雨林地帯を原産地とするサボテン

科の多肉植物です／ある日の夜︑携帯

に一本の電話が︒坂瀬川の中心部にお

住まいのＫさんから﹁家の月下美人が

もう間もなく咲きそうやけん︑写真ば

撮りに来て！﹂とのこと︒早速家に向

かうと︑庭先に美しい花が心地よい香

りを漂わせながら咲いていました︒

︵左側写真︶この月下美人︑花が開く

のは１年のうちなんとたった一回︑夜

る町

まつ

川口 一心くん

の数時間しか咲かないともいわれてい

る
さ
と
と呼
べ

しん

ます︒月夜に咲く美しい花に巡りあえ

令和３（2021）年７月21日発行［毎月21日発行］

いっ

て︑幸せな気持ちになりました／Ｋさ

vol.691

ぐち

ん︑貴重な機会をありがとうございま

7

かわ

じいじばあば
いっぱい
あそんでね♡

︵松浦雄也︶

め
る町
町
せる
／いき
ら
暮
いきと

ふ
／

１歳おめでとう。
じいじ、ばあば達
だぁいすき♡
お兄ちゃん達に負け
ないくらいやんちゃに
なるからね♪

した︒

し

れいほく

■ 発行／苓北町役場 〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
☎0969-35-1111 0969-35-2454
■ 発行日／令和３年７月21日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター

心

住

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

安
て

2021
July

－HAPPY BIRTHDAY－

広報れいほく７月号

みんなで応援しよう！

東京２０２０オリンピック
ハンドボール男子日本代表
教育委員会

担当／山口・荒木

☎３５―２１１１

04 特集

岩下祐太選手

ギガスクール

08 子育て世帯生活支援特別給付金
10 国民健康保険・後期高齢者医療被保険者証の更新
12 苓北町職員募集
15 マイナンバー

７月２３日から開催される「東京２０２０オリンピック」の男

16 みんなのひろば

子ハンドボール日本代表に選出されました。

18 地域おこし協力隊「やどかり太郎」

岩下選手は都呂々小学校時代に苓北ジュニアハンドボ

19 チームぱくぱく／ひだまり

ールクラブでハンドボールを始め、都呂々中、千原台高

７月５日㊊、富岡海水浴場で楽しそう
に遊ぶ親子。
全国「快水浴場１００選」にも選ばれて
いる富岡海水浴場。コバルトブルーに
輝く水面と穏やかな波、遊びに来た親
子は、「景色もよくて波も穏やか。家
族でまた遊びに来ます」と語りまし
た。

20 たっしゃかもん／社会福祉協議会だより

校、早稲田大学へと進み、現在トヨタ紡織九州所属の

22 まちのわだい

３０歳。身長は１８３㎝とゴールキーパーとしては決して

24 おしらせ

大きくはありませんが、身体能力の高さと相手シュータ

26 新型コロナウイルス

ーとの駆け引きのうまさで、日本ハンドボールリーグで
ボール界に欠かせない存在となっています。

03 東京2020オリンピック

14 苓北町地域活性化起業人

苓北町都呂々出身の岩下祐太選手（トヨタ紡織九州）が、

も２度のシュート阻止率賞を獲得するなど、日本ハンド

今月の一枚

02 もくじ・カレンダー

28 熱中症予防×新型コロナ対策
町を表敬訪問した時の写真

今年１月に開催されたハンドボール世界選手権では、

30 年金・こせき

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。

全６試合のうち５試合に先発し、日本の２４年ぶりの一

2021

次リーグ突破に貢献しました。

日

苓北町からオリンピックに出場するのは、岩下選手が

８
月

火

水

木

金

土

1 2 3 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
29 30 31

初めてとなります。今年３月には苓北町に帰省し、小学
校の児童に凱旋指導を実施。児童らに
「オリンピックに
出場し、メダルを獲る」と宣言しました。

2021

August
８月

日

※新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、天草郡市原爆死
没者追悼式、坂瀬川地区ペー
ロン大会「盆決戦」は中止と
なりました。

９
月

September
火

水

木

金

土

1 2 3 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 29 30

９月
８日 苓北町議会定例会
（〜１６日）

すい せい

ハンドボール男子日本代表「彗星ＪＡＰＡＮ」の正ゴール

COVER ― 表紙の写真 ―

キーパー
「守護神」として岩下選手の活躍が期待されます。
苓北町からオリンピックに挑戦する岩下選手を町民一
体となって応援しましょう！温かい声援よろしくお願い

今年度の天草郡市原爆死没者追悼式を中止します
都呂々小学校体育館で凱旋指導

します。

毎年８月９日に開催している
天草郡市原爆死没者追悼式は、

オリンピック男子ハンドボール大会
日

場所：国立代々木競技場

第一体育館

対戦相手

開始時刻

付

７/24㊏

デンマーク

21：30

７/26㊊

スウェーデン

21：30

７/28㊌

エジプト

14：15

７/30㊎

バーレーン

11：00

８/１㊐

ポルトガル

９：00

８/３㊋

準々決勝

８/５㊍

準決勝

８/７㊏

男子決勝・３位決定戦

3

広報れいほく ２０２１ ７月号

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、中止します。
苓北町は天草の中でも被爆さ
れたかたが多く、これまでに被
害者の会発足から１９４名のかた
が亡くなられています。
このことから、毎年８月９日
に苓北町で「天草郡市原爆死没
天草郡市中体連での苓北中学校エー
ス平井譲さんのゴールシーン。苓北
中学校を平成２８年度以来５年ぶり
の優勝に導きました。

者追悼式」を開催しています。

じょう

小学生との記念写真

▲原爆被害者の会により建立
された核兵器廃絶の祈念碑
広報れいほく ２０２１ ７月号

2

る教育を日本全国一斉に行う構想

性に合わせた教育と創造性を育て

とができるよう︑一人ひとりの個

がこれから先の社会を生き抜くこ

を準備する﹂ことで︑子どもたち

と﹁全ての子どもたちにパソコン

﹁学校の高速通信ネットワーク﹂

GIGAスクール構想とは︑

コン端末は鉛筆やノートと同じ筆

育分野も例外ではなく︑今やパソ

機会も増えています︒もちろん教

れ︑普段から子どもたちが触れる

ICT︵情報通信︶機器が使用さ

ソコンやスマートフォンといった

家庭でも毎日当たり前のようにパ

現在私たちの生活では︑仕事や

校現場では今どのような形で授業

った授業が始められています︒学

か︑学校でもタブレット端末を使

急ピッチで整備された環境のな

られました︒

定を大幅に前倒しして整備が進め

信︶化の必要性の声が高まり︑予

なると︑教育のICT︵情報通

感染拡大のため学校が一斉休校に

月に発

校の取り組みを取材しました

︱

記用具の一部と考えられはじめま

和２年度︑新型コロナウイルスの

整備する予定でした︒ところが令

でに﹁一人一台パソコン端末﹂を

はこの構想︑当初は令和５年度ま

表したGIGAスクール構想︒実

Global and Innovation Gateway for All

のことです︒

ってなあに？

GIGAスクール スタート

が行われているのか︒町内の小学

ＧＩＧＡスクール

特集
した︒
こうしたなか︑町では令和２年
度に町内の全小中学校に︑一人一
台のタブレット端末と通信ネット
ワークを整備し︑令和３年度から
年

12

4
広報れいほく ２０２１ ７月号
広報れいほく ２０２１ ７月号

5

各学校で運用が開始しました︒
文部科学省が平成

31

今何をしているの？
授業での一コマ
この日︑富岡小学校三年生の教
室では道徳の時間にタブレットパ

富岡小学校では
―

小学校同士のコミュ
ニケーションの道具
にも

ぞれが意見を発表し︑改めて意見

ーに表示されます︒その後︑それ

し︑全員の意見を集約してモニタ

が自分の考えをパソコン上で選択

に２つの選択肢から児童それぞれ

いふれあいの場が生まれていま

を発表︒これまでになかった新し

や音読など︑お互いに学習の成果

流を行いました︒自己紹介や合唱

システム﹁ZOOM﹂を使った交

年生は︑道徳の時間にビデオ会議

坂瀬川小学校と富岡小学校の一

を選択し直す︒モニターには児童
す︒高速通信ネットワーク環境が

ソコンを活用︒授業では︑はじめ

の考えがどう変化したか表示さ
もたらすメリットです︒

されています︒

れ︑目でみてわかるような工夫が

タブレットの授業に
児童はー

先生向けに研修を実施
町教育委員会では急ピッチで変

い﹂と の 声 が ︒ 先 生 に よ る と ︑ 自

めは難しかったけれど今は楽し

授業について質問したとこ ろ ︑﹁初

児童にタブレット端末を使った

研修を行っています︒単に機器を

ん︑機器の有効活用例についても

基本的な機器の操作方法はもちろ

タブレット端末の講習会を実施︒

和３年３月に町内の先生向けに︑

わる教育現場に対応するため︑令

分でパソコンを立ち上げ︑パスワ

整えるだけでなく︑実際に子ども

活用した授業やビデオ会議などが

現在︑苓北町ではタブレットを
の恐れがあるサイトは接続できな

レットでは︑現在SNSやリスク

されています︒町が整備したタブ

なることに期待します︒

を行え︑学校生活がより良いもの

わせで︑児童が充実した学習活動

重ねと新しい﹁ICT﹂の組み合

てきた﹁学校の教育実践﹂の積み

が始まって４ヶ月︒これまで行っ

町内のGIGAスクールの運用

ことができるようになります︒

トで調べることで︑学びを深める

と︑疑問に思ったことをタブレッ

の場でそれぞれが気になったこ

できるようになれば︑訪問したそ

ち着き︑以前のように訪問学習が

今後︑新型コロナウイルスが落

幅広い関わりが期待されます︒

した都市部・海外との交流など︑

もちろん︑ビデオ会議などを利用

現在では︑普段の授業での活用は

うように訪問学習などもできない

新型コロナウイルスの影響で思

おわりに

ードを入れる︑シャットダウンす

積極的に行われています︒これか
いよう設定していますが︑家庭で

クが考えられるため︑学校でもこ

らのICTを使った教育では︑授

容の把握もその場で行うことがで

れから情報安全・情報モラルに対

使用するスマートフォンやタブレ

きます︒また︑話し合いの場で

する教育が重要となってきます︒

業中でも一人ひとりの反応を確認

は︑みんなの意見を共有すること

ICT機器は今までの教育現場に

ットなどの機器は︑これらのリス

ができることからアイデア次第で

ない便利な道具です︒便利である
のではなく︑あくまでも学習をす

授業の幅がこれまでより大きく広

することができ︑児童が苦手な内

これからのＩＣＴ教育

たちと関わる先生への支援も必要

一人ひとりの考えをリアルタイムで共有でき、子
ども同士での意見交換が可能に→考えを即時
に共有し、多様な意見にも即時に触れられる
協働学習
意見を発表する子どもが一部に
（グループ
なってしまうことも
での学習）

からこそ︑使うことが目的になる

その反面︑インターネットに潜

る中での一つの手段として︑うま

個別学習

全員が同じ内容を学習する（一
人ひとりの理解度などに応じた
学びは困難）

学びの転換

るなどの基本的な操作はすぐに一

それぞれが同時に個別の内容を学習でき、学
習内容の履歴も確認できる→一人ひとりのニ
ーズや学習状況に応じた個別学習が可能に
教師が黒板などを使い説明し、
子どもたちの興味関心を高める

学びの深化

です︒

ＧＩＧＡスクール構想の可能性
これまでの学習環境

人でできるようになったそうです︒

授業中でも一人ひとりの反応を把握できる→
一人ひとりの反応を踏まえた双方向型の一斉
学習が可能に
一斉学習

がります︒
む多くのリスク︵SNSトラブ

く活用することが必要です︒

ろう えい

▲教育委員会情報通信担当
松村主事

6
広報れいほく ２０２１ ７月号
広報れいほく ２０２１ ７月号

7

ル︑個人情報などの 漏 洩 ︶ が 心 配

学習にＩＣＴを活用する
ことで子どもたちの学習
環境に変化がおこってい
ます。
ＩＣＴについて、子ども
だけでなく大人も正しく
理解することが必要です。

３．給付金の支給手続き

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
子育て世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します！
※児童扶養手当（ひとり親世帯分）を受給されている人は、既に給付金を支給済みです。（一部、
申請が必要な人を除く。）

１．支給対象者（支給要件）
①②の両方に当てはまる人（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除く）

▶令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
（対象者へ通知しています）

２．収入が急変した人（住民税非課税相当の収入となった人）

申請が必要です。まずは、お電話でお問い合わせください。

▶給金を受け取るには、

３．高校生のみ養育している人

申請が必要です。

▶給付金を受け取るには、

▶申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに下記窓口に直接提出くださ
い。

養育する父母など

▶給付金の支給要件に該当する人に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。

（※令和４年２月末までに生まれた新生児なども対象になります。）

②

申請不要で受け取れます。

▶給付金は、

令和３年３月31日時点で

18歳未満の児童（障害児の場合、20歳未満）を

①

１．令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の人

{

■令和３年度住民税（均等割）が非課税の人

下記のフローチャートを参考に、該当する人は、苓北町に申請手続をしてください。

①

高校生の他に、中学生以下のお子さんを養育していますか？
（令和３年４月分の児童手当を受給していますか？）

NO

または

■令和３年１月以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった人

YES

２．支給額
児童１人当たり 一律

５万円

にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審
な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相
談専用電話（#9110）にご連絡ください。

9
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支給要件を満たす場合、

申請は不要です！

※児童手当または特別児童扶養手当の口座に振り込まれます。
※児童扶養手当を受給している人は、既に給付金を支給
済みです。
（一部、申請が必要な方を除く。）

「子育て世帯生活支援特別給付金｣ の

振り込め詐欺 や 個人情報の詐取

高校生のお子さんについて、令和３年
４月分の児童扶養手当や特別児童扶養
手当を受給していますか？

YES

■支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります
（右ページ参照）。

！

②

子育て世帯生活支援特別給付金

で検索

NO
支給要件を満たす場合、

苓北町役場で、
申請を行ってください

※その他、転入者（令和３年１月２日以降）など受給対象となる場合があります。詳しくは、下記
へお問い合わせください。

問い合わせ先

■苓北町役場「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）」窓口

☎0969-35-1263（受付時間：平日８：30～17：15）
広報れいほく ２０２１ ７月号
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お知らせ
その３

被保険者証更新のお知らせ

「限度額適用認定証」の申請方法

国民健康保険の人

後期高齢者医療制度加入の人

■新規申請
事前に役場福祉保健課で申請してください。
■更新
有効期限は７月31日です。引き続き必要な
人は、８月中に申請してください。
■必要書類
国民健康保険証／マイナンバーの分かるも
の／印鑑
※国民健康保険税の滞納がある世帯には交付
されない場合があります。

自己負担限度額（月額）

■新規申請
住民税非課税世帯と現役並みⅠ・Ⅱの人で
「限度額適用・標準負担額減額認定証」ま
たは「限度額認定証」をお持ちでない人は
外来や入院時に利用出来ますので役場福祉
保健課で申請してください。
■更新
有効期限は７月31日です。８月以降も引き
続き当てはまる人には保険証と一緒に新し
いものを送付します。
■必要書類
後期高齢者医療被保険者証／マイナンバー
の分かるもの／印鑑

■ ７０歳未満の人
所得区分

区分

外来＋入院
（世帯単位）

４回目以降

申請

９０１万円を超える

ア

252,600円＋
（医療費－842,000円）×１％

140,100円

〇（必要）

６００万円を超え９０１万円以下

イ

167,400円＋
（医療費－558,000円）×１％

93,000円

〇（必要）

２１０万円を超え６００万円以下

ウ

80,100円＋
（医療費－267,000円）×１％

44,400円

〇（必要）

２１０万円以下

エ

57,600円

44,400円

〇（必要）

住民税非課税世帯

オ

35,400円

24,600円

〇（必要）

■ ７０歳以上の人
負担割合

１割

（75歳以上）

２割

（70~74歳）

住民税課税所得

３割

所得区分

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

申請

690万円以上
（現役並みⅢ）

252,600円＋
（医療費－842,000円）×１％
※４回目以降の限度額140,100円

×
（不要）

380万円以上
（現役並みⅡ）

167,400円＋
（医療費－558,000円）×１％
※４回目以降の限度額93,000円

〇（必要）

145万円以上
（現役並みⅠ）

80,100円＋
（医療費－267,000円）×１％
※４回目以降の限度額44,400円

〇（必要）

一般
低所得者Ⅱ
（区分Ⅱ）
低所得者Ⅰ
（区分Ⅰ）

18,000円
※年間上限144,000円

57,600円
※４回目以降の限度額44,400円

8,000円
※年間上限144,000円

24,600円
15,000円

広報れいほく ２０２１ ７月号

健康増進室
お知らせ
その１

×
（不要）
〇（必要）

☎35-3330

７月中に保険証を送付します

後期高齢者
医療被保険者証

国民健康保険証
今年の保険証は肌色

今年の保険証は黄色

現在お持ちの保険証の有効期限は７月３１日
までです。
新しい保険証（肌色）は７月中に簡易書留で郵
送します。８月１日からは新しい保険証をお使
いください。
保険証の裏面に臓器提供の意思表示欄があ
りますので、臓器提供の意思表示をする際
は、ボールペンで記入してください。なお、
個人情報保護のためのシールを担当窓口に
用意しています。

お知らせ
その２

現在お持ちの保険証の有効期限は７月３１日
までです。
新しい保険証（黄色）は７月中に簡易書留で郵
送します。８月１日からは新しい保険証をお使
いください。
【負担割合】

３割

①同一世帯の後期高齢者医療被保険者
のうち、住民税の課税所得が145万
円以上ある人がいる世帯

１割

②上記①にあてはまらない世帯の被保
険者

医療費が高額になるような時は
「限度額適用認定証」の申請を

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人（被保険者）で一ヶ月の医療費が高額になったと
きは、所得に応じた自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。また、前もって入
院など医療費が高額になることが分かっている場合、事前に申請した
「限度額適用認定証」を医療機関に
提示することで、窓口負担を少なくすることが出来ます。

例えば…
限度額認定証

※区分Ⅰは世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が０の人 ※区分Ⅱは世帯全員が住民税非課税の人
※限度額適用認定証の発行がない区分がありますので、来庁前に連絡いただき、区分の確認をお願いします
11

国民健康保険・後期高齢者医療制度

30

万円

認定証
の提示

９万円

約

窓口での支払い

高額療養費

21万円

約

30

万円

国民健康保険の人が一ヶ月入院し
て医療費が100万円 ※ かかる時を
比較
所得区分（ウ）210万円超え600万
円以下／窓口負担が３割の場合

９万円

約

窓口での支払い 後日申請して
差額支給を受ける

※医療費に食費や雑費は含まれません
広報れいほく ２０２１ ７月号
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苓北町職員募集
【問い合わせ/申し込み先】 総務課
〒863-2503
熊本県天草郡苓北町志岐660番地
内 207
☎0969-35-1111 〇

一次試験
期日
場所

９月19日㊐
苓北町役場

※一次試験合格者による二次試験は10月下旬を予定

受付期間

７月26日㊊から８月13日㊎まで
(平日の午前８時30分～午後５時)

※郵送の場合は、８月13日㊎の消印まで有効
※電子申請の場合は、８月13日㊎の午後５時までに
正常に到着したものまで有効

▼一次試験
期日：令和３年９月１９日㊐
※詳しくは申込者に通知します。８月２４日㊋までに通知が届かない場合はご連絡ください。
▼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
保 健 師…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、一次試験時に実施しますが二次試験での採点科目とします。
▼二次試験
期日：令和３年１０月下旬予定
▼採用予定日

区

分

高等学校
卒業程度

令和４年４月１日

▽▽

▼試験案内・申込用紙の請求
苓北町ホームページからダウンロード：https://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」と朱書きし、１４０円切手を貼っ
た返信用封筒を同封の上請求してください。
▼その他
職種別の必要書類などの詳細は募集要項を確認ください。要項は総務課窓口、ホームペー
ジでご覧になれます。
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▼試験職種および採用予定人員など

広報れいほく ２０２１ ７月号

資
格
免 許 職

職

種

採用予定数

職種別受験資格

一般事務

４人程度

昭和63年４月２日～平成16年４月１日までに生まれた人
※ただし、昭和63年４月２日～平成８年４月１日までに生
まれた人については、民間企業などでの職務経験が３年以
上ある人

一般事務
（身体障が
い者・知的
障がい者）

１人程度

昭和63年４月２日～平成16年４月１日までに生まれた人
で身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けている人など

１人程度

昭和46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４年３月までに取得見込みの人を含む

保 健 師

▼ＩＴ専門職員の採用について
（予告）
苓北町では、今回の職員採用募集に加え、ＩＴ専門職員の採用を予定しています。詳しく
は今後広報れいほく・ホームページなどに掲載します。
広報れいほく ２０２１ ７月号
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マイナンバーカードの申請はお済みですか？
７月・８月の休日開庁日は７月25日㈰・８月14日㈯・15㈰です。
受付時間：９時～正午
持ってくるもの

通知カード、本人確認書類（２点 運転免許証と健康保険証など）

マイナンバーカードの受取もできます。
（平日に事前予約が必要です ☎３５－１１１５）

便利で暮らしやすい社会づくりのために生まれたマイナンバーカード

よくある疑問にお答えします

Ｑ

マイナンバーを集めて、悪用されたりしませんか？

Ｑ

きませんか？

Ａ 悪用されません。

Ｑ

マイナンバーを知られたら、なりすまし被害が起

悪用されないよう、マイナンバーの利用範囲は、
法令で厳しく制限されています。法
令で定められた利用範囲を超えてマ
イナンバーを収集・提供した場合、
刑事罰が科せられることもあります。

Ａ 起きません。

マイナンバーが漏えいしたら、個人情報も全部

Ｑ

本人確認を徹底し、なりすましを防いでいます。マ
イナンバーを使う手続では、必ず本人確認書類な
どによる本人確認を行うことが義務づけられてい
ます。マイナンバーだけで手続はできません。

漏れる？

マイナンバーのシステムの安全対策はどうなっ
ているの？

Ａ 「個人情報保護委員会」が監視・監督し

Ａ 徹底管理しているので漏れません。

ています。

個人情報はこれまでどおり各機関で分散して管理
するので、万が一どこかの機関でマ
イナンバーを含む個人情報が漏え
いしたとしても、そこから芋づる式
に情報が漏れることはありません。

マイナンバーのシステムにアク
セスできる人を制限し、またシ
ステムにアクセスする際の通信
も厳重に暗号化しています。

Ｑ マイナンバーカードのICチップには大事な情報

Ｑ

が入っているの？

Ａ 情報は入っていません。

マイナンバーカードを落としたら悪用されない？

Ａ セキュリティ対策は万全です！

ICチップには税や年金などの大事な情報は入って
いません。
マイナンバーカードのICチップに入っているもの
は、住所氏名などマイナンバーカードに記載され
ている情報や電子証明書などで、税や年金などの
プライバシー性の高い情報は入っていません。

マイナンバーカードのICチップを使うときは暗
証番号が必要になるため、他の人は使えませ
ん。また、暗証番号は一定回数間違えると、カ
ードの機能がロックされるようになっていま
す。万が一落としてしまっても、24時間365日
体制のマイナンバー総合フリーダイヤルで、マ
イナンバーカードの一時利用停止ができます。

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル

☎0120-95-0178

【受付時間】平日：９時30分～20時00分／土日祝：９時30分～17時30分 ※年末年始を除く
マイナンバー
（社会保障・税番号制度）
ホームページ：https://www.cao.go.jp/bangouseido/
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広報れいほく ２０２１ ７月号

プロフィール

すみ

だ

角田
経歴

はる のぶ

晴信

一般小売店・旅行業・ネット旅行
業・企業向けアプリケーション・
自治体関連業務など様々な分野の
企画・提案・販売を経験。豊富な
経験を生かしあまくさ苓北観光協
会の組織強化の支援に取り組む

６月22日㊋、苓北町と㈱ジャパックス（本
店：兵庫県神戸市）は苓北町地域活性化起業人
事業の業務協定を締結し、７月１日から同社よ
り角田晴信さんが着任しました。
今後、あまくさ苓北観光協会における観光マ
ネジメント・マーケティング機能などの強化に
関するアドバイスや、地域情報の発信充実など
町の活性化のために業務に取り組みます。

地域活性化起業人とは？
三大都市圏に所在する企業などの社員が、そ
のノウハウや知見を生かし、町などの地方自治
体で地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の
活性化、安心・安全につながる業務などに従事
することで、町と企業が協力して、地方へのひ
との流れを創出できるよう取り組む総務省の制
度です。
広報れいほく ２０２１ ７月号
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ぞう ぐみ のおともだち

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

都呂々保育園

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

七 夕製 作
楽しかったよ！！

総務課広報係
内２０７
☎○

（作品）七夕に向け、四角つなぎ・三角つなぎ・輪つなぎ・貝つなぎ・スイカと色とりどりの飾
りを楽しみながら作ることができました。短冊に込めたみんなの願い事が叶いますように。

ぼくたち わたしたちは
富っ子スーパー３年生！

小学生の作品

『日常を十七音で』
坂瀬川小学校４年

宮下

ね

凜音 さん

私たち５年生は︑国語の学習

顧問：三輪 良介先生

で俳句をつくりました︒

広報れいほく ２０２１ ７月号

なんでも一生懸命にがんばる
３年生。みんなの成長を近く
で感じることができて幸せで
す。

私は︑運動会で旗を使って表

（男子５人 女子３人 計８人）

先生からクラスへ

現運動をしたことを表しました︒

17

勉強だけではなく、遊びもい
っしょにしてくれてうれしい
です。これからもよろしくお
願いします。

真っ青な旗がいっせいにはた

富岡小学校３年

クラスから先生へ

めく様子が夏の空のように見え

学校自慢

３年生は８人ですが、いつ
も元気でなかよしな学級で
す。みんなのお手本になる
ようにがんばります。

たことを書きました︒

クラスの自慢

ここ

広報れいほく ２０２１ ７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.12

＝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
夏野菜の和風カレースープ

今回は、夏の暑さが本格化した日に食べたい「夏野菜
の和風カレースープ」を紹介します。子どもたちが大好
きなカレー味のスープで、暑い日が続き食欲がない日に
ぴったりな一品です。具材は、子どもの好きなものに変
えてあげるのもいいですね。暑さで料理をするのも大変
なこの時期。簡単に作ることができますので、ご家庭で
もぜひ作ってみてください。

● 作り方

①具材は食べやすい大きさに切る。
②アスパラガスとピーマンはさっと茹でておく。
③タマネギ、ニンジン、ベーコンをオリーブ油で炒める。
④③にカボチャとコンソメを入れて煮る。
⑤カレールウ、薄口しょうゆまたはソースを入れ、調味し、
最後に茹でておいたアスパラガスとピーマンを入れる。

● 材料

【１人分】エネルギー 109kcal／
タンパク質 2.6g／脂質 5.0g／
炭水化物 14.1g／食塩相当量1.4ｇ

地域おこし協力隊 関根

※４人分

○ベーコン…………24g
○カボチャ…………160g
○タマネギ…………80g
○ニンジン…………32g
○アスパラガス……45g
○ピーマン…………30g
○水…………………600g
○コンソメ…………6g
○カレールウ………16g
○オリーブ油………適量

○薄口しょうゆ
またはソース………適量

▲大きくて甘い上津深江すいか

〜活動の足跡〜
昨年の夏に、直売所ですいかを購入して食べて美味しかっ

山下さんにインタ
ビューをした動画
を制作しました▼

志岐保育園のお友達

たことがきっかけで、上津深江すいかを知りました。調べて
みると、上津深江すいかは「くまもとふるさと野菜」に選定
されている県を代表する特産野菜ということを知りました。
今回は、15歳から上津深江すいかを作られている３代目
は、標高が高いので昼夜間の寒暖差が大きく、また土が粘土
質なので地力があり、糖度の高い甘いすいかになるそうです。
山下さんが小学生の頃は、天秤棒に乗せてすいかを担いで運

★

目線バッチリ

ち
え

しょういち

平田知絵さん

平田昭一さん

迫田花梨さん

か りん

都呂々地区にある個人商店ユーマートひらたを取材しました。
現在の店主平田昭一さんが、小学校４年生の頃に親父さんが魚
を主体とした平田商店を開店してから約６４年ほど都呂々地区
で商いをされています。昭一さんは、水産会社に８年間勤めた
後に、定置網漁や一本釣り漁をしていた経験があり、魚に関し
ての知見が深く、お店のお魚コーナーで話をすると、海の知識
や魚の美味しい食べ方などを丁寧に教えてくださいます。こう
いうコミュニケーションのある個人商店の存在も苓北の魅力の
一つですね。
これからも、都呂々地区の拠り所として、住民に温もりを与
え、心に明かりを灯すような商店であり続けて欲しいと思います。
やどかり太郎

たえ こ

広報れいほく ２０２１ ７月号

されています。美味しい苓北のすいかを食べるのが楽しみです。

松本妙子さん
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平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎31−1365

むくみ防止に効果があるということで、栄養素の面から見直

〜 苓 北 の 家 族 〜

よ

■開設日時
■開設場所

現在では、すいかに夏バテ予防や熱中症対策、利尿作用や

こ

ID：@574vnugvを入力するか、
右記のＱＲコードを読み取って友
だち追加をよろしくお願いします。

Ａ：蚊に刺された場合、まず患部を水で洗い流した
後、濡れタオルなどで冷やします。その後ベビ
ー用のかゆみ止めの塗り薬を使用し、様子を見
ましょう。赤ちゃんはまだ虫への免疫がなく、
刺された跡が腫れることがありますが、あまり
かゆがらない赤ちゃんもいます。薬を塗っても
かゆみが治まらず搔きむしってしまったり、腫
れがなかなか引かない場合は病院を受診しまし
ょう。

魚の美味しい食べ方をユーマート
ひらたの店主・平田さんが解説
してくださる様子

み

登録してね♪

Ｑ：赤ちゃんが蚊に刺された時の対処法を教えてく
ださい。

「すいか！」と夏のデザートの代名詞だったそうです。

え

子育て支援センター
公式ＬＩＮE

ママたちのＱ＆Ａ

いただきました。当時はアイスがなかったので夏と言えば

平田恵美子さん

夏本番！セミの声が賑やかな毎日、いかがお
過ごしでしょうか？支援センターでは先日、七
夕飾りの製作を楽しみました。
暑くても元気いっぱいな子
どもたち。大人も体力が必要
です。一緒に水分や休息をし
っかりととりながら、まだま
だ続く夏を楽しく過ごしたい
ですね。

んだことや、船積みをして長崎に出荷していたことを教えて

▲山下正行さん
▲

ふ れ あ い 広 場

もぐも
ぐ♪

〜
おいしい

苓北町子育て支援センター

やま した まさ ゆき

の山下正行さん（上津深江）を取材しました。上津深江地区

広報れいほく ２０２１ ７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。

事業や地域包括センター事業など）、共同募金
配分金事業、民生委員児童委員協議会活動、シ
ルバー人材センター事業を実施しました。

心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ
町内

令和２年度

事業報告・収支決算報告
６月２日および16日に開かれた理事会・評
議員会において令和２年度苓北町社会福祉協議
会の事業および決算が承認（決議）されましたの
で報告します。
○決算報告

歳入総額

歳出総額

差引残高

（翌年度繰越金）

46,507,462円 40,207,516円 6,299,946円
○事業報告
地域福祉活動事業として、次の事業を実施し
ました。
①児童福祉活動（新入学児童へ黄色い帽子の贈
呈など）
②老人福祉活動（ひとり暮らし老人友愛訪問、
ふれあいいきいきサロンなど）
③母子・父子福祉活動（新入学児童入学準備金
および中学卒業祝い金の贈呈など）
④身体障がい者福祉活動（苓北町身体障害者福
祉協会へ助成など）
⑤調査広報活動（社協だよりの発行：年間12回）
⑥生活福祉厚生事業（福祉機器リサイクル 23件、
チャイルドシート貸与事業 ７件）
⑦ボランティアセンター事業（苓北町ボランテ
ィア連絡協議会運営協力など）
⑧社会を明るくする運動（“社会を明るくする運
動”啓発用のぼり旗設置依頼など）
⑨心配ごと相談事業（心配ごと相談・無料法律
相談 計９件）
そのほか、県および町からの受託事業（生活
困窮者自立相談支援事業、子育て支援センター
21

広報れいほく ２０２１ ７月号

海岸漂着物回収業務

従事会員募集！

１．作業内容
○海洋ごみ、漂流物および堆積物の回収・処理
ならびに一部事務（写真撮影・日誌作成）
○二人一組で軽トラに乗車し行動します。
○１日７時間の作業。週３日程度の出勤
２．実施場所
○町内一円（漁港・海岸など）
３．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）へ申込ください。
４．募集期限・人員
○募集期限：８月５日㊍まで
○募集人員：４人
５．その他
作業中のけがや事故は、雇用ではないため労
災保険などは適用されません。万が一けがや事
故などが発生した場合、シルバー傷害保険など
で対応します（保険料はシルバー人材センター
が負担）
苓北町社会福祉協議会 ☎３５−１２７０

今年度の親子ふれあい旅行を
中止します
今年度の親子ふれあい旅行
は、昨年度に引き続き新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の
ため中止します。楽しみにさ
れていた皆様には申し訳あり
ませんが、ご理解いただきますようお願いしま
す。
苓北町社会福祉協議会 担当／浅井
☎３５−１２７０

No.242

人と話すのが楽しみ。
苦労した分、今が一番幸せです！
にしき

ど

錦 戸 フ ミ コさん

（昭和７年１２月２４日生まれ）満８８歳

鶴区在住

問 好きな食べ物
〈プロフィール〉
苓北町坂瀬川の鶴区で、宮﨑家５人兄妹（男
１人・女４人）の３女として生まれる。国民学
校の分校に通ったが、家の農業が忙しく進学を
あきらめることになる。フミコさんは、戦争に
行った兄と病気で働くことができない父に代わ
って、母が一人でしていた農業を手伝った。
それから２０歳の時に長崎の島原に渡り、フ
ミコさんの姉が営んでいた染め物屋の手伝いを
することになった。２年ほどの間ではあったが、
農業を離れて別の仕事を経験した。
その期間に島原から実家に帰省した時、島原
におみやげを持って帰るために夏みかんを購入
する。その夏みかんの大きな木があったのが錦
戸家であり、その後、親同士のすすめもあって、
フミコさんは２３歳で錦戸家に嫁いだ。ご主人
の清人さんとの間には、４人の子宝（男２人・
女２人）に恵まれた（現在では、孫が５人・ひ孫
が１人いらっしゃる）。
フミコさんは子育てに追われながら、清人さ
んと農業（主にみかん作り）に精を出した。ポン
カン、早生みかんや表彰をいただいたデコポン
を作った。消毒の作業をする時に、朝５時起き
でみかん山まで歩いて登ったことが大変であっ
た。
清人さんが５５歳で亡くなられた後も、フミ
コさんは３０年間みかん作りを続けた。現在は、
娘婿さんがほとんどの作業をしてくれているの
で助かっている。

嫌いな物はなくて何でもよかばってん、特に魚が良かな。坂瀬
川の人が一週間に１回売りに来られるので、刺身用と煮付け用
を買います。

問 好みの異性のタイプは
優しか人が良かです。芸能人で言えば、歌手の三波春夫さんで
すね。紅白にも出とらすし、やっぱり歌が上手いです。

問 私の趣味
毎日の楽しみは、近所の人と話すことですね。それと、一週間
に１回福祉センターのデイサービスに行って、体操とかゲーム
をしたりして皆と話して笑うのが楽しみです。一日中家に１人
でいるのが嫌です。

問 私の健康法
たいして何もしとらんけど、息子の分と自分の分の朝食を毎朝
必ず作ります。みそ汁とか漬物（キュウリ漬け）とか準備しま
すね。朝起きてから朝食を準備するために動くのが、健康につ
ながっているかもしれません。

問 思い出＆若い世代へ伝えたいこと
農業をすることの大変さです。仕事で山に登ったり、そこから
下るついでに焚き物を担いできたりとか。食べるものが無くて、
からいもを食べたり。弁当も他に材料が無くて、からいもを食
べていました。

問 町へのメッセージ
デイサービスに行く時に玄関ま
で迎えに来てくれるので、私た
ち高齢者にとっては助かります。

「苦労をしたけど、その分、今が一番幸せです。
誰にも気兼ねすることなく、皆と笑いながら話
をすること。そして、コロナが治まったら離れ
て住んでいる子供たち家族にも会いたいで
す。」
笑顔でフミコさんは話されました。
※フミコさんが話された内容で掲載しております。

▲福祉センターでの１枚
祝・米寿祝い

▼

社会福祉協議会
だより

急募

輝いています！

広報れいほく ２０２１ ７月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

旧富岡鉄工所跡地を町に寄附

有限会社富岡鐵工所

№１

松尾 茂之さん

天草郡市中体連

苓北中学校が好成績を収める
天草郡市中体連は６月19日㊏、20日㊐の２日間、天

６月22日㊋、有限会社富岡鐵工所代表取締役松尾茂之

草市・上天草市の各会場で開催され、苓北中学校が出

さんが旧富岡鉄工所跡地を寄附され、田嶋町長から感謝

場。それぞれの種目で精一杯取り組み、多くの大会で

状が贈られました。

県大会への出場権を獲得しました。各競技の結果は下

今回寄附されたのは、苓北町富岡字城内の旧富岡鉄工

記のとおりです。

所跡地837.29㎡です。松尾茂之さんは、「富岡鉄工所

○男子ハンドボール…………優

として約１００年間お世話になりました。寄附した土地を

○サッカー……………………優

ました。

勝【県大会出場】

○男子ソフトテニス個人戦
荒木・林田ペア……………優

寄附された土地は、今後富岡港および富岡城周辺の観

勝【県大会出場】

○女子ソフトテニス個人戦

光振興用地として検討を図ります。

櫻井・田尻ペア……………５

寄附された富岡鉄工所跡地

〜町のごみ収集・リサイクルを学ぶ〜

坂瀬川小学校４年生

位【県大会出場】

○女子バスケットボール……３

位

○男子ソフトテニス団体戦…３

位

○女子ソフトテニス団体戦…３

位

○野球…………………………１回戦敗退

№２

６月30日㊌、坂瀬川小学校４年生10人は社会科学習で

社会体育クラブ・クラブれいほく

参加しませんか？

環境衛生の担当者が町のごみ収集の方法やリサイクルな

体力は、あらゆる活動の基本とな
り、健康な生活をおくるうえでも、
ものごとに取り組む意欲や気力とい
った精神面の充実にも深く関わって
おり、子どもの健全な発達・成長を
支えるうえで重要となります。
子どもたちの体力維持・体力向上
のため、社会体育クラブ・クラブれ
いほく（総合型スポーツクラブ）に
参加しませんか。詳細は、各クラブ
へ問い合わせください。
※町内の各クラブは右表のとおりで
す。

どについて、クイズを挟みながら説明。児童らは「ごみ
袋はどこで売られていますか」「ごみ収集車はどういう
ルートでごみを収集していますか」など説明の中で疑問
に思ったこと、事前に学んだことを質問しました。
ゆう と

授業を受けた宮﨑夢叶さんは、「これからごみの分別
をキチンとしていきたい」と発表しました。

〜町民の生命・財産を守るために〜

町環境衛生担当者の説明を真剣に聞く児童

苓北町消防団

夏季訓練実施

№３

苓北町消防団夏季訓練は7月４日㊐、苓北町農村運動
広場で行われ、大仁田秀雄団長以下１５９名が参加し訓
練を実施しました。
訓練では、ホースの延長や結合要領、火災発生時の指
示要領などの訓練が行われ、参加した団員は照りつける
日差しのなか非常事態発生時に町民の生命・財産を守る
ため真剣に訓練に取り組みました。

ホース延長の訓練を行う消防団員
広報れいほく ２０２１ ７月号

ソフトテニスで優勝した荒木・林田ペア

○女子バレーボール…………１回戦敗退

町の環境衛生などを勉強しました。授業は町水道環境課
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相手をかわしシュート

○女子ハンドボール…………準優勝【県大会出場】

田嶋町長から感謝状の贈呈

町の発展に生かしていただければ嬉しい」と思いを語り

勝【県大会出場】

担当／吉本

教育委員会

内４
〇
０２

社会体育クラブ
クラブ名

種

目

問い合わせ先

合気道

代表：松井 徹也
携帯：０９０－７４６８－０８５２

苓北少年剣道クラブ

剣道

代表：小野 哲也
携帯：０９０－２７１８－９５７２

苓北空手道場

空手

代表：松下 勝也
携帯：０９０－８６６２－６９６３

合気道苓北道場

天草ソフトテニススクール
ソフトテニス
（天草ジュニアソフトテニスクラブ）
エボルピア苓北ＦＣＹ

サッカー

代表：荒木 伸二
携帯：０９０－５７２２－７０６０
代表：井伊 幸輔
携帯：０８０－２７５３－８１３４

苓北ジュニア
ハンドボール 代表：平田 浩一
ハンドボ－ルクラブ
携帯：０９０－７３９４－９７６３
りんせんスイミング
クラブ

水泳

金子 純二
苓北町温泉プール：３５－３３０１

ＣＵＲＶＡスポーツクラブ

サッカー

石山 千尋
携帯：０９０－５０８１－１３８２

クラブ苓北（総合型地域スポーツクラブ）
クラブ名

種 目
問い合わせ先
サッカー
クラブマネージャー：宮﨑
クラブれいほく バレーボール 電話：３５－２１１２
ソフトテニス （苓北町総合センター）

宗晴

※活動日程、会費等の詳細は、各クラブへお問い合わせください。
広報れいほく ２０２１ ７月号
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掲載希望は総務課広報係へ

＝異動＝
総務課主幹

月に開催を予定していた第５回富
岡城お城まつりは︑新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため実行委員会にお
いて︑中止を決定しました︒
︵富岡城お城まつり︶商工観光課
☎ ︱３３３２

イベントの中止について

永野 和美
︵教育委員会主幹︶

職員の退職に伴い︑７月１日付けで
次のとおり人事異動がありましたので
お知らせします︒︵ ︶内は前所属︒
＝退職＝
齋田 麻菜 ※旧姓濵石
︵総務課主任主事︶

役場職員の異動について

INFORMATION

８月に開催を予定していた上津深江

熊本県事業継続・再開支援
一時金の申請について
国の﹁まん延防止等重点措置﹂の適
用などに伴い︑売上に影響を受けた中
小企業者などに一時金を支給します︒
▼対象者 県内に店舗や事業所などを
有する中小企業者などで令和３年５
月または６月の売上が︑令和元年ま
たは令和２年の同月と比較し ％以
上 ％未満減少している事業者
※同月の国の﹁月次支援金﹂や他都道
府県の同様の一時金などの支給およ
び﹁熊本県時短等要請協力金﹂を受
けてないことが要件︒
▼申請期間 ９月 日㊍まで
▼申請方法 オンラインまたは郵送
▼提出先
〒862 ︱8570※住
所記載不要 熊本県商工振興金融課
事業継続・再開支援一時金係
熊本県一時金コールセンター
☎096 ︱387 ︱1515

﹁新しい働き方﹂に取り組む
雇用主の皆さまへ
熊本労働局では︑新型コロナウイル
ス感染症のなか︑﹁新しい働き方﹂に
対応するため︑テレワークの導入・定

地区盆踊り大会は︑新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止します︒
︵上津深江地区盆踊り大会︶
教育委員会 社会教育班
☎ ︱２１１１

一般住宅の入居者を募集します
次の一般住宅の入居者を募集します︒
▼募集
▽富岡 新富団地６号︵一戸︶
▼入居資格 次の要件を全て満たすこ
と
①住宅に困窮していること
②国税・地方税を滞納していないこと
③申込者・同居親族が暴力団員でない
こと︒
※単身入居可
▼募集期間 ７月 日㊊~８月４日㊌
８時 分~ 時まで
※申込方法︑提出書類はお問い合わ
せください︒
土木管理課 担当／野田
☎ ︱３３３１

県からの委託により天草管内に住む
歳未満の児童︑家庭とその関係者の
ご相談に応じる無料の相談機関です︒
保護者やお子様の悩みに心理士・相談
員がきめ細やかに対応します︒電話だ
けでなくメールや来所︑訪問による相
談も受付けています︒一人で悩まず︑
一緒に考えませんか？
▼開設日 月~金
︵祝日︑年末年始は休業︶
９時~ 時

児童家庭支援センター﹁虹﹂
開設しました

着促進のための施策や︑働き方改革・
女性活躍推進などの周知に取り組んで
います︒
▼事業主などへの制度
①仕事と家庭の両立支援等助成金
②労働時間などの設定改善のための
働き方改革推進支援助成金
熊本労働局雇用環境・均等室
☎096 ︱352 ︱3865

苓北町の過疎地域指定に伴い︑地域
の持続的発展に関する計画︵案︶を公表
し︑町民皆さんの意見を募集します︒
▼計画名
苓北町過疎地域持続的発展計画︵案︶

皆さんの意見を募集します
︵パブリックコメント︶
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▼受付時間

︵社福︶ 啓明会 天草学園
児童家庭支援センター虹
〒８６３︱０００６ 熊本県天草
市本町下河内６８０ 第二天草学
園内
☎ ︱9022
jikasenniji@arrow.ocn.ne.jp

▼閲覧場所
町ホームページまたは企画政策課
▼募集期間 ７月 日㊌~８月 日㊋
※閉庁時を除く
▼提出方法 閲覧場所に掲載もしくは
備え付けの様式に必要事項を記入の
うえ︑企画政策課へ提出ください︒
企画政策課 担当／松本
☎ ︱３３３４

令和４年度天草広域連合消防
職員を募集します
天草広域連合では︑令和４年４月１
日採用予定の新規職員を募集します︒
詳しくは天草広域連合広報誌﹁架け
橋﹂をご覧ください︒
▼募集職種 ①消防職︵高卒程度︶
② 〃 ︵救急救命士︶
▼一次試験 ９月 日㊐
天草広域連合消防本部
☎ ︱３２０５

漢字検定の受検者を募集します
▼期日
月 日㊐
▼時間 受験する級に応じ開始時間が
異なります︒
▼場所 天草教育会館︵天草市志柿町︶
▼申込締切 ８月 日㊋
□
申
︵一財︶
天草教育会館
☎ ︱2355

熊本県子ども・若者総合相談
センター出張相談会 天草
悩みや心配されていることについて
ご相談ください︒本人はもちろん︑家
族︑関係者でも大丈夫です︒一人で抱
え込まず︑気軽に相談ください︒
▼相談日 8月 日㊌
▼時 間
時~ 時
︵※ 時 分受付終了︶
▼会 場 天草市複合施設ここらす
福祉ボランティア室
▼相談料 無料
▼対 象
歳~ 歳までの人とその
家族︑友人︑知人︑支援者 など
熊本県子ども・若者総合相談セン
ター
☎096 ︱387 ︱7000

住宅金融支援機構からの
お知らせ
平成 年熊本地震で被災した住宅を
復旧するための﹁災害復興住宅融資﹂
の借入申込の受付期間を１年間延長し

﹁サマージャンボ宝くじ＆
ジャンボミニ﹂発売のお知らせ
サマージャンボ宝くじと︑サマージ
ャンボミニが︑全国の宝くじ売り場で
発売中です︒
﹁サマージャンボ宝くじ﹂と﹁サマ
ージャンボミニ﹂の収益金は︑市町村
振興事業交付金として交付され︑苓北
町の様々な事業に活用されています︒
▼発売日 ７月 日㊋~８月 日㊎
企画政策課 担当／酒井
☎ ︱３３３４

▼期日 第１回 ７月 日㊏
第２回 ８月 日㊎
▼内容 ①農業大学校の概要②進路・
資格・学生生活③農学部各学科・研
修部④コース別体験学習
︵申込み時に希望コースを３つ選択︶
▼定員 各 名以内
▼費用 ２５０円または７００円
熊本県立農業大学校
担当／網田・川邊
☎096 ︱248 ︱1188

令和３年度﹁緑の学園﹂
熊本県立農業大学校オープン
キャンパス開催

13

10

ました︒申込みを検討する人は︑早め
に相談ください︒
︻延長前︼令和３年３月 日
︻延長後︼令和４年３月 日
住宅金融支援機構 お客さまコー
ルセンター︵災害専用ダイヤル︶
☎0120 ︱086 ︱353
︵通話無料︶

本年度の狩猟免許試験が次の日程で
開催されます︒有害な鳥獣であっても
無許可での捕獲は処罰されます︒ま
た︑鳥獣害対策は防ぐことと捕獲の組
み合わせが重要です︒イノシシなどか
ら自分の農地を守るため狩猟免許を取
得しましょう︒
▼試験日 ８月 日㊏ ９時~
▼場 所 天草総合庁舎 大会議室
▼その他 免許取得を希望される人
は︑８月５日㊍までに役場農林水産
課で必要な手続きを済ませる必要が
あります︒詳しくは左記までお尋ね
ください︒
農林水産課 担当／石丸
☎ ︱1245

狩猟免許を取得しませんか

20 31

24
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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）

「ダニに」ご注意ください

新型コロナ ウイルスに関する苓北町からのお知らせ

〜山や草むらでの野外活動は、ダニに注意しましょう〜
健康増進室

担当／池田

☎35−3330

春から秋にかけてはキャンプ、ハイキング、農作業
など、山や草むらでの活動が多くなる季節です。野山
に生息するダニにかまれることで重症熱性血小板減
こうはん

少症候群（SFTS）、ダニ媒介脳炎、日本紅斑熱、
つつが虫病、ライム病など に感染する恐れがあり
ます。

１

ダニにかまれないためのポイント

○肌の露出を少なくする⇒帽子、手袋を着用し、首に
タオルを巻くなど
○長そで・長ズボン・登山用スパッツなどを着用する
⇒シャツのすそはズボンの中に、ズボンのすそは靴
下や長靴の中にいれる
○足を完全に覆う靴を履く⇒サンダルなどは避ける
○明るい色の服を着る
（マダニを目で確認しやすくす
るため）
※上着や作業着は家の中に
持ち込まないようにしま
しょう。
※外での活動のあとは入浴
し、マダニにかまれてな
いか確認しましょう。特
に、わきの下、足の付け
根、手首、膝の裏、胸の
下、頭部（髪の毛の中）な
どに注意。

○無理に引き抜こうとせず、医療機関（皮膚科など）で
処置（マダニの除去、洗浄など）をしてもらいましょ
う。
○マダニにかまれた後、数週間程度は体調の変化に
注意し、発熱などの症状が起こった場合は医療機
関で診察を受けてください。
【診察のとき医師につたえること】
③発症前の行動
27
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新型コロナウイルスワクチンの
接種歴を証明する「ワクチン接種
証明書（ワクチンパスポート）」
の申請受け付けが、７月26日㊊
から福祉保健課健康増進室で始ま
ります。
接種証明書は、当面の間、海外
渡航での活用を想定していますの
で、証明書の発行には、旅券（パ
スポート）のほか、接種済証、接
種記録書、予診票の写しなど２回
接種したことが分かる書類が必要
になります。

申請者

ダニにかまれた時の対処法

①野外活動を行った日

『新型コロナウイルスの
ワクチン接種証明書』の
発行について

接種証明書の交付

２

〜海外渡航者向け〜

②場所

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
新型コロナウイルスワクチン接種対策室

町では町内の16歳以上64歳以下の人の、新型コロナウイルスワクチン接種が始まりました。

また、12歳以上15歳以下の人に、新型コロナワクチン接種のお知らせを郵送していますの

で、資料を確認のうえ「新型コロナワクチン予防接種申込書」（接種を希望する場合は同意書
も提出）を８月13日㊎までに提出ください。

なお、今年度12歳に到達する人については、12歳到達日以降に新型コロナワクチン接種のお

知らせを郵送します。

※送付した資料は、接種日まで大切に保管ください。

新型コロナワクチンを２回接種した人へ（お知らせ）
新型コロナウイルスワクチンを２回接種した人は、医療機
関が発行した接種済証以外に町が作成する接種済証（名刺サ
イズ）を交付できます。希望する人は対策室まで連絡くださ
い。※ワクチン接種後もマスクの着用をお願いします。

施設の利用制限について
町では、７月12日㊊から施設の利用を次のとおり変更しました。

１

町有施設（体育館・グラウンド・温泉など）の利用制限について
７月11日㊐まで

窓口か
郵送

パスポートと
接種済み証、
申請書など
提示・提出

苓北町

７月12日㊊から

利用制限

熊本県内の人のみ

緊急事態宣言発令およびまん延防止等重
点措置対象都道府県以外の人のみ

利用時間

通常どおりの開設時間

通常どおりの開設時間

※利用人数および利用時間の制限２時間以内は、継続します。

２

観光施設の利用制限について
７月11日㊐まで

７月12日㊊から

熊本県内の人のみ

緊急事態宣言発令およびまん
延防止等重点措置対象都道府
県以外の人のみ

白岩崎キャンプ場
申請者の
接種記録を
照会

ワクチン接種記録システム

☎35−3330

苓北町歴史資料館
熊本県富岡ビジターセンター

※施設の予約後、緊急事態宣言の発令や、まん延防止等重点措置の対象地域となった場合、
予約を取り消す場合があります。
※不要不急の外出および県内外を問わず、感染が確認されている地域への行き来を控えるよう
ご協力をお願いします。
広報れいほく ２０２１ ７月号
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熱中症警戒アラート発表時の予防行動
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い状況になると予想される日の前日夕方また
は当日早朝に都道府県ごとに発表されます。
発表されている日には、外出を控える、エアコンを使用するなどの、熱中症の予防行動を積極的
にとりましょう。

熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に！
「新しい生活様式」とは、新型コロナウイルス感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保
②マスクの着用③手洗いの実施や「３密（密集、密接、密閉）」を避けるなどを取り入れた日常生
活のことです。

注 意

１ 外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

マスクを着けると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、
体温調節がしづらくなってしまいます。暑さを避け、水分を摂るなどの「熱中症予防」と
マスク、換気などの「新しい生活様式」を両立させましょう。

○熱中症を予防するためには、暑さを避けることが最も重要です。

○昼夜を問わず、エアコンなどを使用して部屋の温度を調整しましょう。
○不要不急の外出はできるだけ避けましょう。

２ 熱中症のリスクが高い人に声かけをしましょう

マスクの着用により、熱中症のリスクが高まります

１

熱中症を防ぐために、
マスクをはずしましょう

ウイルス
感染対策は
忘れずに！

○高齢者、子ども、持病がある人、肥満の人、障害者などは熱中症になりやすい傾向にあり
ます。これらの熱中症のリスクが高い人には、身近な人から、夜間を含むエアコンの使用
やこまめな水分補給などを行うよう、声かけをしましょう。

○屋外で人と２ｍ以上（十分な距
離）離れているときはマスクを
はずしましょう。

３ 普段以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう
○のどが渇く前にこまめに水分補給をしましょう。（１日あたり１．２Lが目安）
○涼しい服装にしましょう。

○屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保できる場合は適宜マスクをはずしましょう。

４ 外での運動は原則、中止／延期しましょう
○暑さに応じて屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は、原則、中止や延期
をしましょう。

２

マスク着用時は、激しい運動は避けましょう
○のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。
○気温・湿度が高い時は特に注意しましょう。

知っておきたい熱中症に関する大切なこと

熱中症とは
熱中症とは、暑い環境で体温の調整ができなくなった状態で、めま

いや吐き気、頭痛、失神など様々な症状をきたし、最悪の場合は死に
至る疾患です。熱中症は誰でもなる可能性があり、運動中だけではな
く、室内でも起こります。

日頃からしっかり予防するようにしましょう。

「熱中症警戒アラート」は環境省のLINE公式アカウントで確認することが
できます。
友達追加はこちら→
29
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■ 環境省『熱中症警戒アラート』を参考に、苓北町役場で作成

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。
周囲の人の見守り、積極的な声かけをお願いします。
■ 環境省『熱中症予防×コロナ感染防止で｢新しい生活様式｣を健康に！』を
参考に、苓北町役場で作成

広報れいほく ２０２１ ７月号

28

こせきの窓

６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

内

田

氏

池邊

名

保

結心（ゆな）

区 名

氏

名

本川 尚達
田中フミ子
阪井 圀弘
若松 政好
塵岡 富子
富永 忠雄
森田喜美子
萬谷 洋子
林田 安光

者

（敬称略）

年齢

79歳
90歳
76歳
89歳
96歳
86歳
91歳
91歳
89歳

善意の寄附

ありがとうございました

●社協寄付（６月受付分）
本川 佳子さん
阪井トヨ子さん
若松 博子さん
塵岡
毅さん
廣田 誠子さん
萬谷 孝樹さん
●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ３.６.15〜Ｒ３.７.14）
榎
千鶴さん
（兵庫県） 平石 静代さん
（長崎県）
井上 初美さん
（兵庫県） 髙山 保徳さん
（大阪府）
髙山 明美さん
（福岡県） 吉川 英三さん
（大阪府）
品川 光明さん
（神戸市）

６，
８２５人（△９） ※（ ）は前月比
男3,225人（△２） 女3,600人（△７） 世帯数3,111戸（＋１）

夏休み！
家族と一緒に
ラジオ体操をしよう！

8月休館日のお知らせ
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
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
やむを得ず施設を休館する場合があります。

８月休日当番医
８月１日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

８日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

９日
（月・振替）天草慈恵病院

（午前：内・泌・整・耳・リハ／午後：内・泌・耳・リハ・小）☎37−1111
15日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

22日
（日）

苓北医師会病院

（整）☎35−1133

苓北クリニック

（内）☎37−1119

苓北医師会病院

（内）☎35−1133

29日
（日）

令和３年６月末現在

誠矢・尚己

お悔やみ申し上げます
五丁目
狸河内
春の迫
本 郷
中 通
涼 松
下 向
五丁目
平 山

護

動き

町の

※内
（内科）
、泌
（泌尿器科）
、整
（整形外科）
、耳
（耳鼻いんこう科）
、
リハ
（リハビリテーション科）
、小
（小児科）

（令和３年６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
１件
４件
１件
６件

金

額
0円
0円
0円
0円
0円
10,000円
12,000円
10,800円
32,800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

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。
31
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・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 ○

令和３年７月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の
影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務
の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がっ
た場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡
易な手続きが、令和２年度分（令和２年７月分～令和３年６月
分）に引き続いて令和３年度分（令和３年７月～令和４年６月
分）の国民年金保険料についても免除の申請をすることができ
るようになりました。なお、申請書は必要な添付書類とともに、
役場または本渡年金事務所へ郵送してください。
※申請書などを直接提出することも可能ですが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手
続きを利用ください。
■対象となる人
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特
例申請は、以下の２点をいずれも満たした人が対象になります。
⑴令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り収入が減少したこと。
⑵令和２年２月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得

【常用一般分抜粋】７月11日現在

職

種

の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準
になることが見込まれること。
なお、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合
は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になりま
す。また、免除などの承認から10年以内であれば、後から追
納して年金額を増やすことが可能です。
■申請に必要な書類
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類
となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずあわせて
郵送で提出ください。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書
※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合
は、必ず提出してください。
※マイナンバーにより郵送で申請される人は、マイナンバーカ
ードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

税務住民課

求 人 情 報

生活支援員（介護職）／正社員
理学療法士（天草整肢園・苓龍苑）
調理員（苓北医師会病院）
社会福祉士（苓北医師会病院）
農作業員
介護職（介護老人保健施設 慈恵苑）
看護補助者（天草慈恵病院）
社会福祉士（天草慈恵病院）
総合事務
准看護師（特別養護老人ホーム梧葉苑）
看護師（特別養護老人ホーム梧葉苑）
社会福祉士（はまゆう療育園）
介護福祉士（はまゆう療育園）
介護福祉士［生活支援員］
（養護老人ホーム寿康園）
介護員［生活支援員］
（養護老人ホーム寿康園）
看護職（グループホーム ひまわり２）
介護職（グループホーム ひまわり２）
介護職
海藻加工・選別
医療事務
准看護師（日勤のみ）
介護職（日勤のみ）
准看護師
介護福祉士
栄養士
臨床工学技士（天草慈恵病院）
土木作業員
土木施工管理（現場監督）
自動車整備
看護師（天草慈恵病院）
訪問看護師
看護師【夜勤専従】
（天草慈恵病院）
介護福祉士（天草慈恵病院）
診療情報管理士（天草慈恵病院）
准看護師（天草慈恵病院）
森林整備員
看護職員（楽洋デイサービスセンター）
【急募】
医療事務（天草慈恵病院）
（障）警備課警備係／天草本渡地区

人数
2人
1人
1人
1人
2人
3人
3人
1人
1人
1人
1人
1人
3人
1人
1人
1人
2人
1人
2人
1人
2人
2人
2人
1人
1人
1人
2人
1人
1人
3人
2人
1人
2人
1人
3人
5人
1人
1人
3人

年 齢

64歳以下
40歳以下
59歳以下
59歳以下
不問
不問
59歳以下
59歳以下
44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
不問
不問
不問
64歳以下
64歳以下
不問
64歳以下
不問
64歳以下
64歳以下
59歳以下
不問
不問
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
64歳以下
59歳以下
18歳以上

担当／髙戸

☎３５−１１１５

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

賃

金
（単位：円）

140,000円～209,900円
164,430円～211,330円
135,400円～140,000円
185,000円～230,000円
161,000円～172,500円
168,800円～196,200円
168,800円～196,200円
201,000円～249,500円
145,960円～172,020円
178,000円～193,000円
205,000円～225,000円
200,500円～215,500円
172,800円～185,800円
171,500円～184,500円
164,400円～176,400円
180,000円～240,000円
148,000円～190,000円
138,000円～168,000円
143,175円～172,500円
134,000円～158,000円
145,000円～185,000円
146,000円～212,000円
145,000円～185,000円
146,000円～212,000円
158,000円～178,000円
205,000円～243,000円
150,000円～200,000円
190,000円～280,000円
152,000円～220,000円
233,000円～253,000円
177,500円～243,000円
149,100円～163,100円
178,200円～219,700円
187,000円～220,200円
192,500円～207,500円
192,000円～192,000円
180,000円～260,000円
172,000円～221,200円
141,050円～189,875円

求人番号

43060- 2629411
43060- 2630611
43060- 2640111
43060- 2641711
43060- 2658911
43060- 2682911
43060- 2683111
43060- 2684711
43060- 2573011
43060- 2589511
43060- 2591611
43060- 2595811
43060- 2599011
43060- 2520511
43060- 2521411
43060- 2478611
43060- 2479911
43060- 2487611
43060- 2456811
43060- 2407811
43060- 2408211
43060- 2409511
43060- 2411611
43060- 2413111
43060- 2415811
43060- 2385211
43060- 2389311
43060- 2390111
43060- 2403611
43060- 2347011
43060- 2348311
43060- 2349611
43060- 2350811
43060- 2351211
43060- 2353411
43060- 2325111
43060- 2337511
43060- 2304411
43010-17808711
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