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告知端末 の電源は入れておきましょう！

❶
告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

第

回熊本県吹奏楽コンクールは７月
27

人以

15

校が出場するなか見事金賞を受賞し︑

が送られました︒

な

日㊏に行われた

❸

らうように︑家族から温かい眼差しと拍手

は︑これまでの子どもたちの頑張りをねぎ

部の穏やかで心地よい演奏を終えたあとに

の感謝の気持ちを込めてあいさつ︒吹奏楽

込めて演奏します﹂と支えてくれた家族へ

とうございました︒今日は日ごろの感謝を

吹奏楽部の部活動を支えていただきありが

した︒部長の宮﨑陽那さんは︑﹁これまで

ひ

学校体育館で家族向けに演奏会を実施しま

大会を終えた８月７日㊏︑同部は苓北中

優秀賞を受賞しました︒

表への選出とはなりませんでしたが︑見事

南九州大会代表選考会では︑残念ながら代

出を果たしました︒７月

同校史上初の南九州大会への代表選考会進

内

下で吹奏楽を行うＢパート部門に出場︒県

校吹奏楽部が出場しました︒同校は

日㊋︑熊本県立劇場で開催され︑苓北中学

65

33

■ 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８月20日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター

①受賞を記念してハイ、チーズ♪
②家族に向けた「感謝」の演奏
③吹奏楽部を代表し、あいさつをする宮﨑陽那さん
令和３（2021）年８月20日発行［毎月21日発行］

苓中吹奏楽部 県コンクールで金賞

８
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18人が奏でるハーモニー♪
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―
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岩下祐太
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大型ごみの収集を行います
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災害に備える

P08

みんなのひろば

P10

地域おこし協力隊「やどかり太郎」
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チームぱくぱく／ひだまり

P12

たっしゃかもん／社会福祉協議会だより
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まちのわだい
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おしらせ
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How to ねんきん／求人募集

P19

こせきの窓

今月の一枚

岩下祐太選手

７月31日㊏、本格的な海水浴シーズンを
迎えた富岡海水浴場ではたくさんの海水浴
客が訪れ苓北の夏の海を満喫していました。
砂浜で遊んでいた子どもは、「おっきいや
まをつくる」と楽しそうに遊んでいました。

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。
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９月
８日 苓北町議会定例会
（〜１６日）
26日 マイナンバー申請・交付窓口開設
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31日 マイナンバー申請・交付窓口開設

COVER ― 表紙の写真 ―

子どもたちの夏休み。出来町区では地域の人も
集まって子どもたちと一緒にラジオ体操に取り
組んでいます。和気あいあいとしたラジオ体操
で新しい朝がさわやかに始まります。

ラジオ体操が終わったら、子どもたちは一斉に班長
さんのところにならんで、ラジオ体操カードにスタ
ンプを押してもらいます。たくさんのスタンプがた
まっていくのが子どもたちの楽しみです。
広報れいほく ２０２１ ８月号

2

８月

日㊋︑さわやかな笑顔で苓北町役場を表敬訪問したハンドボール

男子日本代表岩下祐太さん︒苓北町で初めてのオリンピック選手となりま
した︒岩下さんは都呂々小学校時代に苓北ジュニアハンドボールクラブで
ハンドボールを始め︑都呂々中学校︑千原台高校︑早稲田大学へと進学︒
現在トヨタ紡織九州所属のハンドボール選手です︒身長は１８３センチと
ハンドボールのゴールキーパーとしては決して大きくはありませんが︑身
体能力の高さと相手シューターとの駆け引きのうまさで︑日本ハンドボー
ル界に欠かせない存在となっています︒
国立代々木競技場で行われた東京オリンピック男子ハンドボールでは︑
ゴールキーパーとして全５試合に出場し︑世界の強豪チーム相手に好セー
ブを連発︒チームのピンチを何度も防ぎ︑オリンピック男子ハンドボール
年ぶりとなる歴史的勝利の立役者となりました︒東京オリンピック

東京オリンピックを
終えての感想はー
予選を突破することができず︑悔し
い気持ちはありますが︑最後の試合で
ヨーロッパの強豪国であるポルトガル
を相手に一勝することができました︒
何より世界の強豪と全力でぶつかりあ
って戦うことができたことを誇りに思
うし︑日本の代表としてオリンピック
かて

という特別な舞台で試合ができたこと
をこれからの自分の糧としていきたい
です︒

３年後
パリオリンピックが
控えていますー
３年後︑まだまだ現役で頑張ってい
ける年齢だと思うので︑自分ができる
ところまでチャレンジしていきたいで
す︒パリオリンピックに向けて︑自分
自身を高めることはもちろんですが︑
後輩たちを育てることも大事です︒そ
ういう点も視野に入れながら頑張って
いきたいです︒

地元からの応援は
とどいていましたかー
SNS︵ソーシャルネットワーキン
グサービス︶などでも地元からの横断
幕やメッセージ・寄せ書きを写真で拝
見し︑応援してもらってるなと感じて
いました︒応援のおかげもあり最後の
一勝に繋がりました︒皆さんには感謝
の気持ちでいっぱいです︒また︑これ
からも頑張りますので︑応援よろしく
お願いします︒

子どもたちに一言
スポーツをやってる子どもたちにと
って︑オリンピックは夢であるし︑目
標としている舞台だと思います︒そこ
を目指してがんばってほしいです︒も
ちろんスポーツをしていない子どもも
それぞれの夢があると思います︒一人
ひとりがそれぞれの夢に向かって実現
できるように頑張ってほしいですね︒

続きます︒

躍する岩下さんの挑戦は︑これからも

苓北町から羽ばたき︑夢の舞台で活

パリオリンピックまであと３年︒

ました︒

ピックに全力を尽くした充実感を感じ

の表情には︑日本で開催されたオリン

ないですね～﹂と笑って話す岩下さん

ンドボールやめたらなんの役にもたた

て困ってます︒手は大きいですが︑ハ

じました︒﹁スマホとかも使いづらく

も大きく︑守護神としての威圧感を感

界を相手に戦った岩下さんの手はとて

下さんの手をみせてもらいました︒世

職員から﹃人より大きい﹄と聞いた岩

岩下さんの一学年上で親交のある役場

った岩下さん︒インタビュー終了後︑

質問に一つ一つ誠実に答えてくださ

インタビューを終えて

町内小中学校から贈られた沢山の応援メッセージ
激励の横断幕を設置した都呂々まちづくり協議会の皆さん

では

１勝できたのは大きいですが︑オリ
ンピックでメダルを獲ることを目標に
していたので︑メダルを獲れなかった
ことが申し訳ないというか︑悔しい思
いをしました︒次のパリで行われるオ
リンピックに向けて︑再スタートを切
っているので︑メダルを獲ることがで

テレビに向かってエールをおくる苓北中ハンドボール部
子どもたちからのメッセージを嬉しそうに眺める様子

を終えたばかりの岩下さんにインタビューを行いました︒

ユニホームとサイン入りボールの贈呈を受ける田嶋町長
笑顔で受け答えをする岩下選手ご夫妻

オリンピックで は 年
ぶりの勝利となりました︒
どんな気持ちでしたかー
33

きるように全力で頑張りたいです︒

横断幕にサインする岩下選手

10
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Special Interview
Special Interview

災害に備える
災害に備える

総務課 担当／田平
内 ２08
☎〇

大きな地震が発生すると、建物だけでなく塀や擁壁などが倒れ、大きな被害につながることがあり
ます。特に道路沿いにある塀が倒れると、通行人や車にも危険がおよびます。
ブロック塀などの安全確認は所有者の責任において、安全性を確保することが必要です。
町ではブロック塀の撤去や木造住宅の耐震改修などに補助を行っています。身の回りの塀や住宅な
どで安全でない部分がある場合は撤去や改修などを検討し、災害に備えた補強を行いましょう。

ブロック塀が安全か点検してみましょう

●鉄筋のブロックの場合
□①塀の高さが地盤から２．２メートル以
下になっている
□②深さが30センチ以上ある
□③３．
４メートルごとに①の１/５以上の
長さの控え壁がある
□④塀の厚さが10センチ以上ある（①が
２メートル以上は15センチ）
□⑤塀に傾きやひび割れがない

⑤
鉄筋
①

②
④

ー全ての項目にチェックが付きますか？ー

補助

危険ブロック塀等安全確保事業

●対象者 町内のブロック塀などの所有者
で町税などを滞納していない人

③

●補助対象 苓北町の基準により危険と判
断されたブロック塀等を撤去する費用
※詳しくは担当まで問い合わせください。

地面

●補助額 撤去するブロック塀等の長さに
12,000円をかけた額（最大20万円）

各家庭

３個まで

家庭用大型ごみ無料収集のお知らせ
水道環境課環境班

☎３5−３３３５

各行政区のごみ収集ステーションなどを利用し、家庭用大型ごみの無料収集を行います。各区の収
集場所およびごみの受け入れ時間などの詳細は、後日各戸配布するチラシにてお知らせします。

？

家庭用大型ごみってどんなもの？

一般家庭から個人が出す指定袋やコンテナに
入らない、一辺が１メートル以上の大型のご
みのことです。タンスやベッド、ふすまや畳
などがこれにあたります。

収集日

？

次の日程で収集します。なお、各行政区の
収集場所およびごみの受け入れ時間などは
後日各戸配布するチラシを確認ください。

収集対象行政区

10月２日㊏

西川内、和田、浦、鶴

10月９日㊏

中尾、志岐山、平山、城下、釜、西原

10月16日㊏

元袋、尾越、春の迫、一丁目、二丁目、三丁目

10月23日㊏

萱の木、唐干田、小松、浜、古里、上、年柄

10月30日㊏

中通、天神木、馬場、紺屋町、白木尾、内田

11月13日㊏

四丁目、五丁目、新町、出来町、八区

11月20日㊏

本郷、狸河内、大河内、松野、中村、涼松

11月27日㊏

松原、中、小路、川向、木場

12月４日㊏

浜之町、明神山、下向、釜の下、平木、的場

？

いつ収集するの？

受け入れる数に制限はあるの？

各家庭で３個までに制限しています。４個以上ごみを出したい場合は下記まで。
①本渡地区清掃センターへ直接持ち込む（天草市楠浦 50キロまで250円）
②㈲苓北清掃社へ相談（☎0969-37-1035）
③１メートル未満に解体し不燃ごみの日に出す

３つの方法があります。
検討ください。

※個数（３個）の考え方：畳の場合３枚まで、ふすまの場合３枚まで。

地震に備える家づくりを支援します
苓北町では地震災害に備えるため、木造住
宅を耐震改修するための設計費用や工事費用
などに補助を行っています。詳しくは担当ま
で問い合わせください。
●対象となる木造住宅
（以下の全てを満たす）
①昭和56年5月31日以前に着工された建物、
または熊本地震により被災した建物
②在来軸組構法・枠組壁構法・伝統的構法
により建てられた建物
③平屋または２階建ての住宅
④現在も住居として利用されている建物
7

広報れいほく ２０２１ ８月号

ー木造住宅の耐震改修を積極的に補助しますー

？

大型ごみはどうやって出せばいいの？

？

なんでも収集してくれるの？

大型ごみを出すときは、ガムテープなどを貼り、必ず名前（世帯の代表者名）を記入してください。
補助の種類
①耐震改修設計費および
耐震改修工事費の一括補助

補助率

限度額

内容

②建替え設計費および
建替え工事費一括補助

耐震（建替え）のための
設計費用と改修（建替
4/5以内 100万円
え）工事費用の一部を
助成

③耐震改修設計費補助

2/3以内 20万円

耐震改修のための設計
費用を一部助成

④耐震改修工事費補助

1/2以内 60万円

耐震のための改修工事
費用を一部助成

⑤建替え工事費補助

23％以内 60万円

耐震構造にするための
建替え費用を一部助成

⑥耐震シェルター工事費補助 1/2以内 20万円

耐震シェルターの工事
する費用を一部助成

毎月の収集日で集めるごみ(１メートル未満の不燃物・資源物)や排出禁止物は、収集できません。
アンテナ、自転車、脚立・はしご、トタンなどは１メートル以上でも、そのまま不燃ごみの日に
収集します。
また、町が収集しない『ごみ』(排出禁止物)は、不燃ごみとしても収集できません。
●屋外廃棄物（金網・フェンス・看板・大型物置・物干し台座・ボイラー・太陽熱温水器など）●発動機・発
電機（自動車、バイクおよびその部品・発電機・船外機・チェンソーなど）●建築廃材（レンガ・土石・瓦・
コンクリート・がれき類・焼却灰・長鉄棒・鉄板・鉄塊など）●業務用品（農機具・農業用ビニール・漁網な
ど）●危険物（ガスボンベ・農薬びん・バッテリー・灯油など）●解体困難物（コンプレッサー、耐火金庫な
ど）●産業廃棄物●中身の入った容器類●家電リサイクル法対象の４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコ
ン、洗濯機・衣類乾燥機）パソコン関連機器
広報れいほく ２０２１ ８月号
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（通学生４名、院内訪問教育生２名、職員６名）

み ん な の ひ ろ ば

学校自慢

熊本県立苓北支援学校 中学部

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

中学部では、６月28日〜７月１日にかけ、総合的な学習の時間『伝統工芸を体験しよう』で苓北町の内田皿山焼
様にご協力いただき、地域の窯業を学習しました。生徒は、初めて触る感触に戸惑いながらも「粘土ってどんなもの
だろう」と一人ひとりにできる方法で繰り返し触れました。少しずつ慣れるにつれ、粘土が湿っていること、少しひ
んやりしていること、形が変わること、手にくっつくことなど、粘土の感触やイメージをつかみ、貴重な学びとなり
ました。また、握る、押すなど一人ひとりの得意な方法を生かし、皿や箸置きなど世界に一つだけの作品を完成させ
ました。学習の最後には、オンライン中継で制作にあたりアドバイスいただいた内田皿山焼の木山様にお礼の気持ち
を伝えました。（活動の様子は学校ＨＰに掲載していますので、是非ご覧ください。）

粘土を握って箸置きを作る様子

電動ろくろで回る感触を味わっている様子

できあがりを確かめている様子

総務課広報係
内２０７
☎○
自分の作品を木山さんに紹介している様子

オンライン中継の様子

できあがったお礼状

広報れいほく ２０２１ ８月号

20

年前の広報れいほく８月号の記事です︒苓北町最大のイベント﹁苓北

広報れいほく ２０２１ ８月号

～20年前の広報れいほく８月号の記事～

今から

9

りんご ぐみ のおともだち

じゃっと祭﹂が掲載されています︒当時はマリンフェスティバルやイルカウォッ

宮原保育園

あの頃のれいほく

チング︑ステージイベント・九州ペーロン大会などが行われていました︒

園児の作品

（作品）もうすぐ夏祭り！みんなで遊ぶゲームを作ったり、お遊戯や和太鼓の練習などなど･･･
はりきって準備中です。ステキな夏の思い出となりますように！

ここ２年間は新型コロナウイルスの影響で残念ながら開催が見送られています

が︑富岡港一円がにぎやかな声であふれる日が楽しみです︒

楽しもう!! 夏祭り♪

8

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。

＝家族で一緒にクッキング＝
暑い日が続き、夏バテ気味の人もいらっしゃるのではないでし

。く
庭で らしに
家

食

♥
♥

。
育を

地域
で。

NO.13

将来を担う子どもたちを
“食で育む命の応援団”

ょうか。さっぱりしたものばかり食べがちですが、夏バテ予防の

チームぱくぱく

を使ったオランダ煮を紹介します。オランダ煮とは油で揚げた食

ためにバランスの良い食事を心がけましょう。今回は、高野豆腐
地域おこし協力隊 関根

材を、しょうゆや砂糖などの調味料とダシで煮る料理です。保育
園では高野豆腐や切干大根、ひじきなどの乾物を多く提供してい

今月のRECIPE

ます。栄養量も豊富で子どもたちにも食べてほしい食材であるか
らです。特に高野豆腐は、水で戻し、フードプロセッサーで砕い

高野豆腐のオランダ煮

て使えばそぼろ状となり、離乳食作りにも重宝します。

● 作り方

① 高野豆腐は水で戻して一口大に切って軽く絞っておく。
② ①と一口大に切った鶏肉を片栗粉でまぶして油で揚げる。
③ 人参、玉ねぎ、じゃがいも、ピーマンを鍋で炒め煮にし、
きび砂糖と醤油で味付けする。
※厚揚げは途中で入れる。※煮汁は多めにしておく。
④ ②、③は混ぜ合わせる。

● 材料

【１人分】エネルギー 158kcal／
タンパク質 10.0g／脂質 5.9g／
炭水化物 16.3g／食塩相当量1.2ｇ

※４人分

○鶏肉……………80g
○高野豆腐………16g
○片栗粉…………12g
○油………………適量
○じゃがいも……120g
○玉ねぎ…………80g
○人参……………60g
○ピーマン………32g
○厚揚げ…………80g

▲完熟間近の南蛮柿

○きび砂糖………16g
○濃口しょうゆ…32g

〜活動の足跡〜
なん ばん かき

富岡で南蛮柿（いちじく）とハーブを栽培されている
もりとおる

「もり農園」の森亨さんを取材しました。息子さんのア
トピー性皮膚炎がきっかけで食への関心が高まり、家庭
菜園から始め、現在は南蛮柿とハーブを主品目として加
工品も手掛けておられます。農薬や動物性堆肥を使用せ

富岡保育園のお友達

ず、肥料は雑草を利用した緑肥利用と自然に近い栽培方
ほう

法で、宣教師が天草に苗木を持ち込んだとされている蓬

ふ れ あ い 広 場

登録してね♪

ID：@574vnugvを入力するか、右記
の二次元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。

■開設日時
■開設場所
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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

広報れいほく ２０２１ ８月号

Ｑ：赤ちゃんの爪切りをするときのコツはあります
か。
Ａ：大切なのは安全に素早く爪を切ることです。熟
睡していて手元を触ったくらいでは起きそうに
ないのであれば、寝ているときが動きも少ない
ので安心です。また、授乳中も動きが落ち着い
ているので良いでしょう。起きているときには、
なにかおもちゃや歌で気をひいている隙に爪を
切りましょう。一気にすべての爪を切ってしま
おうとせず、もし激しく嫌がるのであれば途中
でも止め、時間や日を改めて少しずつ切ってい
きましょう。

森 亨 さん

接販売のみと多くのこだわりを感じました。南蛮柿のシ
黒瀬製菓舗
オリーブ羊羹
を作る様子の
動画

もり農園
インタビュー
動画

▼

子育て支援センター
公式ＬＩＮE

ママたちのＱ＆Ａ

めて完熟した南蛮柿のみを丁寧に収穫し、販売方法は直
▲もり農園

▼

まだまだ暑い日が続きますね。
支援センターに遊びに来ませんか？ハンドメ
イドをしたりお話をしたりゆっくりくつろいだ
りと過ごし方はさまざまです。部屋を涼しくし
てお待ちしています。

バイ
バ
イ
が
できるよ
！

♪
して
めま
はじ

苓北町子育て支援センター

らい し

莱柿という伝統品種を育てておられます。一つ一つ見極

ーズンは８月のお盆前後から９月中旬までの約１ヶ月間。
冷凍した南蛮柿をすりおろしてのシャーベットや天ぷら
など南蛮柿の新しい美味しい食べ方もあるそうです。
丹精込めた森さんの南蛮柿が楽しみです。

し

に

せ

〜 苓 北 の 老 舗 〜
とも

き

明治初期創業・黒瀬製菓舗の８代目黒瀬友希さんを取材
しました。先代の意志を継承しつつ、洋菓子と和菓子の固
定観念を取り払い、新しい商品開発をされています。天草
の特産品（あおさ・塩・いちじく・晩柑・オリーブ・いく
り）を材料に試行錯誤を繰り返し、新商品としての羊羹を
販売されています。日本茶だけではなくコーヒーや紅茶、
ワインや日本酒などのお酒にも合う新しい羊羹として定着
していくことを目指していらっしゃいます。
「懐かしさを感じて欲しい」という友希さんの想いが詰
まった羊羹は、老舗の確かな伝統技術と共に新たな客層か
らの信頼を得ていくような予感がしました。
やどかり太郎
よう かん

▲黒瀬製菓舗店舗の外観
広報れいほく ２０２１ ８月号
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社会福祉協議会
だより
心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ
町内

令和３年度社会福祉協議会特別会費のお礼

ご協力ありがとうございました
皆さまにご協力いただきました特別会費は、次の
とおりです。特別会費をご協力いただいた事業所、
商店の皆さま、ありがとうございました。
○特別会費（事業所・商店）

５０１，０００円

８月３日時点で特別会費をご協力いただいた事業
所、商店の皆さまをご紹介します。
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広報れいほく ２０２１ ８月号

日赤苓北町分区

義援金の受付を行っています
日赤苓北町分区では、この度の「令和３年７月大
雨災害」により被災された地域への災害義援金の受
付を行っています。
※義援金は、日赤を通して被災県の義援金配分委員
会へ全額が届けられます。
今回は、義援金にご協力いただいた事業所をご紹
介します。
○天草整肢園、苓龍苑 利用者・職員一同 様
引き続き、10月末まで受付を行っておりますので、
ご協力よろしくお願いします。
問 担当：濵﨑

無料でお譲りします

福祉機器リサイクルコーナー
◎ベビークーファン
（かご）
◎ベビーシート
各１台

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.243

監督と選手
二足のわらじで頑張っています！
やま

ぐち

あい

こ

山 口 愛 子 さん

（昭和８年１０月１３日生まれ）満８７歳

浜之町区在住

問 好きな食べ物
〈自己ＰＲ〉
※今回は、愛子さんが書かれた原稿を元に、加筆
修正したものを掲載しています。

今、東京オリンピックはメダルラッシュに沸
いております。
アスリートの活躍で金メダルを胸にかけ、満
面の笑みでテレビに映し出されているのを見
て、私も、熊本県が主催する熊本県民体育祭の
玉名大会の時に天草郡代表として女子ゲートボ
ールに出場して、思いがけず優勝して金メダル
をもらった事を思い出しました。
広報れいほくの“たっしゃかもん”に出てもら
えませんかと言ってもらっていたので、思い切
って金メダルをかけ写真を撮ってもらおうと思
いました。平成２７年の熊本大会では３位にも
なりました。（下記写真）
今回は、オリンピックにあやかって、“たっ
しゃかもん”に出る決心がつきました。
そうした私の思い出のひとコマを、見ていた
だければ幸いです。
８月４日
（水）

どちらかと言えば海の幸で、生ウニとかウナギとかが好きです。
嫌いな物は特には無かですね。

問 好みの異性のタイプは
声が優しい人が好きです。歌手で言うと、山内惠介さん。優し
い声で歌われているのを聴くと、自然と心が和みます。

問 私の趣味
やっぱりゲートボールです。土日を除いて月曜から金曜日まで、
富岡の福祉センターの下の所に行ってしております。多少の雨
風もしのげる場所なので、良いですね。

問 私の健康法
健康のために声を出して歌うカラオケですね。友達に誘われて
一緒に行きます。渡哲也さんの「くちなしの花」、青江三奈さ
んの「長崎ブルース」や小林幸子さんの「おもいで酒」などを
歌います。

問 思い出
（主人の）お兄さんのすすめもあって、主人と結婚しました。
本当に優しい人で良かったです。「器量よりも頭のよか女の人
が良い」と言われて、家業がガス屋をやっていたこともあって、
私も多くの資格を取得しました。

問 若い世代へ伝えたいこと
若い人同士の交流の場が増えて、積極的に外に出て行ってほし
い。独身の方が多いので、結婚する人達が増えてくれたらいい
のになと思います。

問 町へのメッセージ
個人の意見が取り上げられる
機会が少ないので、例えば老
人会などにアンケートを配っ
て、そこから見えてきた町の
課題を拾い上げてより良い町
にしてもらいたいですね。

▼申込受付期限
希望する人は、９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、
抽選になります。抽選は、９月10日㊎午前９時か
ら、苓北町保健センターで行います。

栄光の金メダル

▲

▼町内事業所・商店
※敬称略
【坂瀬川地区】
㈱双川建設、宮原保育園、坂瀬川保育園、㈲日慎
運輸、㈱長濱興業、猪口医院、坂田無線商会、ス
キンツーペみぞかみ、味千ラーメン苓北店、ハヤ
シ住建㈲、㈲錦戸産業、㈲山錦産業、㈲苓北プロ
パン、吉森米穀店、丸錦商店、田尻建設㈲、溝上
木工所、ソーイングらん、民生堂薬房、カットハ
ウスK
【志岐地区】
グループホームひまわり、小規模多機能ホームは
るかぜ、慈永会はまゆう療育園、志岐保育園、国
照寺保育園、社会福祉法人啓仁会、九州電力㈱苓
北発電所、青砥歯科医院、㈱シープル、天草信用
金庫苓北支店、㈱安田屋苓北給油所、苓北タクシ
ー、㈲坂西商店、あらき歯科医院、㈱カネマツ、
苓北町農業協同組合、㈱長井商事、㈱レイキ、西
日本プラント工業㈱、九電産業㈱、㈲苓北浄化槽
管理センター、㈱天草みらいコンクリート苓北工
場、㈱みのり商事、苓北運送㈱、綜合環境保全㈲、
㈱エー・シー・イ、フレンドショップたかはし、
樹美容室、おうぎ美容室、㈲松栄建設、ヘアーサ
ロンタカド、㈲斉藤商会、㈲松下自動車、㈱レイ
ジュウ、㈱苓北グリーンサービス、㈱エコアッシ
ュ、㈱ボンディーヌ長崎、あべ薬局、にしきラー
メン、宮崎薬品、アラキ美容室、臼井電気店、天
草設備㈱、苓北給食センター、老松商店、㈲渡辺

自動車、美容室おおにた、カーボデー瀬形
【富岡地区】
富岡保育園、医療法人弘仁会苓北クリニック、天
草郡市医師会立苓北医師会病院、熊日天草西販売
センター、みくりや、肥後銀行富岡支店、㈱苓北
薬局、天草漁業協同組合苓北支所、トータルファ
ッションもり、三英マーク㈲、東自動車整備工場、
酒井モータース、旅館海舟、三好商店、ファッシ
ョンハウスゆき、大協モーター、㈲本川海産食品、
宅島商店、よし田、天草洋、㈲ミヤザキ、㈲西庄
丸砂利、福マート、原時計店、伊藤理容店
【都呂々地区】
㈱光製作所、都呂々保育園、西田米穀商会、㈲木
山陶石鉱業所、㈲共立組、㈲新光商事、倉田オー
ト、ユーマートひらた、㈲野田組、理容わかまつ
※社会福祉協議会特別会費は、社会を明るくする運
動、心配ごと相談所開設、ひとり親家庭支援、広
報紙発行などに有効に活用させていただきます。

▲県大会３位の記念写真
広報れいほく ２０２１ ８月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

れいほく遊休農地発生防止・解消活動

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

遊休農地をきれいなお花でいっぱいに

№４

県内の強豪校と激闘！

県中体連

№２

№１

エボルピア苓北

勝利のために奮闘

苓北町農業委員会は７月30日㊎と８月４日㊌、
町内の保育園児とコスモスの種まきを行いまし
た。昨年に引き続き３回目となったこの活動。
農業委員会委員が遊休農地を解消するために、
除草作業やトラクターで農地を耕して準備を行
いました。当日は国照寺保育園・富岡保育園・
都呂々保育園の園児が参加。委員に種のまき方
を教わると、夢中になって種をまいていました。
本活動は、10月に咲いたコスモスの摘み取り

❶

体験を予定しています。苓北町農業委員会を代
きん

じ

表して大仁田金次会長（志岐＝城下）は「10月
にきれいなコスモスが咲いたら花の摘み取りを

相手ゴールに迫る苓北中の選手

行います。楽しみにしていてくださいね」と園
児に話しました。
①活動に参加した農業委員会の委員さんと国照
寺保育園の園児たち
②みんなで一斉に種まきをする都呂々保育園の
園児たち
③上手に種をまけたよ♪

❷

熊本県中学校体育総合大会は７月17日㊏から熊

県内の13クラブチームでのサッカー大会「イル

本県内の各会場で行われ、苓北中学校はソフトテ

カカップ」は７月31日㊏と８月１日㊐の２日間、

ニス・ハンドボール・サッカーの３種目に出場。

麟泉運動公園および坂瀬川地区総合グラウンドで

県内の強豪校と熱戦を繰り広げました。各種目の

開催されました。町内からは昨年度の同カップ戦

結果は下記のとおりです。

覇者としてエボルピア苓北が２チーム出場。同チ

〇男子ソフトテニス個人戦

ームは準決勝でFCKマリーゴールドに惜しくも敗

荒木・林田ペア

❸

グラウンドに響く元気な声

小学生ソフトボール体験

自己ベストを目指して！

れ決勝進出とはなりませんでしたが、炎天下にも

準決勝進出（４位）

負けず天然芝のグラウンドを所狭しと走り回って

〇女子ソフトテニス個人戦
１回戦敗退

いました。

〇男子ハンドボール

準決勝進出（３位）

【大会結果】

〇女子ハンドボール

１回戦敗退

エボルピア苓北Ｕ-12

３位

〇男子サッカー

１回戦敗退

エボルピア苓北Ｕ-11

６位

櫻井・田尻ペア
№６

華麗に相手をかわしシュート！

№５

町内小学校水泳記録会

№３

日常的な英会話で楽しく町探検

苓北中学校が７月31日㊏、町内各所でEADを実施しました。EADとはEnglish Activity Dayの略で、日常
かん ざき ゆう し

ろう

的な英会話を使いながら、カフェひかりでのクッキングやボランティアガイド協会の神﨑雄志郎さんの説明を
うけながらの歴史探訪、イルカウォッチングなどを実施。当日は中学３年生の25人が参加し英会話での体験
と

ば

せ たい し

学習を楽しみました。このうち歴史探訪に参加した鳥羽瀬大志さんは、「町を歩いて歴史を学びながら英語を
話すことが、新鮮で楽しかったです」と笑顔で答えました。
ナイスバッティング！
あきら

息継ぎも上手です

苓北町ソフトボール協会（倉田明会長）は７月

令和３年度小体連苓北部会水泳記録会は７月28

31日㊏、農村運動広場で開催された第21回熊日

日㊌、志岐小学校プールで行われました。晴れ渡

旗小学生ソフトボール苓北大会にあわせ、ソフト

る青空のなか行われた記録会では、町内の小学

ボール教室を開催しました。教室には、町内の小

５・６年生が自由形や平泳ぎ・100ｍリレーなど

学生５人が参加。元気に声を出しながらキャッチ

に出場。会場から温かい拍手が送られるなか、一

ボールやティーバッティング、守備の練習などを

人ひとりが自己ベストを出すために精一杯取り組

こう き

行いました。教室に参加した田中滉己さん（志岐

みました。児童らは日頃の練習の成果を発揮し25

小学校４年）は、「ボールを打つのが楽しかっ

メートルプールをしっかり泳ぎ切っていました。

た」と嬉しそうに話しました。
15

広報れいほく ２０２１ ８月号

英会話を使いながら楽しくクッキング♪

ボランティアガイドの神﨑さんと富岡を探訪
広報れいほく ２０２１ ８月号

14

入賞作品を展示しています
あまくさ苓北観光協会では︑町の観
光名所であるおっぱい岩の魅力が伝わ
る写真︑動画を公式インスタグラムで
募集した﹁おっぱい岩フォト＆ムービ
ーコンテスト２０２１﹂の入賞作品を
展示しています︒
▼展示場所
①苓北町物産館︵カフェひかり︶
②かずま園︵坂瀬川西川内︶
③苓北町歴史資料館東角櫓
※③は現在休館中
あまくさ苓北観光協会︵商工観光
課内︶ ☎ ︱３３３２

い場合は最高３年以下の懲役または３
００万円以下の罰金に処されます︒
また︑長年耕作されず現況が荒れ地
となっていても︑転用を行う場合は許
可が必要です︒
工事を行う前には︑必ず地目を確認
されますようお願いします︒転用予定
の人は︑事前に農業委員会までご相談
ください︒
農業委員会 担当／松野
☎ ︱１２４５

次の住宅の入居者を募集します︒
▼募集戸数︵各１戸︶
１．町営住宅
▼坂瀬川 東折山団地Ｂ棟︵１階︶
〃
︵２階︶
▼富 岡 轟団地Ｄ棟
︵１階︶
▼都呂々 松原団地Ａ棟 ︵２階︶
〃 Ｃ棟 ︵１階︶
２．一般住宅
▼富 岡 新富団地
︵１階︶
▼受付時間
８時 分〜 時︵土日祝日除く︶
※先着順に審査し︑入居者が決定次
第︑募集を終了します︒
▼入居資格
次の要件を全て満たすこと
①同居親族がいること︵単身入居特
例有・婚姻予定可︶
②住宅に困窮していること

町営住宅・一般住宅の入居者を
随時募集中
募集します

35

▼

苓北夕やけマラソン２０２１
の中止について

月に開催を予定していた﹁苓北夕
やけマラソン２０２１﹂は︑新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止し
ます︒
教育委員会 担当／荒木
☎ ︱２１１１

特設人権相談所を開設します

農地転用には許可が必要です
農地などを住宅や工場などの建物の
敷地︑資材置き場︑駐車場︑道路およ
び山林など農地以外の用途に転用する
には許可が必要です︒
許可を受けずに転用すると︑工事な
どの中止や原状回復などを命じられる
場合があります︒また︑これに従わな

③世帯の所得月額が 万８千円以下
④国税・地方税を滞納していないこ
と
⑤申込者・同居親族が暴力団員でな
いこと
※一般住宅の新富団地は︑②④⑤を
満たすこと︵単身入居可︶
▼入居申込方法︑提出書類については
お問い合わせください︒
土木管理課 担当／野田
☎ ︱３３３１

２０２２年版県民手帳予約
受付のお知らせ

15

２０２２年版県民手帳の予約を受け
付けます︒各区で申込書を回覧します
ので︑購入を希望する人は回覧に住所︑
氏名︑希望の色と冊数を記入ください︒
▼費
用 １冊６００円︵税込︶
▼申込期限 ９月 日㊍
▼配布時期
月中旬から下旬予定
※県民手帳は︑予約受付で注文しなか
った場合でも書店などで購入できま
す︒
企画政策課 担当／山口
☎ ︱３３３４

16
広報れいほく ２０２１ ８月号
内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□

人権問題をはじめ家庭内のこと︑相
続問題︑金銭問題︑ご近所とのトラブ
ルなどで悩んだり︑お困りの人は︑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 ９月１日㊌
時〜 時
▼場 所 苓北町保健センター
▼相談員 苓北町人権擁護委員
税務住民課 担当／田中
☎ ︱１１１５

お済みですか？

新型コロナウイルスワクチン
接種申込

☎２２−３３４９
天草駐在員事務所
申
□

4
45
2
5
FAX 3

町内の 歳以上 歳以下の人を対象
とした新型コロナウイルスワクチン接
種が始まっています︒接種を希望され
る人で︑まだ申込書を提出していない
人は︑左記まで提出ください︒
また︑接種を希望しない人も︑意思
確認のため申込書の提出をお願いしま
す︒なお︑集団接種の申込は終了し︑
個別接種のみの申込となります︒
新型コロナウイルスワクチン接種
対策室
☎ ︱３３３０

②会社・医療法人・公益法人などの
法人設立に関すること︒
③遺言・相続に関すること︒
④内容証明書・契約書の作成に関す
ること︒
▼電話無料相談
▼日時
月１日㊎
時〜 時
▼場所 熊本県行政書士会館
▼電話番号
☎096 ︱385 ︱7301
▼街頭無料相談会
▼日時
月 日㊌・ 日㊍
時〜 時
▼場所 鶴屋百貨店
本館７階レストスペース
熊本県行政書士会
☎096 ︱385 ︱7300

﹁くま活サポート﹂登録者募集

※処遇は特別職国家公務員としての身分が保証され、宿舎費は無料です。食事、被服類、寝具については支給または貸与とな
ります。
※不明な点は天草駐在員事務所まで問い合わせいただくか、自衛隊熊本地方協力本部ホームページでも確認できます。
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熊本学園大学
（熊本市）
11月６日㊏
11月７日㊐
⑦防衛大学校一般
（幹部自衛官コース）

11

10月23日㊏
高卒者（卒業見込みを含む）
21歳未満の人
⑥防衛医科大学校医学科学生
（医師コース）

申 …申し込み先
□

広報れいほく ２０２１ ８月号

17

35

35

熊本地方合同庁舎
Ａ棟・Ｂ棟
（熊本市）
10月16日㊏
⑤防衛医科大学校看護学科学生
（看護師コース）

掲載希望は総務課広報係へ

10

毎年 月は
行政書士制度広報月間

熊本県と県内企業などが協力し︑県
内に就職する若者の奨学金返還やＵタ
ーン費用などを支援します︒
現在︑2021〜2023年度に就
職する人の登録を受け付けています︒
支援を受けるためには︑就職内定前に
あらかじめ制度に登録することが必要
です︒
■支援内容
奨学金返還支援額 最大456万円
赴任費用等支援額 最大 50万円
熊本県企画課
☎０９６ ︱３３３ ︱２０18

高卒者（卒業見込みを含む）
23歳未満の人

９月18日㊏

INFORMATION

熊本県行政書士会では︑毎年 月を
﹁行政書士制度広報月間﹂として︑行
政書士のＰＲ活動を実施しています︒
今年も次のとおり無料相談会を開催し
ます︒
▼無料相談内容
① 各 種 許 認 可 ・ 登 録 に 関 す る こ と︒
︵建設業・運送業・風俗営業・開
発・農地転用・車庫証明・車両登
録・在留資格など︶

④海上自衛隊航空学生
（パイロットコース）

天草市民センター
（天草市）
※ほか５ヵ所

18歳以上33歳未満の人
（32歳の人は応募資格年齢の起
②陸上・海上・航空 自衛官候補生 算日が種目ごと異なります。）

熊本地方合同庁舎
Ａ棟・Ｂ棟
（熊本市）
高卒者（卒業見込みを含む）
21歳未満の人

９月20日㊊
③航空自衛隊航空学生
（パイロットコース）

※身体検査など
（翌週希望日）

９月18日㊏
①陸上・海上・航空 一般曹候補生

試験会場

17

一次試験日程
受験資格
種
職

16

お知らせ
64

30

自衛隊熊本地方
協力本部ＨＰ

令和３年度

『陸上・海上・航空自衛官』募集のお知らせ

10

21

35

35

12

35

35

20

16

11

-11
11

35

☎
15

10

10

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

10

10 10

無料 39-0003（会計） 39-0002（税務/福祉） 39-0000（商工/農水/土木） 39-0001（水道）
電話 39-0004（企画） 39-0005（議会） 35-2111（教育委員会） 35-1233（調理場） 35-1111（総務課）

こせきの窓

７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

氏

名

西川内
赤﨑 麗翔（つぐと）
福岡県（福岡市） 田原新之助（しんのすけ）

保

護

者

区 名

出来町
白木尾
浦
浜之町
馬 場
木 場
西川内

氏

名

岡部 重忠
柗本シズヱ
外村美知子
荒木美紗子
道田 光孝
山﨑 徹也
赤﨑ヨシエ

年齢

男3,221人（△４） 女3,593人（△７） 世帯数3,113戸（＋２）

災害用伝言ダイヤル

１７１

局番なしの「171」に電話をかけると
伝言を録音でき、自分の電話番号を
知っている家族などが、伝言を再生
できます

90歳
90歳
81歳
86歳
84歳
82歳
96歳
ありがとうございました

●社協寄付（７月受付分）
松本
誠さん
岡部マサミさん
畑島 孝子さん
荒木 重幸さん
田中 松恵さん
山﨑 良子さん
●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ３.７.15〜Ｒ３.８.13）
山﨑 信親さん
（兵庫県） 戸北 雅三さん
（兵庫県）
黒瀬 哲朗さん
（熊本市） 中原 幹夫さん
（兵庫県）
林田 右紀さん
（愛知県）

９月５日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

12日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

19日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

20日
（月・祝） 天草慈恵病院

（午前：内、
整、
耳、
リハ／午後：内、
小、
耳、
リハ）☎37−1111
23日
（木・祝） 天草慈恵病院

（午前：内、泌、整、精、
リハ／午後：内、泌、小、精、
リハ）☎37−1111
苓北医師会病院 （代内）☎35−1133

※内
（内科）
、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）
、泌
（泌尿器科）
、精
（精神科）
、
代内
（代謝内科）

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。
広報れいほく ２０２１ ８月号

除期間および合算対象期間を合算した期間が10年

安心した生活を送るためにも、年金をもらう前

以上である場合に原則65歳から支給されます。し

に、ご自身の年金のことを年金事務所に相談して

かし、保険料を納めていないために老齢基礎年金

みませんか。本渡年金事務所でも毎日相談ができ

の受給資格を満たすことができない人や、満額の

ますので、是非ご利用ください。
イルス感染症対策のため、事前の予約が必要です。

う制度もあります。

だし、当分の間は、60歳以上で、（1）老齢基礎年

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

・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 ○

てご協力をお願いします。

を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年
金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。た
金を受けるのに必要な資格期間を満たしている人、
（2）厚生年金の被保険者期間が1年以上あることに
より受給資格を満たしている人には、65歳になる
まで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
年金をもらうためには、当然、年金請求という
手続きが必要ですが、繰り上げ請求や繰り下げ請

本渡年金事務所 ☎２４−２１１２
税務住民課 担当／髙戸 ☎３５−１１１５

求もでき、老後の生活設計にあわせた年金請求が

【常用一般分抜粋】 ８月２日現在

区 分
弔 慰
見 舞
御 祝
賛 助
接 遇
会 費
みやげ・記念品
その他
計

マスク着用や手指消毒など感染症予防対策も併せ

老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間があ

麟泉の湯
☎３５−３７７０
２日（木）・16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

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。

なお、現在、本渡年金事務所では新型コロナウ

老齢基礎年金を受給できない人は、任意加入とい

9月休館日のお知らせ

（令和３年７月処理分）

可能な仕組みになっています。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免

って、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間

用語解説

19

高齢期の生活設計にむけて、
年金をもらう前に年金相談を受けてみませんか。

※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。

９月休日当番医

26日
（日）

６，
８１４人（△11）※（ ）は前月比

９月１日 は 「防災の日」
（敬称略）

善意の寄附

令和３年７月末現在

達也・千尋
新吾・良子

※里帰り出産などで届出をされた人も掲載しています。

お悔やみ申し上げます

動き

町の

土木作業員

職

求 人 情 報

種

土木技術員（見習い可）

看護師（はまゆう療育園）

准看護師（はまゆう療育園）

介護員［生活支援員］
（はまゆう療育園）
土木現場監督
現場作業員
薬剤師

機械器具設置工事作業員

労務事務（天草慈恵病院）
一般事務

福祉美容師（正）

工場作業員

重機オペレーター
製缶工
とび工
配管工

プリント加工作業

年 齢

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

賃

金
（単位：円）

求人番号

不問

184,500円～203,000円

43060- 2988611

3人

59歳以下

205,000円～225,000円

43060- 3057111

3人

59歳以下

2人
1人
3人
1人

不問

59歳以下
不問

1人

40歳以下

1人

39歳以下

1人

59歳以下

1人

設備作業員

福祉理容師

人数

3人
2人

不問

64歳以下
不問

1人

35歳以下

1人

59歳以下

1人

59歳以下

2人

18歳～59歳

2人

18歳～59歳

2人
1人

18歳～59歳
不問

220,000円～320,000円
178,000円～193,000円
165,600円～177,600円
220,000円～310,000円
171,750円～194,650円
400,000円～450,000円
160,000円～200,000円
198,050円～279,600円
158,000円～201,200円

43060- 2991811
43060- 3060411
43060- 3067811
43060- 3081111
43060- 3082711
43060- 3090811
43060- 2967211
43060- 2936411
43060- 2915111

180,000円～500,000円

40010-41105211

172,600円～210,300円

43060- 2826911

143,000円～150,000円
169,750円～230,000円
200,000円～270,000円
200,000円～270,000円
200,000円～270,000円
137,000円～150,000円

42020- 8136411
43060- 2827111
42020- 7968911
42020- 7972411
42020- 7973011
43060- 2804511
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