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じいじ、ばあば
だいすき♡
お姉ちゃん、お兄ちゃん
たくさんあそんでね！！

皆に沢山可愛がって
もらって
大きくなるね♪
おか

べ

ひ

な

み

おか

岡部 妃菜美ちゃん

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

令和２年８月14日生

父・茂光さん

母・麻美子さん

じいじ、ばあば、
おもちゃとお洋服
たくさん買ってね♡

父・裕希さん

母・小百合さん

information

10月・11月で満１歳になる
お子さんの写真を募集します

申込方法 鮮明に写っているお子さんの
写真１枚（デジタルデータ可、ＵＳＢ可）に
右の必要事項を添えて持参、郵送、メー
ルのいずれかの方法でお申し込みくださ
い。※写真やデータは返却いたしません。
申込期限 11月５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11月号
内 ２０７
総務課広報係 ☎〇
matsuura-yy@town.reihoku.lg.jp

うえ

しん

げん

▼

令和２年８月３日生
父・奨弥さん

母・舞さん

15

極早生ミカンを収穫する村上さん

編集後記

家で焼きたてパンが作れる﹁ホ
ームベーカリー﹂を買いました︒
以前から愛用していたのですが︑
突然壊れて使えなくなってしまい︑
今回で２台目︒焼きたてパンはと
てもおいしく︑ついつい食べ過ぎ
てしまい︑私のおなかもパンのよ
うにふっくらに▼ふっくらといえ
ば 先 日 ︑ 先 輩 か ら﹁ 松 浦 く ん ︑ 涼
しくなってきたけんもうすぐ自転
車 通 勤 が で き る ね ～ ﹂と 一 言 ︒ 私
の自宅から役場まで︑自転車で約
分︒実は昨年︑何度か自転車通
勤をしていました︒車の便利さに
甘え︑ここのところサボり気味に︒
ぽっこりおなかを解消するために
も再開してみようかな～▼極早生
ミカンの収穫を取材した時のこと︒
﹁食べてみらんね？﹂といただいた
ミカンは︑酸味と甘みのバランス
も良くその場でペロリ︒もともと
果物があまり得意ではない私でも︑
美味しく食べられた﹁極早生ミカ
ン﹂︑みなさんにも是非たべてほ
しい苓北一押しの
﹁秋の味覚﹂です
︵松浦雄也︶

令和３（2021）年９月21日発行［毎月21日発行］

■ 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９月21日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター
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岡田 麻愛ちゃん

令和２年８月21日生

【坂瀬川在住】

９

い

【志岐在住】

尾上 心絃くん

― 極早生ミカンのシーズン ―

ま

【志岐在住】
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１歳おめでとう。
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－HAPPY BIRTHDAY－

熊本県内全域

期間：９月30日㊍まで

「まん延防止等重点措置」の適用が延長！
９月９日㊍、熊本県に対し９月12日㊐まで適用されていた「まん延防止等重点措置」について、

９月３０日㊍まで延長することが決定しました。新型コロナウイルス感染症は、天草管内において

も依然として感染者が相次いでおり、特に、職場内感染、家庭内感染による感染が広がっています。
町民皆さまには、引き続き県内外を問わず感染が拡大している地域への不要不急の外出や移動を

控えるようご協力をお願いします。
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P02

もくじ・カレンダー

P04

がん検診をうけましょう

P03

利用制限

P06

知っていますか？ポリファーマシー

P07

国民健康保険・後期高齢者医療制度に関するお知らせ

P08

マイナポイント期間延長／家屋の解体工事

P09

苓北町情報職員募集

宝くじに関するお知らせ

P11

まちのわだい

P12

みんなのひろば

P14

利用時間

体育館・グラウンド 苓北町内の人のみ

原則90分以内

温泉センター

苓北町内の人および会員券利用者のみ

午後８時まで

温泉プール

苓北町内の人および会員券利用者のみ

原則90分以内

老人福祉センター

苓北町内の人のみ

午後８時まで

今月の一枚

新型コロナウイルスに関するお知らせ

P10

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
施設名

広報れいほく９月号

富岡公民館（稲尾広幸館長）が９月９

地域おこし協力隊「やどかり太郎」

P15

日㊍、そば栽培体験会を実施しました。

チームぱくぱく／ひだまり

P16

初めての取り組みとなる本体験会には、
町内から５名が参加。これから年末に向

たっしゃかもん／社会福祉協議会だより

P18

けて刈り取りや脱穀、製粉体験などが行

おしらせ

P20

われる予定です。おいしいそばを食べる

How to ねんきん／求人募集

P21

のが楽しみですね。

こせきの窓

午後９時までには帰宅できるようご協力お願いします。

２

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。

観光施設の利用制限について
施設名
白岩崎キャンプ場
苓北町歴史資料館
熊本県富岡ビジターセンター

利用制限

2021

10

日

月

October
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

苓北町内の人のみ
当面の間休館

※利用制限は熊本県内のリスクレベルおよび天草管内の感染状況により決定しています。

10月
２日 【大型ごみ】西川内/和田/浦/
鶴
９日 【大型ごみ】中尾/志岐山/平
山/城下/釜/西原
16日 【大型ごみ】元袋/尾越/春の
迫/一丁目/二丁目/三丁目
23日 【大型ごみ】萱の木/唐干田/
小松/浜/古里/上/年柄
30日 【大型ごみ】中通/天神木/馬
場/紺屋町/白木尾/内田
31日 マイナンバー申請・交付窓口開設

2021

11

日

月

November
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

11月
13日 【大型ごみ】四丁目/五丁目/
新町/出来町/八区
20日 【大型ごみ】本郷/狸河内/大
河内/松野/中村/涼松
27日 【大型ごみ】松原/中/小路/川
向/木場
28日 マイナンバー申請・交付窓口開設

●＝家庭用大型ごみ無料収集の日

新型コロナウイルスワクチンの接種状況について
健康増進室

☎35-3330

町の新型コロナウイルスワクチンの接種状況は以下のとおりです。ワクチン接種後も三密を避け、

うがい、手洗いやマスク着用の徹底について引き続きご協力をお願いします。

人、２回接種が完了した人が、5,257
人です。区分別（12歳以上15歳以下、

12歳以上
15歳以下

ています。

16歳以上
64歳以下

▼ワクチン接種者数
接種者数（対象者）
6,400人中
接種１回目
5,585人（87.3%）
接種２回完了
5,257人（82.1%）
3

広報れいほく ２０２１ ９月号

機械と手作業でミカンの色合いや大きさなどを一つ一つ丁寧に選
９月13日現在

ＪＡ果樹指導員の本田幸一さんは、「今年は春先の天候に恵ま
れたため生育が良く、例年より開

77.2

花が１０日ほどはやかった。酸味と

84.9

甘みのバランスが取れた、味の良

91.9
90.7

高齢者
（65歳以上）
0

れるほか、町内の直売所などで販売されます。

58.1

35.9

20

40

接種率１回目

別し、段ボールに箱詰めされました。町内では現在約４０戸のミ
カン農家が極早生ミカンを露地栽培され、主に関東方面に出荷さ

87.3
82.1

全体

16歳以上64歳以下、65歳以上）の接種
率については、右図のとおりとなっ

の温州ミカンの出荷が始まりました。本所内にある選果場では、

町内のワクチン接種率

うち、接種１回目の行った人が5,585

ＪＡれいほくでは９月７日㊋、県内で今年度一番となる極早生

60

80

接種率２回目

いみかんに仕上がっています」と
100
（％）

話しました。作業は今月いっぱい
まで続き、例年より多い１１０トン
のミカンが出荷される見込みです。

▲一つ一つ丁寧に確認する様子
今年の食味は良好とのことです

▲

９月13日㊊現在、対象者6,400人の

極早生ミカンの出荷はじまる

広報れいほく ２０２１ ９月号

2

早期発見・早期治療のために、

がん検診を受けよう

がんは、昭和55年以降、熊本県内の死亡原因の第１位です。がん検診の目的は、がんを早期に
発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡率を減少させることです。無症状のうちにが
んを早期発見するために、がん検診を受診しましょう。

苓北町の受診率は目標に届いていません

苓北町のがん検診受診率の目標は40％ですが、受診率は年々低下傾向にあります。令和２年
度は、新型コロナウイルス感染拡大により、受診率の減少が見られています。
がんの進行は種類によって異なり、検診を受けないことでがんの発見が遅れてしまい、治療が
手遅れになる場合もあります。毎年「がん検診」を受けることで、早期発見・早期治療につなが
ります。

（参考）国民健康保険加入者のがん検診受診率
40.0
30.0
20.0

31.7

36.0
27.5
22.2

34.1

32.5

Ｒ１

Ｈ30

50.0

Ｒ２

町の目標
31.7 31.0

23.6

28.0 27.8
20.5

24.7

15.3

15.3

10.0
0.0
（％）

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

地域保健・健康増進事業報告より

がんは死亡原因の第１位であり、２人に１人
はがんにかかると言われています。
部位別にみると、気管、気管支および肺がん、
大腸がん、胃がんの順になっています。

その他
32.3％

誤嚥性肺炎
4.7%

受診方法を選ぶ

受診する病院に電話予約

①病院で受ける
加入中の医療保険者にかかわらず、町が委託
している病院にて１つまたは複数を組み合わ
せて受診できる検診です。

町が委託している病院の種類
については、健診意向調査時
に配布している
「苓北町健康診査
のご案内」または
健康増進室までお
尋ねください。

②人間ドックで受ける
苓北町国民健康保険加入者で30歳以上の人
を対象とする総合的検診です。
検診種類と内容
検診種類
胃がん検診

内

肺炎 6.3%

がん
28.3％

心疾患
19.7％

脳血管疾患
8.7%

検診で「がん」が発見され、治療につながっています
毎年がん検診で数件のがんが発見されています。有効性の確立されたがん検診をより多くの人が
うけることが、がんの早期発見につながります。
年度

胃がん

肺がん

大腸がん

子宮がん

乳がん

合計

令和元年

２名

２名

０名

０名

０名

４名

容

対象者

レントゲン検査または内視鏡検査
かくたん

40歳以上

40歳以上
（喀痰検査は50歳以上）

肺がん・結核検診

レントゲン検査、必要者のみ喀痰検査

大腸がん検診

便潜血検査

40歳以上

子宮頸がん検診

子宮頸部の細胞診

20歳以上の女性

乳がん検診

マンモグラフィまたは超音波

40歳以上の女性

前立腺がん検診

血液検査

50歳以上の男性

がん検診で早期発見したことでがんを克服できました
（60代／女性）

熊本県人口動態調査報告より

広報れいほく ２０２１ ９月号

受診方法

腎臓の腫瘍が見つかったＡさん

死因の約３割はがんです

5

苓北町で受けられるがん検診

人間ドックの腹部超音波検査で、腎臓に腫
瘍が見つかり、手術をしました。結果は良性
でしたが、放っておくと大きくなって破裂す
る可能性もあるとのことで、悪性にしろ良性
にしろ取らなければならないものだったよう
です。
手術から１年経ちましたが、
問題なく経過しています。人
間ドックを受けていて良かっ
たです。がん検診や人間ドッ
クは、毎年受けることが大切
だと思います。

食道がんが見つかったＢさん
（70代／男性）
４年前、人間ドックの胃カメラで食道がん
が見つかりました。その後すぐに内視鏡手術
を行い、10日間入院しました。手術は、全
身麻酔だったので痛みもなくあっという間に
終わりました。退院後は、年に１回の定期検
査だけで、今のところ経過は良好です。「良
く見つけてもらったね」と医
師から言われるくらい早期だ
ったので、本当に良かった。
皆さんも是非、人間ドック
やがん検診を受けてくださ
い。

健康増進室

☎35- 3330

広報れいほく ２０２１ ９月号

4

事故などによる病院受診には届出を！
国民健康保険・後期高齢者医療制度
健康増進室

担当／宮﨑・山下

☎35-3330

交通事故や他人の飼い犬に噛まれたなどの第三者行為が原因で保険証を使用する場合は、

「第三者の行為による被害届」の届出が必要です。

・交通事故によるケガ（自動車での交通事
故を含む）
・他人の飼い犬に噛まれたことによるケガ
・他人の料理（購入商品含む）による食中毒

届出に必要なもの
・国民健康被保険者証または後期高齢者医
療被保険者証
・印鑑
・事故証明書（交通事故の場合）

示談する前に相談を！

第三者行為に
被害者
（被保険者） よる被害届

町
（保険者）
立て替えた
治療費の請求

加害者
（相手方）

被害届の提出をする前に第三者（加害者）から医療費を受け取ったり示談をしたりすると、町
（保険者）が医療機関に支払った医療費を第三者に請求できなくなる場合があります。
その場合、後日思わぬ問題が生じる恐れがありますので、示談を行う前に必ず相談くださ
い。

国民健康保険加入者の高額療養費申請について
同じ月内の医療費が高額となり自己負担限度額を超えた場合、町に申請手続きを行うこと
で、その差額分が高額療養費として支給されます。対象者には、受診した月から約２ヶ月後に
町から申請の勧奨通知を送付します。通知が届いたら、申請書の裏面に記載されている通院記
録を確認し、領収書を添付のうえ申請ください。
※自己負担限度額は、年齢によって要件が異なりますので、詳しくはお尋ねください。
※領収書がない場合は、申請を受け付けられない場合があります。
※高額療養費の申請期限は、診療月の翌月１日から２年間です。

申請に必要なもの
・国民健康保険高額療養費支給申請書
・印鑑（認印可）
・領収書（レシート不可）
・世帯主の通帳
・国民健康保険被保険者証

7

広報れいほく ２０２１ ９月号

健康増進室

担当／池田

☎35-3330

ポリファーマシーとは、ポリ
（複数の）とファーマシー（調剤）をあわせた言葉で、多くのくすりを
います。単に服用するくすりの数が多いことではありません。

治療費を
立て替え払

病院受診

ポリファーマシー

服用しているために、副作用をおこしたり、きちんとくすりが飲めなくなったりしている状態をい

医療機関

第三者行為の例

知っていますか？

高額療養
費
支給申請
書
申請書
裏面を
チェック

高齢になると、複数の病気を持つ人が増えてきます。病気の数が増え、受診する医療機関が複数
になることもくすりが増える原因となります。
75歳以上の高齢者の４割は５種類以上のくすりを使っていると言われています。６種類以上に
なると、副作用を起こす人が増えるというデータもあります。

なぜ、高齢者では副作用がおこりやすいの？
高齢になると、肝臓や腎臓の働きが弱くなり、くすりを分解したり、排泄したりするのに時間が
かかるようになります。また、くすりの数が増えると、くすり同士が相互に影響し合うこともあり
ます。
そのため、くすりが効き過ぎたり、効かなかったり、副作用が出やすくなったりすることがあり
ます。

いつもと違うと感じたら？
眠気

めまいやふらつき

気分がしずむ

おしっこが出にくい

物忘れ

便秘

食欲低下
くすりを飲んでいて、このような症状が出たときは、医師・薬剤師に相談しましょう。く
すりが追加されたり、変わったりした後は特に注意が必要です。
勝手にくすりをやめたり、減らしたりするのは禁物です。くすりによっては、急にやめることで
症状が悪化し、思わぬ副作用が出ることがあります。

日ごろから注意しておくことは？

かかりつけの医師や薬剤師を持ち、処方されているくすりの情報を把握してもらってお
くと安心です。くすり以外で毎日飲んでいる健康食品やサプリメントがある場合は、その情報も伝
えましょう。
また、自分の処方されているくすりが分かるように、お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳は
１冊にまとめておきましょう。
広報れいほく ２０２１ ９月号
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苓北町情報職員募集
【問い合わせ先】 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

期間
延長

マイナポイントの

申込みは2021年12月末まで

2021年４月末までにマイナンバーカードを申請した人はマイナポイントの付与対象となります。
※すでにマイナンバーカードを取得されている人も期間延長の対象となります。

？

マイナポイントとは…

マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選ん
だキャッシュレス決済サービス
（※）でチャージやお買い
物をすると、そのサービスで、利用金額の25％分のポイ
ントがもらえるのが「マイナポイント」のしくみです（一
人あたり５，
０００円分が上限）。

採用予定日

※ＱＲコード決済（○○Pay）や電子マネー（交通系のＩＣ

令和４年４月１日㊎

受付期間

令和３年９月27日㊊から10月15日㊎まで

申込方法

インターネット
（電子申請）のみ

▼試験職種および採用予定数など
区

分

職

高等学校卒業程度

［

民間企業等
職務経験

］

種

一般事務
（情報）

採用予定数

受験資格

１人程度

昭和４６年４月２日以降に生まれた人で、民
間企業などで情報処理技術者またはＩＣＴ関
連業務の職務経験が５年以上ある人

▼一次試験
期日：10月20日㊌～30日㊏
▼一次試験の内容
ＳＰＩ３－Ｇ（性格検査・基礎能力検査）
※受検依頼メールが届くので、上記期間内で都合の良い時間・場所でインターネット環境
に接続できるパソコンから、受検用URLにより受検サイトにアクセスして受検。
▼二次試験
期日：11月７日㊐
▼二次試験の内容
個別面接試験・筆記試験
▼申込方法
苓北町ホームページ
（https://reihoku-kumamoto.jp）
にアクセスし、専用フ
ォームから申し込みください。詳しくは、ホームページ掲載の実施要領を確
認ください。
9
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カードなど）、クレジットカードなどのことです。

マイナポイントの申込みは、役場
税務住民課でもできます（クレジッ
トカードなどは一部申込できない場
合もあります）。
分からないことが
ございましたらお尋
ねください。

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 申 請 は お 済 み ですか？
９月の休日開庁日は９月２６日
（日）
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。
（事前予約が必要です。☎３５－１１1５）

補助します！

家屋の解体工事

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。
今回は廃屋の解体工事のみを対象とします。補

助金の交付を希望される人は、申請ください。

▼補助対象者 次の①～④をいずれも満たす人
①町内にある廃屋の所有者で解体を予定してい
る人（住所要件を要しない）
②実施する解体工事について、町内施工業者と
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

企画政策課

担当／山口

☎35−3334

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。
▼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 ９月21日㊋から随時募集
※閉庁時を除く。申請が町予算に届き次第終了
します。
▼提出書類 補助金交付申請書および添付書類
提出書類の様式は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。

広報れいほく ２０２１ ９月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

おいしいおコメを召し上がれ

№１

九州の強豪と激突！

№２

ソフトテニス荒木・林田ペア

水土里ネット苓北

水土里ネット苓北(土地改良区)が９月６日㊊、

九州中学校ソフトテニス競技大会個人戦（九州

志岐小学校、富岡小学校５・６年生にコメを贈り

中体連）は８月６日㊎、長崎市総合運動公園かき
とう

どまり庭球場で開催され、苓北中学校から荒木冬

ました。

ご

ゆう と

今回贈られたのは、４月に同団体が実施した

伍、林田優人ペアが熊本県代表として出場しまし

「田んぼの学校inれいほく」で児童が植えた苗を

た。同ペアは九州各県の大会を勝ち抜いた強豪と

収穫したおコメです。例年は児童らで稲刈り体験

激突。相手チームとの力の差もほとんどなく素晴

を実施しますが、新型コロナウイルス感染症のた

らしい戦いを繰り広げましたが、惜しくも予選リ

め断念しました。土地改良区の倉田明理事長は

ーグ敗退となりました。

あきら

宝くじの収益金の一部は町の事業に活用されています
「ハロウィンジャンボ・ハロウィンジャンボミニ」宝くじ
が、９月22日㊌から10月22日㊎まで全国の宝くじ売り場で発
売中です。今回発売の「ハロウィンジャンボ」や７月に発売
した「サマージャンボ」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。
また、各種宝くじはインターネットからも購入できます。
企画政策課

「お米は苗づくりから刈り取りまで、一つ一つを

担当／酒井

☎35−3334

公益財団法人熊本県市町村振興協会

丁寧に作業することで立派に実ります。みなさん
も毎日をしっかり積み重ね、成長してください」

宝くじ公式サイトで
宝くじの購入が
できます！

と児童らに話しました。

❶

①九州大会に出場した荒木・林田ペア
②サーブを放つ荒木冬伍さん

おいしいおコメをたべてください♪

宝くじの助成金で備品を整備

総務課 担当／田平
内 ２０８
☎〇

今年度、内田区防災会が一般財団法人自治総

天草地区商工会青年部連絡協議会

合センターの「コミュニティ助成事業(宝くじ
の受託事業収入を活用した社会貢献広報事業

とも のり

苓北町商工会青年部（溝上智法部長）は８月30日㊊、

)」の採択を受け、防災発電機１台の整備を行

タコをかたどったストラップ「合格タコストラップ」

いました。

を苓北中学校３年生59名にプレゼントしました。これ

この事業は、地域のコミュニティ活動の活性

は天草地区商工会青年部連絡協議会の事業の一環とし

化を目的に、活動に必要な備品の整備などに対

て毎年実施されており、ストラップはタコの英語表記

して助成が行われるものです。

「オクトパス」と「置くとパス（合格）する」の語呂
合わせで、受験や就職の合格を祈願するお守りとして

コミュニティ助成事業
№３

タコ型のストラップで「合格祈願」

製作されました。

❷

❶

今後は主に内田区内での防災訓練や災害が起
こった際の非常用電源として有効に活用され、
さらなる自主防災組織の強化が期待されます。

だい

代表でストラップを受け取った、生徒会長の桃田大
き

暉さんは、「私たちのために合格祈願をしてくださり、
ありがとうございました。これから私たちの将来のた

（一財）自治総合センターでは、宝くじの

めに一人ひとりが頑張っていきますので、今後も応援

社会貢献広報事業として宝くじの受託事業

をよろしくお願いします」と感謝の思いを伝えました。

収入を活用した「コミュニティ助成事業」

①溝上青年部長からストラップを受け取る桃田生徒会長
②受け取ったストラップに笑顔を見せる３年生
11
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を実施しています。
❷

宝くじ助成金で整備された備品（三区集会所）
広報れいほく ２０２１ ９月号
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年少・年中 ぐみ のおともだち

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

富岡保育園

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

（作品）造形あそびが大好きな子どもたちです。今回段ボールに絵の具で塗ったり、書いたり、
手で触ったり自由に表現することの楽しさを味わいました。真剣な表情は、どの子もまるで小
さいアーティストのようです。

総務課広報係
内２０７
☎○

小学生の作品

『くらげちょきんばこ』
志岐小学校１年

田中

りょうや

稜也 さん

ぼくは、くらげのちょきんばこを作り
ました。お金を入れると音がなります。
クラスの自慢

学校自慢

どんなこともあきらめず、
できるようになるまで友だ
ちと一緒に力を合わせてが
んばっています。

都呂々小学校１年
13
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クラスから先生へ

いつも一緒に勉強やそうじを
してくださってありがとうご
ざいます。これからもがんば
ります。

（男子１人

女子５人

計６人）

先生からクラスへ

毎日みなさんとお話をして、
とっても楽しいです。
これからもたくさんおしゃべ
りしましょうね(^^)

目の大きさを同じにするとことがむずか
しかったです。くらげがいっぱいになる
ように、ちょきんします。

担任：大津 陽子先生
広報れいほく ２０２１ ９月号
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＝家族で一緒にクッキング＝

。く
庭で らしに
家

食

♥
♥

。
育を

地域
で。

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。

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

夏が旬のかぼちゃですが、

冬至にかぼちゃ

NO.14

といわれるよう

に長期保存ができる食べ物です。かぼちゃにはビタミン類が豊富
で、免疫力アップや、抗酸化作用もあります。今回は、米粉を使
用して簡単に出来る「かぼちゃシチュー」を紹介します。あっさ

地域おこし協力隊 関根

りとした口当たりに仕上がり、離乳食にも応用できます。

今月のRECIPE
かぼちゃシチュー

● 作り方

①材料は食べやすい大きさに切る。
②鍋にバターを溶かし、かぼちゃ以外の材料を炒める。
③少な目に水を加えて煮込む（後から牛乳を入れる為）。コンソ
メも入れる。
④人参に少し火が通ったところで、かぼちゃを加える。
⑤材料に火が通ったら、米粉を牛乳で溶いて少しずつ混ぜながら
加えると、すぐにとろみがついてくる。
⑥塩やシチュー顆粒などで、味を調える。

● 材料

【１人分】エネルギー：131kcal
タンパク質：8.2g 脂質：2.1g
炭水化物：20.9g 食塩相当量：0.7g

※４人分

〇玉ねぎ………２５０ｇ
〇人参…………１００ｇ
〇かぼちゃ……２５０ｇ
〇しめじ………４５ｇ
〇鶏肉…………８０ｇ
〇バター………２ｇ
〇コンソメ……４ｇ
〇米粉…………２０ｇ
〇牛乳…………１００㏄

（塩少々、シチュー顆粒８ｇ、薄口
少々）

▲ハイブランド系

▲ポップアート風

▲和柄

〜活動の足跡〜
昨年度、苓北町の観光スポットのおっぱい岩を活用した地
域振興活動を考え、おっぱい岩をモチーフにしたロゴをデザ
イナーに依頼して制作しました。「ポップアート風」
「ハイブ

都呂々保育園のお友達

ランド系」
「和柄」の３種類のおっぱい岩ロゴマークが完成し
ました。現段階では、町内事業所とお土産品としてのグッズ

少しずつ秋の気配が感じられるようになって
きましたね。支援センターでは、施設にある柿
の実が色づきはじめました。畑に植えたサツマ
イモも、もうすぐ収穫の時期を迎えます。秋の
味覚をたくさん楽しみたいですね。

一時預かりサポート事業を実施しています
ちょっとした用事を済ませたい時など、お子さ
んを１〜２時間お預かりします。
☆利用料…………１時間100円
町内 在
☆利用できる日…支援センターの開所日 親子 住の
対象
詳しくはお気軽にお尋ねください。

■開設日時
■開設場所
15

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎31−1365
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すべり台
に登れた
よ

ふ れ あ い 広 場

さん
ねずみ いね〜♪
かわい

苓北町子育て支援センター

Ｑ：赤ちゃんの寝相が悪く、気づくと毛布から出て
寝ています…。
Ａ：赤ちゃんは大人に比べて浅い眠りの時間が長い
ため、眠っていても身体がよく動いています。
動くと服もめくれてしまい、これからの季節は
寝冷えも心配ですね。肌着をつなぎのロンパー
スにしたり、すっぽりと身体を包み込むスリー
パーを着せたりして対応しましょう。

子育て支援センター公式ＬＩＮE
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。

登録してね
♪

しずつ広がりが生まれてきました。今後は、「くまモン」の
ように町内の皆さんがさまざまな場面で活用していただけれ
ばと考えています。
自然由来の天然インクを使い、シルクスクリーンの版で古
着へのワンポイントペイントを刷った様子を動画にしました。
レイアウト・色の調整、グッズ化へ向けての商品イメージ

▲おっぱい岩ロゴ活用
シルクスクリーンペ
イントの様子

ママたちのＱ＆Ａ

開発やあまくさ苓北観光協会のユニフォームへの活用など少

▲おっぱい岩マグカップ
【11月から内田皿山焼で販売開始予定】

画像作り、印刷データ制作など承ります。おっぱい岩のロゴ

▲富岡港土曜港市
の様子

活用に興味ある人は、商工観光課（TEL 35-3332）までご連
絡ください。

〜 苓 北 の 港 〜
苓北の美味しい魚といえば「サバ！」といわれ、毎週開
催されている富岡港の土曜港市には地元の皆さんが新鮮な
サバを求めて列をつくります。新鮮なサバは、生簀で１日
ストレスを抜いたあと、通称「サバ折り」といわれる締め
方で、サバの首の骨を折り血抜きをして新鮮な状態で売ら
れていました。海の環境、漁師さんの知恵と工夫、港との
連携が苓北の美味しいサバ文化の秘訣でした。
富岡港の土曜港市にはサバの他にも美味しい季節の魚が
集まります。コロナ収束後に、美味しい魚を求めて遠方か
ら人が集まるような場所になるように富岡港の様子を情報
発信していきます。
やどかり太郎
いけす

ひ

けつ

▲サバ折り直後の血抜き処理中の新鮮なサバ
広報れいほく ２０２１ ９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。

○住居確保給付金
～家賃相当額を支給～

輝いています！

離職などにより住居を失った人、または失うおそ

れの高い人に、就職に向けた活動を行うことなどを

条件として、一定の期間、家賃相当額を支給します。

町内

生活困窮者自立支援制度
（自立相談支援事業）のお知らせ
苓北町社会福祉協議会では、生活困窮者自立支援

制度（自立相談支援事業）の相談窓口を開設してい
ます。

参加による社会福祉コミュニティづくりを実現する

本年も、10月1日から12月31日までの３カ月間、

進します。

けあいの心から行われる共同募金運動を積極的に推
町民皆さまには、さらなるご支援とご協力をお願

ます。

いします。

などへの訪問相談も行いますので、お気軽に問い合

あなたの町の募金は、
あなたの町のために使われています。

わせください。

＜主な支援内容＞
○就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「周囲の人と

のコミュニケーションがうまくとれない」など、す
ぐに働くことが心配な人に、就労に向けた訓練や就
労の機会を提供します。
○家計相談支援事業
～家計の立て直しについてアドバイスします～

家計状況の課題を整理し、自ら家計を管理してい

けるように、状況に応じた支援計画の作成や貸付の

苓北町共同募金委員会
（苓北町社会福祉協議会内）
☎３５−１２７０

無料でお譲りします

福祉機器リサイクルコーナー
バウンサー

▼

～就労への第一歩です～

１台

斡旋などを行います。

○子どもの学習援助事業
～子どもの明るい未来をサポート～

子どもの学習支援や居場所づくり、進学、高校の

中退防止などについて、子どもとその保護者に必要
な支援を行います。
○一時生活支援事業
～宿泊場所や食事等の提供～

決まった住居のない人に、一定期間の宿泊場所と

食事などを提供しながら、自立した生活に向けた支
援を行います。
17

広報れいほく ２０２１ ９月号

（昭和１１年４月１２日生まれ）満８５歳

ため、多様な民間社会福祉活動を財源面から支援す
る役割を果たすことが求められています。

▼申込受付期限
希望する人は、10月８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、10月11日㊊午前９時から、苓北町保健

センターで行います。

た

平 田 ワ カ エさん

この運動は、地域福祉の推進を目的として、住民

相談員が、各ご相談に対応できる機関や制度、団

来所でのご相談のほか、電話でのご相談やご自宅

ひら

に支えられ75回目を迎えました。

新しい寄付の文化の創造を目指し、住民相互のたす

体などと連携し、皆さまの地域生活のお手伝いをし

「ばあちゃん」と言ってきてくれる。
孫たちの成長が楽しみです！

赤い羽根共同募金運動は、住民相互のたすけあい

健康面、生活面、経済面など、どのような内容で

もお気軽にご相談ください。

No.244

赤い羽根共同募金運動に
ご協力ください

浜区在住

問 好きな食べ物
〈プロフィール〉
苓北町都呂々木場で田中家の８人兄妹（男４
人・女４人）の末っ子の四女として生まれる。小
学校は木場小学校であったが、中学校は都呂々中
学校で、歩いての通学で距離があったので親も子
も心配が多く大変であった。
当時は自転車通いの男の子が１人いたくらい
で、後はみんな歩いての通学が当たり前でもあっ
た。
卒業後は就職があまりなく、ワカエさんは姉の
子どもの子守りの手伝いをしたり、若松市（現在
の北九州市）に行って農業の仕事をしたりしてい
た。トマト・キュウリやキャベツなどの栽培が主
で、都呂々や福連木からは同じようにして、多く
の人が若松市でその農業の仕事をしていた。仕事
が休みの時は友達と出かけて、戸畑（福岡県）の見
物に行ったりしていた。
しばらくして、ワカエさんの兄の紹介でのちに
ご主人となる満男さんに出会う。兄の「ちょっと
会ってみないか」の言葉から、昭和３４年３月２
日に結婚をすることになった。結婚後は４人（男
２人・女２人）の子宝に恵まれる。（現在は、孫が
７人、ひ孫が２人いらっしゃる）
そして、結婚して約半年後の９月１４日に忘れ
もしない出来事が起こる。大きな台風がきて大波
に襲われて、タンスの洋服も流されてしまい着の
身着のまま避難をして大変な苦労をしたことであ
る。
それから月日が流れ、昨年４月にご主人の満男
さんが亡くなられて寂しい思いもあるが、今のワ
カエさんにとっての一番の楽しみは孫・ひ孫の成
長である。本渡に住んでいるお孫さんが、ペット
サロン
（トリミングサロン紅～kou～）を最近オー
プンされたこともその一
つである。
「孫たちが『ばあちゃ
ん』と言って遊びに来て
くれるのが楽しみです」
ワカエさんは笑顔で話
しました。
可愛いひ孫たちと一緒に

※ワカエさんが話された内容で掲載しております。

そうねえ〜生魚は苦手だけど煮付けは食べるし、アワビやイ
カ・タコは好きです。あと、エビのみそ汁が好きです。肉とか
野菜は、普通に食ぶっとです。

問 好みの異性のタイプは
私は、楽しい人が好きです。芸能人で言うと、（活動休止はし
たけど）ジャニーズアイドルの「嵐」が好きでした。特に、相
葉くんがおもしろいので良かですね（笑）

問 私の趣味
テレビで歌番組を見ますね、演歌とか。それと、夜に眠れない
時にぴんからトリオの出ているラジオを聴きます。聴くと落ち
着いて眠れます。

問 私の健康法
毎日の日課で、朝から犬の散歩に行きます。だいたい５００メ
ートルくらいは連れて歩くので、それが自然と運動になってい
るかもしれないですね。

問 思い出
造園土木の仕事に勤めていた時に、みんなで楽しく働けたこと
です。良くしてくれる仕事仲間が多かったですし、昼の休憩も
楽しかったです。
それと別の話ですが、旅行でお姉さんたちと一緒に長崎の佐世
保に行ったことが心に残っています。ハウステンボスが楽しか
ったですね。

問 町へのメッセージ
お父さん（ご主人の満男さん）が病院
に入院している時に、バスの便があっ
たら良かったのですが、当時はなくて。
でも今は町の無料バスがありますし、
10月からは新しく今までよりもこま
か（小回りの利く）バスが始まり便利
になるようなので助かりますね。

十万山公園での記念の一枚

▼

心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ

苓北町共同募金委員会

▼

社会福祉協議会
だより

広報れいほく ２０２１ ９月号

16

①売手側

売手である登録事業者は、買手である取引相
まります。

▼受講料 無料
※ただし︑教科書代や小農具・保険料
などの実費負担有り
▼募集期間
▼前期募集
９月 日㊋から 月 日㊎まで
▼後期募集
令和４年１月５日㊌から１月 日
㊎まで
熊本県立農業大学校研修部
☎０９６ ︱２４８ ︱６６００

10

苓北町に住所を有し、調理師免許をもつ人ま

たは、学校給食の調理ができる人

18
広報れいほく ２０２１ ９月号
内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□

10

60

15

30

▼応募条件

30

時

付して学校給食共同調理場へ申し込んでくださ

20

１人

書の作成に関すること
電話無料相談
▼日時
月１日㊎
時~
▼場所 熊本県行政書士会館

（勤務日数および勤務時間は夏休みなどで変

21

（〒863-2503 苓北町志岐410番地）
じ支給（２㎞以上より）

︵熊本市中央区水前寺公園
︱ ︶
▼☎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
︵熊本市中央区手取本町6 ︱1︶
熊本県行政書士会
☎096 ︱385 ︱7300

事項を記入し、３か月以内に撮影した写真を貼

13

自宅から役場までの片道距離に応

36

※月10日程度勤務

66

苓北町学校給食調理場
▼通勤手当

▽申込先
７，
０６９円／日額

16

13

学校給食共同調理場備え付けの申込書に必要
午前８時00分から午後４時30分まで

21

付してください。※履歴書への写真貼付は不要
▼報 酬 額

10

21

▼申込方法
任用した日から令和４年３月31日㊍

20 12

※郵送は当日の消印まで有効

﹁１００歳大学﹂
老いの生き方を学ぼう

なお、履歴書１通（日本工業規格様式）を添
※人事評価に基づき最長３年間更新

10

令和４年度 農業大学校新規
就農支援研修生を募集します

後日申込者へ通知

い。
動があります）

20

16

▼任用期間・勤務時間

﹁人生１００年時代﹂ともいわれる
中︑地域とのつながりを持ちながら︑
健康で豊かな生活を長く続けて行ける
事を目標に﹁天草さわやか大学﹂は今
年で 年目を迎えます︒﹁天草さわや
か大学では 月からの後期新入生を募
集します︒
▼資格 天草在住 歳以上の男女
▼講座 毎月第４火曜日
▼時間
時 分~ 時
▼場所 天草市民センター2階大会議
室
▼授業料 後期生募集︵ 月~3月︶
２︐５００円+入学金１︐０００円
▼募集人員
名
▼応募方法 9月 日㊍まで電話にて
お申し込みください︒
天草さわやか大学・運営委員会
☎ ︱２２７０

▼試験会場

10

合はあらかじめ連絡ください。

熊本県立農業大学校では︑就農に必
要な栽培技術や経営のノウハウを基礎
から学べる農業研修を実施していま
す︒充実したカリキュラムで仲間とと
もに農業を始めてみませんか︒
▼カリキュラム
①プロ経営者コース︵野菜専攻︶
▼研修期間
令和４年４月~翌年３月︵週５日︶
▼募集人員
名程度
②実践農業コース︵２組制︶
１組:環境にやさしい野菜栽培と
麦・大豆などの作物栽培を行う
２組:野菜栽培専攻
▼研修期間
令和４年４月~ 月︵週３日︶
▼募集人員 各組 名程度

後日申込者へ通知

ければなりません。（交付したインボイスは保

より県知事の指定を受けた︵公社︶
熊本県浄化槽協会が実施していま
す︒
水道環境課 担当／平井
☎ ︱３３３５

天草税務署１階会議室（天草市古川町４－２）

10

９月30日㊍午後５時まで
学校給食共同調理場調理員

あなたの﹁ふるさとの川を
きれいにしたい！﹂を応援します

事前予約制で開催します。参加を希望する場

担当／川瀬

教育委員会会計年度任用職員

県が管理する河川において︑美化活
動を行うボランティア団体などを募集
しています︒希望に応じて︑軍手やご
み袋などの支給︑傷害保険の加入︑ご
みの運搬・処分などの支援がうけられ
ます︒詳しくは﹁くまもと マイ・リ
バー・サポート﹂で検索！
きれいな川を保つために︑皆さんの
ご協力をお願いします︒
天草広域本部土木部維持管理課
☎ ︱4672

原則として、取引相手（売手）である登録事業者

10 10

▼募集締切
▼内容

天草税務署個人課税部門 ☎22―2513
法人課税部門 ☎22―4500
▼申込方法

学校給食共同調理場
☎35−1233

募集します

行政書士による無料相談会

１１月２６日㊎、１２月１０日㊎

月１日は浄化槽の日
浄化槽を正しく使いましょう

ら適格請求書発行事業者の登録申請の受付が始

28

▼試験日時

申 …申し込み先
□

広報れいほく ２０２１ ９月号

19

額などを伝えるもの。

35

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、

掲載希望は総務課広報係へ

１０月１日から導入され、令和３年１０月１日か

29

面接試験
験
▼試

となります。
▼場所

手から求められたとき、インボイスを交付しな
天草税務署では、インボイス制度に関する説

売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税
求書等保存方式」
（ インボイス制度）が令和５年

22

１０月１５日㊎、１０月２９日㊎

お知らせ
○適格請求書
（インボイス）
とは…
消費税の仕入税額控除の方式として「適格請

10

▼募集人員

から交付を受けたインボイスの保存などが必要
１４：００～１５：００
▼時間

②買手側
▼開催日

INFORMATION

インボイス制度説明会を開催します

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︶／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

存する必要があります）

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

☎

35

明会を次のとおり開催します。

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

10

浄化槽を末永く使用するために︑皆
さんの適正な使用と日ごろからの維持
管理をお願いします︒
●浄化槽を正しく使いましょう
▽台所からごみや薬品類︑油を流さ
ないようにしましょう︒
▽トイレにトイレットペーパー以外
のものを流さないようにしましょ
う︒
●浄化槽を正しく維持管理しましょう
浄化槽が正しく機能するために
は︑適正な浄化槽の維持管理が必要
です︒浄化槽の維持管理は﹁保守点
検﹂﹁清掃﹂﹁法定検査﹂の３つに
分かれており︑浄化槽法の定めによ
りそれぞれ定期的に実施することが
義務付けられています︒
町で管理している浄化槽の維持管
理は︑委託業者による保守点検を年
６回︑清掃を年１回実施していま
す︒法定検査は︑浄化槽法の定めに

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

８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

釜の下
城 下

濵田
宮村

氏

名

保

茉弥（まや）
侑希（ゆき）

護

晃多・美和
恵介・千明

お悔やみ申し上げます
区 名

三丁目
下 向
浜之町
松 原
天神木
中 尾
八 区

氏

森田
宮﨑
荒木
田尻
松尾
山﨑
中原

名

壽男
繁子
園子
直助
邦義
光秋
賢二

者

（敬称略）

年齢

88歳
101歳
83歳
87歳
82歳
84歳
86歳

善意の寄附

ありがとうございました

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ３.８.16〜Ｒ３.９.13）
荒川 末喜さん
（愛知県） 坂本 行啓さん
（京都府）
村上 吉治さん
（大阪府） 錦戸
充さん
（岡山県）
中村 陽子さん
（兵庫県） 伊東芙己子さん
（東京都）
古川はるみさん
（東京都）

10月休日当番医
10月３日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

10日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

17日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

24日
（日）

苓北医師会病院

（内）☎35−1133

苓北医師会病院

（内）☎35−1133

苓北クリニック

（内）☎35−1119

※内
（内科）

食中毒に気をつけよう！
食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食
べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生
します。 食中毒を防ぐためには、細菌の場合は、
細菌を食べ物に
「つけない」、食べ物に付着した細
菌を
「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した
細菌を
「やっつける」という３つのことが原則とな
ります。

食中毒予防の３原則
❶菌をつけない→手洗い・清潔
❷菌を増やさない→低温で保存
❸菌をやっつける→加熱調理

21

広報れいほく ２０２１ ９月号

令和３年８月末現在

６，
８０２人（△12）※（ ）は前月比

男3,214人（△７） 女3,588人（△５） 世帯数3,109戸（△４）

新型コロナウイルス
ワクチン接種のお知らせ

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

▼対象となる人

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。

●社協寄付（８月受付分）
森田 和子さん
白石 亮子さん
松尾サツキさん
中原カツミさん
福本 文孝さん

31日
（日）

動き

町の

10月休館日のお知らせ
麟泉の湯
☎３５−３７７０
７日（木）・21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。

老齢基礎年金を受給している人

障害基礎年金・遺族基礎年金を
受給している人

以下の要件をすべて満たしている必要があります

以下の要件を満たしている必要があります

65歳以上である

前年の所得額が約472万円以下である

世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以
下である

▼請求手続き

①新たに年金生活者支援給付金を受給される人
受け取りの対象になる人には、日本年金機構から８月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付し
ます。同封のはがき
（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。令和４年１月４日ま
でに請求手続が完了すると、令和３年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
②年金を受給しはじめる人
年金の請求手続きと併せて年金事務所または税務住民課で請求手続きをしてください。

請求手続きは
お早めに！

▼日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数
料などの金銭を求めることはありません。

■ 年金生活者支援給付金は請求で困った時は、以下に問い合わせください。
給付金専用ダイヤル ：☎０５７０－０５－４０９２
（ナビダイヤル） 年金給付金 検索

（令和３年８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

町長交際費とは、町

長が円滑な行政運営を
金 額
件数
0円 図るために町を代表し
０件
0円 て行う外部との交際に
０件
１件 100,000円 要する経費です。クリー
0円 ンな行政運営を目指す
０件
0円 苓北町では、町長交際
０件
費を毎月公表します。
0円
０件
0円 ※今回の御祝は、苓北町か
０件
ら東京オリンピックに初
0円
０件
出場した岩下祐太選手に
１件 100,000円
贈られたものです。

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 ○

本渡年金事務所

【常用一般分抜粋】８月29日現在

作業員

職

☎24－2112

税務住民課

担当／髙戸

☎35－1115

求 人 情 報
種

設備作業員

受付・会計事務（天草慈恵病院）
葬儀場フロアースタッフ

病院医療事務・管理職候補（天草慈恵病院）
警備係／天草市地区

販売・店舗運営職（リージョナル社員）
葬儀場フロアースタッフおよび事務
訪問介護（ホームヘルパー）
薬剤師（天草慈恵病院）

理学療法士（天草慈恵病院）
作業療法士（天草慈恵病院）

人数

年 齢

1人

39歳以下

2人

18歳以上

3人
1人
1人
3人
1人
1人
1人
1人
2人
1人

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

賃

金
（単位：円）

求人番号

不問

170,000円～200,000円

43060- 3280611

59歳以下

158,000円～201,200円

43060- 3228211

59歳以下
18歳以上
35歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下
59歳以下

160,000円～200,000円
140,000円～230,000円
204,200円～260,200円

43060- 3257911
43060- 3181411
43060- 3150311

153,202円～203,849円

43010-23311511

136,800円～230,000円

43060- 3130211

180,000円～232,000円
168,800円～193,800円
429,800円～489,400円
205,000円～250,000円
205,000円～250,000円

15070- 8404411
43060- 3133011
43060- 3134311
43060- 3135611
43060- 3136911

広報れいほく ２０２１ ９月号
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