絵付けを体験した中風花さんは「絵付

か
ふう

秋の窯出し」が苓北町と天草町
和３年

編集好機
面 倒 見 の 良い︵ ？ ︶上 司 ﹁ Ｙ 先 輩 ﹂
から編集後記に自分のタイトルを付
けたら？とアドバイスが･･･︒Ｙ
先輩は広報ＯＢで︑担当していた頃
﹁五線譜﹂というタイトルで編集後
記を作成していたそうです︒家に帰
り家族と話しながら﹁﹃ゆうやけ﹄
ってタイトルはどうかな？自分の名
前 と か けて︵ 笑 ︶な か な か お も し ろ か
ね～﹂と話していると︑家族の反応
は微妙･･･ ︒どうしよう︑なかな
か良いタイトルが思い浮かばない～
▼思い返すと４月から広報担当とな
り︑右も左もわからないまま︑とり
あえず前に突き進んできました︒取
材に伺うなかで︑色々な人と出会い︑
たくさんの温かい言葉をいただきま
した︒広報担当にならなければわか
らなかったこと︑出会えなかった人
もたくさんいます︒与えていただい
た チ ャ ン ス︵ 好 機 ︶を 生 か し ︑ 皆 さ ん
と町との架け橋になれるようがんば
りたいという想いもこめて︑タイト
ルを﹁編集好機﹂としました▼今年
も残すところあとわずか･･･皆さ
んにとって今年一年はどんな一年だ
ったでしょうか？良い一年だった人
も︑あまり良くなかった人も︑来年
はいい年が迎えられますように︒一
年間取材に協力いただきありがとう
ございました︒良い年末をお過ごし
ください︒
︵松浦雄也︶

広報

る町

天草陶石で作られた茶碗の絵付け体験を

生徒がオリジナルの絵付けを行うことで、
磁器の食器に愛着を持たせ、割れやすい

食器を大切に扱う気持ちを育むことを目

告知端末 の電源は入れておきましょう！

れているこの授業では、給食用の食器に

だよー

■ 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12月21日 ■ 編集／総務課
■ 印刷／㈱印刷センター

心

し

令和３（２０２１）年１２月２１日発行［毎月２１日発行］

伝統の絵付け体験

的としています。

け体験を通してもっとお皿を大切に使お

告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

安
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れいほく
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／いき
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住
て

2021
December

行いました。食育の一環として毎年行わ

トラ年

秋の窯出し

11月19日㊎から23日㊋にかけて、「令

の４窯元で開催されました。町内からは、
内田皿山焼と雲舟窯、天竺窯の３窯元が

参加。例年行われていた秋の窯元めぐり

し
出
窯
の
秋

苓北中学校３年生59人は12月２日㊍、

来年は

窯元の自信作がズラリ

が中止となり、代替イベントとして開催

された本イベント。開催を心待ちにして

いた多くの陶磁器ファンが訪れ、秋にで

きあがった各窯元の自信作を品定めし、
お気に入りの商品を購入していました。

れいほく（令和３年）12月号

12
る
さ
と
と呼
べ

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

うと思います」と話しました。

で快適♪
便利

ひかりネットワーク
総務課

担当／児玉

内２１０
☎〇

ひかりネットワークを利用したさまざまなサービスをおしらせします。

ひかりネットワークってなに？

／告知端末機

告知端末機により行政情報や緊急情報な
どを宅内で聴くことができるサービスです。

放送時間

告知端末機

朝 ／７時30分頃
夕 ／18時30分頃
※定時放送以外にも、臨時・緊急放送が行

ひかりネットワークを利用したい！

住宅などに告知端末機やONU(黒色で四角い機械)などがすでにある場合はネットワークを利
用可能です。※新たにケーブルテレビを利用する場合は、別途手続きが必要になります。
宅内にひかりケーブルの引き込みがない場合は、町に機器利用申請書の提出が必要です。

われます。特に火災や地震などの緊急時
には設定にかかわらず、最大音量で放送
が流れます。

放送が流れていないときは？

利用までの流れ
町で受け付け、申請内容の確認
業者からの連絡、現場確認
配線工事（宅内の機器設置まで）
利用開始まで約１カ月

❶告知端末機やＯＮＵの電源アダプタが
コンセントから抜けていないか
➋告知端末機のチャンネルが「１」にな
っているか
確認しても放送が流れな
い場合は担当までご連絡
ください。

町内無料電話
機を接続した家庭同

工事にかかる費用

士で無料通話ができ
るサービスです。

宅内配線工事代

約１０,０００円

※事業所は費用が異なります。
別途ご相談ください。

このような場合も費用がかかります
住宅を改築したり取り壊すなどで機器の取り外しや移設、ケーブルの移設が必要な
ときなどは費用がかかります。事前に担当までご連絡ください。
5
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使用してインターネット

利用方法
利用申込みは光インターネットサービス
「ＢＢＩＱ」を提供する㈱ＱＴｎｅｔへお
問い合わせください。
※宅内に引き込みがない場合、町に申請手
続きが必要です。
QTnetお客さまセンター
申し込み
問い合わせ

☎0120-86-3727

○受付時間／９時～21時
○年中無休

ケーブルテレビ
アンテナを使わず光
ケーブルを利用してテ
レビ放送を視聴できる
サービスです。

加入負担金

３０,０００円（税別）
告知端末機に電話

３０,０００円

ひかりネットワークを

次のことを確認してください。

ひかりネットワークの利用申請

基本分

インターネット

が利用できます。

昼 ／12時30分頃

ひかりネットワークとは、平成23年度に町が整備した情報通信ネットワークのことで、町内
全域にひかりケーブルが整備されています。ひかりネットワークを利用して、告知放送やイン
ターネット、ケーブルテレビなどのさまざまなサービスが快適に利用できます。

利用開始♪

告知放送

利用方法
市販の電話機を準備し、電話線を告知端
末機の側面にある「TEL」または「☎」の
差し込み口に接続すると利用できます。

※費用は初回のみ必要です。月々の利用料
はかかりません。
※別途配線工事費用がかかります。
※ひかりケーブルの引き込みがない場合は、
あわせて引き込み工事が必要です。

視聴できる放送
ＮＨＫ教育／ＮＨＫ総合／テレビ熊本／
熊本放送／熊本県民テレビ／熊本朝日放送
上記６局と無料のＢＳ放送とＣＳ放送
※長崎放送は視聴できません。

広報れいほく ２０２１ １2月号
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”

教育委員会 担当／吉本
２１１１
☎

▼奨学金の返還について

高等学校の奨学生は︑卒業後１年の期間を置

いた後︑借りた年数の２倍以内の期間内で返還

奨学生募集

５人程度

あなたの 学びたい を応援

令和４年度

↓

６人程度

町では︑令和４年度の予約奨学生を募集します︒希望者は︑在学校の学校長を経由して︑教

↓
／高等専門学校の奨学生は︑卒業後から借りた

年数の２倍以内の期間内で返還／大学と専修学

校等の奨学生は︑卒業後から借りた年数の３倍

以内の期間内で返還

※奨学金制度は︑先輩が返還した奨学金が後
輩の奨学金として活用されています︒した
がって︑貸付終了後は返還計画どおり返還
しなければなりません︒
※町が定める国家資格など︵表１︶を持ち︑
町内に住んで町内施設や町内を拠点として
その国家資格などの業務に従事する人は︑
奨学金の一部の返還が免除されます︒

▼申し込み方法

希望者は︑在学校の学校長を経由して︑苓北

町教育委員会へ願書を提出してください︒願書

は同教育委員会または町のホームページから取

得してください︒

※本奨学金は貸付事業です︒申込みの際は︑家

庭の経済事情や返還時の負担なども含めて奨

学生と保護者がよく話し合ったうえで申し込

みを行ってください︒

育委員会へ願書を提出してください︒なお︑予約奨学生は在学中の人も対象となります︒

▼募集する奨学生の人数

①高等学校と高等専門学校

②大学と専修学校等

※大学には短大を含みます︒

※専修学校等とは文部科学省が規定する学校

です︒

※本奨学金は︑高校や大学などへ進学する人

を対象とするほか︑例えば大学２年生が次

年度以降分︵３年生と４年生︶を奨学生と

して申し込むような場合など︑在学途中か

らの利用を希望する人も対象となります︒

▼資格

▽他の奨学金を受けていない人

▽高校などは中学校の評定平均が３・２以上︑

大学などは高校の評定平均が３・５以上で

ある人

▽世帯全員の１年間の所得が町で定める基準

額以下であること

▼奨学金︵利息なし︶

①高等学校と高等専門学校

↓ 月額 12︐
000円 以内

日㊊

↓ 月額 35︐
000円 以内

令和４年１月５日㊌〜

②大学と専修学校等

▼募集期間
31

必ず申告を!!

35
−

▼町が定める国家資格など（表１）
01 法律系

行政書士／司法書士

02 コンサル系

社会保険労務士

03 IT資格／パソコン系

ITパスポート／基本情報技術者

04 医療系

医師／歯科医／獣医師／薬剤師
／歯科技工士／歯科衛生士

05 電気系

電気主任技術者／電気工事士／
電気通信主任技術者／電気工事
施工管理技士

06 調理／衛生／飲食系

管理栄養士

07 車両／航空／船舶系

海技士／自動車整備士／潜水士

08 会計系
7

公認会計士／税理士

広報れいほく ２０２１ １2月号

09 不動産系

測量士／土地家屋調査士／不動産鑑定士

10 介護／福祉系

あん摩マッサージ指圧師／介護福祉士／
介護支援専門員／看護師／臨床検査技師
／臨床工学技士／理学療法士／はり師／
作業療法士／保育士／保健師／きゅう師
／救急救命士／助産師／診療放射線技師
／視能訓練士／精神保健福祉士

11 建築／施工系

管工事施工管理技士／土木施工管理技士
／建築士／建築施工管理技士

12 生活関連

理容師／美容師

13 教育関連

学校図書館司書教諭／高等学校教諭／養
護学校教諭／中学校教諭／小学校教諭

14 その他

町長が特に必要と認めた国家資格及び第
１次産業に関連する資格や技能等を取得
し、後継者としてその業務に従事する者

税務住民課 担当／福田郷
☎３５―１１１５

償却資産（事業用資産）
■償却資産とは

個人や会社で事業を行っている人が、事業
のために所有する土地および家屋以外の事業
用資産をいいます。
償却資産には、土地・家屋のように登記簿
に相当するものがなく、所有者の確認が困難
であるため、毎年１月１日現在の所有状況を
申告する必要があります。

■申告が必要な人

会社や個人で商店の経営や駐車場、アパー
トの貸し付け、建設業、農業、漁業などを行
っており、毎年１月１日現在で町内に償却資
産（事業用資産）を所有している人。

□償却資産の対象となるもの
①共通
パソコン・コピー機、空調設備、応接セッ
ト、看板、舗装路面、駐車設備、太陽光発電
設備など
②建設業
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリ
フト、大型特殊車両など
③料理飲食業
厨房設備、冷凍冷蔵庫、テーブル、椅子、カ
ラオケセットなど
④小売業
陳列棚、陳列ケース（冷凍、冷蔵機能付き含
む、日よけなど）
⑤医
（歯科）
業
レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニッ
ト、ベッド、調剤機器など
⑥不動産貸付業
門扉・塀、フェンス、緑化設備などの外構工
事、受変電設備など
⑦理容業・美容業
理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、
サインポールなど
⑧農業・漁業
農業用機械類、ビニールハウス、精米器、漁
船など

■申告期限 令和４年１月３１日㊊
■申告方法

昨年申告した人は、１年間の償却資産の
増・減を申告してください。事業を始めた
人、または新たに申告する人は、１月１日現
在所有している償却資産のすべてを申告して
ください。
申告が必要な人で、申告用紙が届いていな
い人は担当までご連絡ください。

■課税の基準

償却資産の固定資産税は、次の式により計
算されます。ただし、課税標準額の合計が
150万円未満の場合は課税されません。
固定資産税＝課税標準額※×税率（1.4％）
※課税標準額は取得価格×経過年数に応じた
減価率のことです。

■課税の特例
①過疎地域自立促進特別措置法による特例
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情
報サービス業などで５００万円以上（ただし、
製造業または旅館業で法人の場合は資本金で
異なる。）の機械・装置・構造物などの設備
投資を行った場合、３年間、対象資産の固定
資産税が免除になります。
②半島振興法による特例
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情
報サービス業などで５００万円以上（ただし、
製造業または旅館業で法人の場合は資本金で
異なる。）の機械・装置・構造物などの設備
投資を行った場合、３年間、対象資産の固定
資産税率を引き下げます。
※特例の対象は事業者の資本金により異なり
ます。詳しくは、担当までご連絡ください。

広報れいほく ２０２１ １2月号
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苓北町観光ボランティアガイド育成講座

受講者
募集

苓北町観光ボランティアガイド協会では、町の観光資源を生かした取り組みを行い、「苓北
町の良さ・魅力」を知ることで賑わいのある町になるよう観光を通した地域づくりを進めてい
ます。新たに町の魅力を学び、一緒に発信したい人を対象にガイド育成講座の参加者を募集し
ます。
▶ガイド育成講座について
ガイドの実践的知識の習得を目的に、現地でのフィールドワークを含めた全５回のプログ
ラムで講座を行います。育成講座閉講式において、講座修了者にはガイド認定証を交付し、
希望する人は苓北町観光ボランティアガイドの一員として入会することも可能です。

そろそろあなたもマイナンバーカード
12月の休日開庁は12月26日㈰です。
受付時間：９時～12時
持ってくるもの

▼

時

間

場

所

内

２ ２月２日㊌
３ ２月16日㊌

19：00～20：45

苓北町役場大会議室

令和４年 １月23日㈰・１月30日㈰
２月13日㈰・２月27日㈰
３月13日㈰・３月27日㈰

座学（町の歴史概要その２）
座学（町の歴史概要その３）

※受付時間はすべて９時〜12時まで

場所：役場ロビー

９：30～11：30

富岡城内
（歴史資料館など）

実地研修（富岡城内フィールドワーク）

国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者のみなさんへ

申込方法

▼

マイナポータルで健診結果の閲覧が可能に

申込用紙に必要事項を記入し、下記申込先へお申し込みください。※FAX・メール可
▼

募集要項および申込用紙の配布先

参加料
無料

町ホームページからダウンロードするか、事務局までお越しください。
▼

応募締切

令和４年１月14日㊎
申
□

子育て世帯のみなさんへ

︻重要なお知らせ︼

子育て世帯への臨時特別給付

18

歳以下の子どもへの現金とク

万円相当の給付につい

10

国の

ーポンによる

日㊌︑国から示されました︒

15

て︑現金一括給付を可能とする指針が

12

月

町ではすでに︑先行給付金として現

金５万円を支給するお知らせを対象者

の皆さんへ行いましたが︑今回の指針

︶
※

を受け︑次のとおり方針を決定しまし

た︒

﹁町の方針﹂

①クーポン分は現金で支給する︒

②支給は現金一括給付とする︒︵

︵ ※
︶追加の通知は行わず︑先行給付
金の辞退がなかった場合は︑追加分の

日㊋︶に対象児童一

28

受給の意思も確認できたものとし︑支

12

月

万円を口座に振り込みます︒

10

給予定日︵

人当たり

広報れいほく ２０２１ １2月号

例︶対象児童３人の場合

15

万円

万円

30

苓北町ボランティアガイド協会事務局 担当／荒木
☎３５‑２１１１ ＦＡＸ ３５‑１５７６ メール ａｒａｋ
ｉ ｇ＠ｔｏｗｎ．
ｒｅｉｈｏｋｕ．
ｌｇ．
ｊｐ

お知らせの支給金額

実際に支給する額

その他︑不明な点は担当までお問い

基

9

合わせください︒

担当／溝上

１
―２６３

福祉保健課

☎
35

令和４年１月から３月はさらに拡大します！

座学（町の歴史概要その４）

４ ３月２日㊌
５ ３月５日㊏

容

開講式・座学（町の歴史概要その１）

１ １月19日㊌

運転免許証と健康保険証など）
お気軽にご利用ください。

休日開庁

開催日時

通知カード、本人確認書類（２点

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）

研修日程

回

全国で5,000万枚を突破しました！

？

マイナポータルってなに？

マイナポータルとは、マイナンバーカードを使ったさまざまな行政手続
きやお知らせがオンラインで24時間確認可能なサービスです。

閲覧方法

閲覧できる期間

①マイナポータルにログイン

令和２年度分の受診結果から閲
覧でき、順次登録された５年間分
の情報が閲覧できます。
※令和３年度以降の受診結果は、
健診受診後、登録まで３〜４ヶ
月程度かかる場合があります。

※ログインにはマイナンバーカード・パ
スワードの入力が必要です。
※初めて利用する時は、利用者登録が必
要です。
②「わたしの情報」から健診情報をクリック

閲覧できる項目
▷受診者情報
▷特定健診・後期高齢者健診の結果
※歯科健診の受診結果は閲覧できません。

健康増進室

☎３５‑３３３０

熊本県後期高齢者医療後期連合
事業課 ☎０９６‑３６８‑６７７７

広報れいほく ２０２１ １2月号
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新型コロナのお知らせ

年末年始のごみ収集とし尿くみ取り
担当／田尻龍

水道環境課

☎３５−３３３５

年末年始のごみ収集と、し尿くみ取りを次のとおり行います。

なお、年末年始の本渡地区清掃センターへの持ち込みは大変混雑します。
●日程表

対象年齢
月

令和４年１月

12月

日

27

28

29

30

31

曜日

月

火

水

木

金

～

３

４

５

６

月

火

水

木

可燃 可燃
生ごみ 生ごみ

ご
み

通常収集／ごみ収集ステーション

休み

富岡
坂瀬川
都呂々
志岐
年柄

直接搬入／本渡地区清掃センター
し尿くみ取り

平常

全地区 坂瀬川

可燃 可燃

●持ち込み可能なごみの種類
可燃ごみ、不燃ごみ、資源物、大型ごみ
※12月29日㊌、30日㊍（午前のみ）は可燃
のみ搬入できます。
●搬入料金
基本使用料（50kgまで） ２５０円
追加使用料（10kg毎に） ５０円
本渡地区清掃センター

☎２３‑１９９１

●早めにご連絡ください
年末年始はし尿くみ取りの申し込みが集中
しますので、早めのご連絡をお願いします。
☎３５‑０５８３

２回目接種から原則８か月以上経過した時

※対象者へは８か月を経過する月の前月に、町から接種券を発送します。

18歳以上

２回目接種後

下水道を使用する家庭には、台所からの排
水管に、溜めマスが設置されています。溜め
マスは、排水に含まれる油分や細かい泥・ご
みを分離して、排水管の「つまり」を防ぐ役
割をしています。
長く清掃しないと排水の流れが悪くなり、
「つまり」の原因となります。半年に１回程
度の定期的な清掃をお願いします。
エルボ

台所排水
油分
水

泥・ゴミ

下水道係

【準備する物】
・おたま
・網じゃくし
・ゴム手袋
・ブラシ
・バケツ
・家庭用洗剤
・新聞紙
☎３５−３３３５

接種費用

無料

町に転入した人

２回目接種後苓北町に転入した人は、町に接種記録がないため追加接種（３回目）
の接種券が発行できません。追加接種を希望する場合は、次の方法で発行申請ができ
ます。
申請方法

準備する物

①福祉保健課窓口で申請

①「新型コロナワクチン接種済証」、
「接種記録書」、
「接種証明書（ワク
チンパスポート）」のいずれか
②本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険証など）

②厚生労働省WEBサイト
「新型コロナワクチン接種済証」、
「接種記録書」、
「接種証明書（ワクチ
「コロナワクチンナビ」
ンパスポート）」のいずれか
から申請

接種総合案内サイト
「コロナワクチンナビ」
h t t p s ://v - s y s .m h l w .go .j p

「溜めマス」は定期的に清掃を

水道環境課
広報れいほく ２０２１ １2月号

平常

休み

土中

し尿くみ取り

坂瀬川
志岐

平常

休み

※午前

平常

本渡地区清掃センターへの直接持ち込み

苓北メンテナンス

可燃 不燃 可燃
生ごみ 資源 生ごみ

☎３５―３３３０

新型コロナワクチン追加接種（３回目）
接種時期

なるべく各地区のごみ収集ステーションへのごみ出しにご協力ください。

11

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

Che ck !

ワクチンを接種していない人に対し接種を強制したり、
人権に関わる差別的な扱いをすることはあってはなりません
体質や持病などの身体的な理由を含め、さまざまな理由により、ワクチンを接種で
きない人、望まない人もいます。
ワクチン接種はあくまで本人の意思に基づき受けるものであり、接種していない人
に人権に関わる差別的な扱いをすることのないようお願いします。

人権相談窓口
みんなの人権110番

相談専用電話 ☎0570-003-110

熊本県人権センター

相談専用電話 ☎096-384-5822

（熊本県人権同和政策課内）

受付時間…平日 ８：30～17：15
受付時間…平日 ９：00～12：00、13：00～16：00
広報れいほく ２０２１ １2月号

10

｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜

寒さ吹き飛ばす熱戦展開！？

今日から私も認知症サポーター

保育園年長児交流サッカー体験

認知症サポーター養成講座

町内保育園の年長児によるサッカー体験は11月17日

苓北町認知症キャラバンメイトは11月18日㊍、坂

㊌、坂瀬川グラウンドで行われました。この体験は町

瀬川小学校３・４年生15人に「認知症サポーター養

内６保育園の年長児が、サッカーを通して交流を図る

成講座」を実施しました。養成講座ではグループワー

ことを目的に毎年行われるものです。

クなどを通して、認知症の基本的な知識や認知症の人
への接し方などを学びました。

ボールの蹴り方などの基本を学んだあとに行われた

れん

ミニゲームでは、間違ってボールを手でさわったり、

養成講座を受けた竹上蓮さんは「認知症になった人

自分のチームのゴールに向かってドリブルする子ども

には、やさしくしたり手伝ったりしたい。そうすれば

も。

認知症になった人も少しは楽になると思う」と思いを
発表しました。

参加した園児からは、「とっても楽しかった」「ぼ
く５点もとったよ」などの声が聞かれ、サッカーを通

サポーターの証「オレンジリング」を手に喜ぶ児童ら

将来はサッカー選手？

した交流を楽しみました。

自慢の作品をご覧あれ！
応援をエネルギーに全力疾走！！
小中学校マラソン大会

11月から12月にかけて、町内の小中学校では持久走
大会が開催されました。
このうち志岐小学校で行われた持久走大会では各学
年が学校周辺の周回コースを走りました。一人一人が
自分の目標タイムを設定して実施した持久走大会。ゴ
ール直前となり苦しそうな姿を見せる児童らに向け沿

とれたてレタスめしあがれ！

各公民館作品展示

ＪＡれいほくレタス部会からレタス寄贈
ひで

お

町内各公民館は11月下旬から12月にかけて、各

ＪＡれいほくレタス部会（大仁田秀雄部会長）は

地区の公民館の展示スペースにおいて、文化作品

12月７日㊋、町内の小中学校へ苓北産のレタス約10

の展示を行いました。

㌔を贈呈しました。これは、同部会が町特産の「レ

小中学生の作品や、趣味や特技を生かし丹精込
めて作った自信作がズラリ。一つ一つの作品を前
に、観覧に訪れた来場者からは「上手にかけとるね
−」
「ようできとる」などの感動の声があがりました。

タス」を学校給食に使ってほしいとの思いから無償
提供されたものです。
贈呈されたレタスは、早速12月８日㊌の学校給食
で「レタスサラダ」として町内の小中学生にふるま
われ、児童らはシャキ

道から「がんばれ」と温かい声援が送られると、それ

シャキのレタスをあっ

までの姿がうそのように元気いっぱいゴールテープを

という間にたいらげて

切っていました。

いました。

ゴールまであと少し！がんばって

人権の花・誰かを思いやる心

レタスおいしいな♪

「人権の花」運動修了式

「ワンピース」の世界を楽しんで♪

児童らの人権意識を高めることを目的に行われた

人気コミックス100冊を町教委に寄贈

「人権の花」運動の修了式は11月26日㊎、都呂々小

ワンピース

熊本県が「ONE PIECE熊本復興プロジェクト」の一環として、

学校ホールで行われました。

えい いち ろう

これは、５月に人権擁護委員らから贈られた「人権

熊本県出身の漫画家・尾田栄一郎さんの作品「ONE PIECE」

の花」の種子を、児童らが同小で育てたもので、児童

100巻の発売を記念して、県内45市町村の教育委員会に単行本

らの熱心な水やりのおかげで「人権の花」は綺麗な花

100冊セットを配布しました。早速町内の小学校でも単行本が

を咲かせました。

貸し出され、児童らは昼休みの時間を利用して「ONE PIECE」
の世界を楽しんでいました。

修了式では、児童らを代表し４名が学んだことを発

「ONE PIECE」を読んでいた児童からは「チョッパーの話が

表。２年生の大田ちさとさんは、「人の気持ちを考え
て心に花を咲かせたい」と思いを伝えました。

17
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大切に育てた人権の花と一緒に

感動した」
「冒険をするのが楽しい、面白い」などの声があがり
ました。

先生見てみて～
広報れいほく ２０２１ １2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。

令和４年度採用 嘱託職員を募集します

苓北町子育て支援センター
■区

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

http://reihokushakyo.com
reihoku.shakyo@ari.bbiq.jp

車椅子を寄贈いただきました
12月２日㊍、住友生命労働組合熊本支部（委員
長

せい じ

池田征司さん）から

車椅子１台を寄贈いただ
きました。
いただいた車椅子は、
域福祉推進のために有効
活用します。

寄附いただきました
きよかず

12月６日㊊、天草市の山田清和さん（天草信用
金庫会長）から苓北町社会福祉協議会へ寄付をいた
だきました。
山田さんは、天草信用金庫苓北支店長として苓北
町に勤務されていたこともあり、「苓北町の地域福
祉に役立ててほしい」との思いから今回寄付された
ものです。令和３年秋の叙勲では、長年の金融業功
労の功績により旭日双光章を受章されています。
いただいた寄付は、当社協の事業など地域福祉推

19

広報れいほく ２０２１ １2月号

■募集人数

保育士
１人

■受験資格
・昭和34年４月２日から平成12年４月１日まで
に生まれた人。
・保育士資格
・普通自動車運転免許

No.247

川本商店二代目！
これからも生き生きと過ごします。
かわ

■応募受付期間
12月22日㊌から令和４年１月12日㊌
※受付は平日の８時30分～17時まで
■応募書類
申込書、履歴書、保育士証（写し）
※申込書は苓北町社会福祉協議会にあります。
※書類は同事務局に提出ください。
※郵送の場合は１月12日㊌までの消印有効です。
■試験日および試験場所
日時／１月20日㊍９時～（受付／８時45分）
試験方法 面接試験
試験場所 苓北町保健センター
※合格者には後日連絡を行います。
【応募および問い合わせ先】
苓北町社会福祉協議会事務局（保健センター内）
担当／荒木
〒863-2503 苓北町志岐660番地
☎35-1270
ホームページ：https://reihokushakyo.com

ただす

董 さん

（昭和１４年１２月２８日生まれ）満８１歳

尾越区在住

問 好きな食べ物
魚が好きです。サバやヤズなどの青物（青魚）の刺身を昔から
食うとるけんそれが良かです。あとは甘か物で、ぼた餅も好き
です。

■任期
令和４年４月１日～令和５年３月31日の１年間
※更新あり（原則更新）

■備考
賞与（年２回）、交通費の一部を支給
社会保険などの加入、有給休暇（半年勤務後）

もと

川本

■職務内容
子育て支援センターにて子育て相談・サポート業
務

■勤務形態
平日の８時30分～17時までのうち、指定する時
間
月15日程度
※報酬は月額14万円程度

福祉用具貸出事業など地

進のために有効活用します。

分

輝いています！

〈プロフィール〉
苓北町富岡で、川本家４人姉弟の長男として生まれ
る。３歳の頃に家族で満州に渡り、董さんの父は兵隊
を務めていた。董さんは、ニワトリ小屋にスズメが入
って来たのを見て遊んだり、近所の兵隊さんが休みの
日にたらいに乗って山で
（木が無く雪が積もっていた
場所で）滑り降りて遊ぶのを見て驚いたことを覚えて
いる。董さんの父は兵隊の少尉であったが、日用品な
どはそれぞれ配給でもらえていたので、特に困ること
は無く過ごせていた。
３年の月日が経った昭和１９年、董さんは満州（中
国）
から引き揚げて富岡に戻った。それから保育園へ
通うことはなかったが、富岡小学校〜苓北中学校〜水
産高校
（現：天草拓心高校マリン校舎）
を卒業し、董さ
んの母が営んでいた「川本商店」を継ぐこととなる。
当時は景気が良かったため、商店を営む上での苦労を
董さんは感じなかった。
そうした中である時、董さんは苓北を離れ大阪に移
り住む。半年ほどの間ではあったが、その時に後に妻
となる實恵さんと出会う。出会いから数ヶ月後に結婚
することになり、結婚式を神戸で挙げてから苓北に戻
って再び家業の商店を営んだ。結婚後は４人（男１
人、女３人）
の子宝に恵まれる。（現在は、孫が７人
いらっしゃる）
７年前に實恵さんは病気のため先立たれたが、余命
を聞かされてから１年間ほど入院していた期間があ
り、董さんは心の準備ができていたため不思議と寂し
さを感じることはなく、また、現在も営んでいる商店
に漁業仲間が時々遊びに来られるので、董さんは１人
ではない。
「今でもたまに船に乗って釣りに行くのが楽しみ」
と董さんは、笑顔で生き生きと話されました。

問 好みの異性のタイプは
やっぱり元気な人が一番良かな。芸能人ではこの人というの
は、、、しいて言えば、NHK朝ドラ「おかえりモネ」でヒロ
インを演じた、女優の清原果耶さんが良かですね。

問 私の趣味
釣りかな。今年はなかなか（魚が）おらんで釣れんばってん、
アジとかサバとか。昔はイカ釣りも行きよったばってん、今は
全然釣れんから行かんな。

問 私の健康法
一番は睡眠かな。やっぱり寝るとが良かけんな。７〜８時間
は寝ます。そして、寝る前にコップ１杯の水を飲むと、落ち着
くけんやっぱり良かな。

問 思い出
昔の話だけど、昭和１９年に満州（中国）から引き揚げてき
たこと。引き揚げて苓北に戻った後は、じいちゃんが晩に漁に
出るのにずっと一緒に付いて行きよったことかな。

問 若い世代へ伝えたいこと
真面目に生きてほしいです。周りの人に迷惑ばかけんごと生
活をしていってもらいたいですね。

問 町へのメッセージ
今のままで充分かな。町の政策にし
ても、自分個人としては満足している
ので、特にお願いすることは無かな。

※董さんが話された内容で掲載しております。
広報れいほく ２０２１ １2月号

18

熊本県最低賃金

産業

百貨店／総合ス
ーパー

特定（産業別）最低賃金には適用範
囲がありますので、詳しくは下記
まで。

21

広報れいほく ２０２１ １2月号

運営・お問い合わせ／㈱ボアソルテ
申 …申し込み先
□

▲申込フォーム
二次元コード

☎096（352）2557

内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□

20

23

37

13

10

15

▼対象 老人クラブ／婦人会／地域で
活動するリーダーなど
▼期間
月~ 月 ※毎週水曜日
▼場所 坂瀬川公民館
▼会費 １回500円︵全６回︶
▼定員
人
坂瀬川公民館 担当／金子
☎ ︱０２３１

主催／苓北町・天草市

12

29

▼禁止される行為
①政治家の寄附
②政治家に対する寄附の勧誘・要求
③政治家の関係団体の寄附
④後援団体の寄附
⑤年賀状などのあいさつ状
⑥あいさつを目的とする有料広告
苓北町明るい選挙推進協議会
︵総務課内︶ 担当／吉田
☎〇内２0９

▼定 員 男女各１０名程度
▼資 格 ４０歳代～５０歳代の独身男女
▼参加費 ２,０００円（税込み）※飲み物とケーキ、温泉チケット付き
▼会 場 ホテルアレグリアガーデンズ天草
▼申込み １月３日㊊まで
※応募多数の場合は抽選を行います。
※苓北町・天草市の在住者、勤務者、移住希望者（将来）を優先します。

12

衣類直しでお困りの方へ
無料縫製を行います

▼申込み方法 １月３日㊊まで
専用の申込用紙または
下記アドレスからお申し込みください。
amakusaennmusubi@gmail.com

年末年始
運休

！！

31

町民のみなさんを対象に無料で衣類
直しを行います︒
▼対象者 苓北町民
▼日 時 令和４年１月 日㊏
午前 時~
▼場 所 苓北町坂瀬川3078 ︱4
▼その他 利用を希望する人は令和４
年１月 日㊍までにご連絡ください︒
有限会社コンセプト
☎ ︱1324

参加者
募集！

31

苓北町巡回バスの年末年始運休

【男性参加者】
１月７日㊎・８日㊏のいずれか
【女性参加者】
１月７日㊎・８日㊏・９日㊐のいずれか
※開催場所などの詳細は、参加決定者にメールでお知
らせします。

4
45
2
5
FAX 3

-11
11

12

35

婚活パーティーに参加しませんか

12時30分～16時予定

●イベント本番前には戦略ミーティング

35

40

35

年末年始の次の期間︑苓北町巡回バ
スを運休します︒
▼休止期間
月 日㊌
~令和４年１月３日㊊
企画政策課 担当／西川
☎ ︱３３３４

日

☎ ２２−３３４９

熊本労働局労働基準部賃金室
☎ ０９６−３５５−３２０２
天草労働基準監督署
☎ ２３−２２６６

▼日
時 令和４年１月 日㊐
時~
▼参加資格 独身の男女
▼場
所 珊瑚礁
︵天草市五和町二江4689 ︱10︶
▼申込期限 令和４年１月 日㊍
縁結びの会 担当／中尾
☎080 ︱5203 ︱1586

１月１５日㊏
▼期

８２１円

☎

忘れずにご使用を

９０２円

掲載希望は総務課広報係へ

期限間近

自動車・同附属
品製造業／船舶
製造・修理業／
船用機関製造業

お知らせ
﹁地域振興券﹂・﹁わくわく商品券﹂

８６３円

INFORMATION

新型コロナウイルス感染拡大のた
め︑売上が大幅に減少している町内事
業者の事業継続・経営安定を図り︑経
済の回復および活性化を目的に交付し
た﹁地域振興券﹂および﹁わくわく商
品券﹂の使用期限は︑それぞれ次のと
おりとなっています︒
まだ使用していない人は︑忘れずに
ご使用ください︒
▼使用期限
①れいほく応援地域振興券
︵第２弾︶
令和３年 月 日㊎
② ％プレミアム付
﹁苓北わくわく商品券﹂
令和４年１月 日㊊
商工観光課 担当／稲尾
☎ ︱３３３２

電子部品・デバ
イス・電子回路
／電気機械器具
／情報通信機械
器具製造業

天草スマートカレッジ

OneDay
Lesson

時間額

21

これからスマホ︵=スマートフォ
ン︶を学びたい︑または地域活動で活
用したいと考えている人の参加を募集
します︒

あまくさ縁結び

８２１円

12

知ろう！守ろう！
選挙の正しい寄附ルール

自衛隊天草駐在員事務所

時間額

（２）熊本県特定（産業別）最低賃金

▼

▼

件名

年末年始は何かと贈り物やお祝い事
をする機会の多いシーズンですが︑政
治家が選挙区内の人に︑お金や物を贈
ることは公職選挙法で禁止されていま
す︒また︑有権者が政治家に寄附や贈
り物を求めることも禁止されています︒
次の①から④と⑥によって処罰され
ると︑公民権停止︵選挙への立候補︑
選挙での投票などが禁止されること︶
の対象となります︒

▼学校概要
高機能化、システム化された装備品に対応できる陸上自衛官
を育成する学校です。
（学校所在地＝神奈川県横須賀市陸上自衛隊武山駐屯地）
▼応募資格
１５歳以上１７歳未満（令和４年４月１日現在）の日本国籍を有
する男子
願書受付期間 令和４年１月１４日㊎まで
▼試験日程
▽一次試験 期日 令和４年１月22日㊏または１月23日㊐
会場 熊本地方合同庁舎B棟（熊本市西区春日）
▽二次試験 期日 令和４年２月５日㊏
会場 陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市東区東町）
▽合格発表 令和４年２月17日㊍
▼待遇など
▽身 分 特別職国家公務員（生徒）※自衛官ではありません。
▽手 当 月額103,700円・期末手当年２回（６・12月）
▽その他 宿舎は無料、食事・制服類・寝具は支給または貸与
その他 申込方法などは下記までお尋ねください。

（１）熊本県地域別最低賃金

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

年末年始の交通事故防止運動

『陸上自衛隊高等工科学校生徒』を募集しています

必ずチェック最低賃金！

年末年始は︑車の動きが慌ただしく
なるとともに︑飲酒の機会も増え︑重
大な交通事故の発生が心配されます︒
また︑帰省に伴い路上駐車が増えるこ
とによる交通事故の発生や︑消防車・
救急車などの緊急車両の通行の妨げも
懸念されます︒
町民一人一人が交通安全を心がけ︑
交通事故防止に努めましょう︒
▼運動期間
月 日㊋
~令和４年１月３日㊊
▼重点目標
①飲酒運転などの危険運転の防止
②夕暮れ時と夜間の交通事故防止
③歩行者の安全と自転車の安全利用
の確保
④高齢者の交通事故防止
総務課 担当／田口
☎〇内２0８

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）

37

24

１
２

広報れいほく ２０２１ １2月号

20

こせきの窓

11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

馬

氏

場

名

福田

保

紘（ひろ）

護

郷 ・綾美

幸せにゴールイン
内

田

夫

氏

武林

（敬称略）

名

区 名

妻

久年

熊本市

長井

お悔やみ申し上げます
区 名

川 向
川 向
的 場
下 向
明神山
平 山
一丁目
二丁目
古 里
唐干田

氏

氏

名

千枝
（敬称略）

名

年齢

宮﨑 一生
田尻
子
平﨑タツコ
寺本ナツヨ
川口 清榮
臼井キヨミ
渡邉 武男
武田喜弥子
小川 光子
福田タマヱ

６，
７６６人（△１） ※（ ）は前月比

男3,202人（+１） 女3,564人（△２） 世帯数3,092戸（△２）

凧揚げは電線のないところで！
凧揚げをするときは、電線に引っかからない
ように注意しましょう。電線に引っかかったと
きは九州電力送配電株式会社へ連絡してくださ
い。自分で電柱に上って取るのは大変危険です。
九州電力送配電㈱
天草配電事業所
☎ 0120―986―957
感電注意動画

90歳
99歳
96歳
96歳
85歳
98歳
88歳
92歳
90歳
93歳

善意の寄附

年末年始の休館情報

１月休館日のお知らせ

ありがとうございました

●社協寄付（11月受付分）
福田 誠志さん
平﨑
宮下
守さん
寺本
田尻 昭彦さん
武田
小川 重喜さん

令和３年１１月末現在

▼

区 名

者

動き

町の

信勝さん
肇さん
正さん

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ3.11.16〜Ｒ3.12.15）
山田
強さん
（東京県） 嶋田 節子さん
（東京県）
平井 正清さん
（福岡県） 上田 竹雄さん
（京都府）
西川 義輝さん
（大阪府） 田中 誠一さん
（天草市）
山田 一一さん
（大阪府） 石打 和美さん
（大阪府）
西尾百合子さん
（愛知県） 田口 幸徳さん
（兵庫県）
福山
康さん
（東京都） 金部 輝男さん
（愛知県）

１月休日当番医
１月１日
（土・祝） 天草慈恵病院

（内）☎37−1111

２日
（日）

天草慈恵病院

（内・小）☎37−1111

３日
（月）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

９日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

10日
（月・祝） 天草慈恵病院

（午前：内・泌・整・耳・
リハ/午後：内・泌・小・耳・
リハ）☎37−1111
16日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

23日
（日）

苓北医師会病院

（内）☎35−1133

30日
（日）

苓北医師会病院

（泌）☎35−1133

※内
（内科）
、小
（小児科）
、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）

麟泉の湯
☎３５−３７７０
６日㈭・20日㈭
苓北町歴史資料館 ☎３５−０７１２
12月30日㈭〜１月１日㈯、毎週木曜日
温泉プール
☎３５−３３０１
12月29日㈬〜１月３日㈪、毎週水曜日
富岡ビジターセンター ☎３５−０１７０
12月30日㈭〜１月１日㈯、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。

（令和３年11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

広報れいほく ２０２１ １2月号

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
23

額
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

公的年金等の源泉徴収票が送付されます

大切に保管してください

国民年金、厚生年金保険などから支給される一定額以上の老齢年金などは、所得税法上「雑所
得」として、所得税がかかります。
日本年金機構では、所得税が源泉徴収されたか否かにかかわらず、老齢年金などを受けている
年金受給者全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、１月末までに送付しています。（障害
年金・遺族年金は課税対象ではありませんので送付されません。）
源泉徴収票には、１月から１２月までの１年間に支払われた年金の総額、特別徴収された介護
保険料や後期高齢者医療保険料の金額、源泉徴収税額および控除内容が記載されています。

確定申告の際に添付書類として必要ですので大切に保管してください。
万が一、紛失したり破損した場合には、再発行することができます。基礎年金番号が確認でき
るものをご用意のうえ、下記まで電話で申請してください。
☎２４−２１１２
☎０５７０−０５−１１６５（050から始まる電話でかける場合は ☎03－6700－1165）

本渡年金事務所
ねんきんダイヤル

【常用一般分抜粋】12月２日現在

職

求 人 情 報
種

薬剤師
ホテルフロント
清掃作業員
管理栄養士（養護老人ホーム寿康園担当）
調理員
調理師
自動車整備
海藻加工及び配達
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）
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）
社会福祉士（天草慈恵病院）
警備係／天草市地区
配管工
とび工
製缶工
トラック運転手・作業員【急募】
設備作業員
販売・店舗運営職（リージョナル社員）
土木現場監督
現場作業員
生活支援員（介護職）／正社員
管理栄養士（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）
福祉理容師 福祉美容師（正）
土木作業員
生コンクリート試験係
看護師（はまゆう療育園）
准看護師（はまゆう療育園）
介護職［看護助手］
（はまゆう療育園）

人数

年 齢

1人
不問
1人
不問
1 人 59歳以下
1 人 59歳以下
1 人 59歳以下
1 人 59歳以下
1 人 59歳以下
1 人 64歳以下
3 人 59歳以下
3人
不問
1 人 59歳以下
1 人 59歳以下
2 人 59歳以下
1 人 59歳以下
1 人 59歳以下
3 人 18歳以上
2 人 18歳～59歳
2 人 18歳～59歳
2 人 18歳～59歳
2 人 59歳以下
1 人 39歳以下
1 人 35歳以下
1人
不問
1 人 40歳以下
2 人 64歳以下
1 人 64歳以下
2 人 64歳以下
2人
不問
2人
不問
3 人 44歳以下
3 人 59歳以下
3 人 59歳以下
3 人 59歳以下

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

賃

金
（単位：円）

400,000円～450,000円
141,212円～154,800円
190,000円～210,000円
181,000円～201,000円
147,600円～160,800円
150,600円～163,600円
162,000円～220,000円
168,000円～201,600円
168,800円～196,200円
168,800円～196,200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
201,000円～249,500円
153,202円～203,849円
200,000円～270,000円
200,000円～270,000円
200,000円～270,000円
200,000円～200,000円
160,000円～200,000円
180,000円～232,000円
220,000円～310,000円
171,750円～194,650円
140,000円～209,900円
164,430円～211,330円
157,200円～211,330円
180,000円～500,000円
230,000円～250,000円
165,000円～250,000円
205,000円～225,000円
178,000円～193,000円
165,600円～177,600円

求人番号

43060- 4803311
43060- 4577711
43060- 4544711
43060- 4531011
43060- 4532311
43060- 4533611
43060- 4538211
43060- 4515011
43060- 4467511
43060- 4468411
43060- 4471111
43060- 4474211
43060- 4475511
43060- 4476411
43060- 4477011
43010-34200011
42020-12538111
42020-12540511
42020-12541411
43060- 4409411
43060- 4411911
15070-12131511
43060- 4346011
43060- 4347311
43060- 4363011
43060- 4371011
43060- 4386211
40010-61382011
43060- 4206411
43060- 4216611
43060- 4224611
43060- 4225911
43060- 4228811

広報れいほく ２０２１ １2月号

22

