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便利な高森町公式アプリをお手元に！
◀ iPhone の方はこちらから
高森町公式アプリのダウンロードページに
移動できます。
◀ android の方はこちらから
高森町公式アプリのダウンロードページに
移動できます。

◀携帯電話・スマートフォンからも
「広報たかもり」をご覧になれます。

３月19日
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高森高校新科情報／副町長退任挨拶
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コンビニ納付・キャッシュレス決済
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高ＳＰＯ／０９６ｋ歌劇団員紹介

高森駅でトロッコ列車「ゆうすげ号」の出発式が行われた
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吉本興行 × 南阿蘇鉄道

卒業生リクエスト給食
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卒業列車運行

㈰
月６日
３
・
㈰
日
２月27

日㈮
２月18

㈫
３月１日
例年卒業を目前とした高森町立学校の児童生

何気なく乗った南阿蘇鉄道鉄道にお笑い芸人

徒からリクエストを募り給食を提供しています。
今回取材したのは中学３年生のリクエストメ

南阿蘇鉄道では毎年、卒業間近の高森高校３
年生を招待し、貸し切り列車を運行しています。

がいたら…
もっこすファイヤーと安井政史さんをゲスト

乗車した高森高校生たちは南阿蘇鉄道が企画

ニューでアーモンドトースト、ラビオリスープ、

に迎え「爆笑車掌列車」が実施されました。こ

したクイズ大会などのイベントで盛り上がり、

ツナサラダというラインナップ。リクエストが

のイベントではゲストの乗る列車に通常料金で

停車した各駅で記念撮影を行うなど、それぞれ

通った生徒もそうでない生徒も学生生活の思い

乗車することができ、高森駅-中松駅間の乗車

に楽しんでいる様子でした。

出の一つとなったのではないでしょうか。

時間にトークを満喫できるというもので、乗車
された方々はゲストとの掛け合いや爆笑トーク
を楽しみました。

NTTドコモ
スマホ教室開催‼

南鉄広報大使に096ｋ熊本歌劇団
矢野はるひさんが就任

「湧水トンネル公園の
活用に関する提言書」提出

日㈫
３月15

日㈮
３月４

日㈪
３月７
スマートフォン（スマホ）は近年多くの人に

南阿蘇鉄道では令和５年の全線開通に向け、

高森湧水トンネル公園にぎわい再生検討委員

とって身近なものとなりました。使い方を覚え

これまでも各種イベントを催し、地域との交流

会では、新たな魅力を造成し町内全域へ賑いを

ると様々な面で大変便利なものである一方、従

や認知度向上に努めてきました。

波及させるべく協議が進められてきました。町

来の携帯電話との使い勝手の違いに戸惑い、な

今回０９６ｋ熊本歌劇団に所属し、自身の

長、議長あてに提出された提言書にはトンネル

かなか利用に踏み出せないといった意見も聞か

YouTubeチャンネルを持つなど独自に高い発

内部のリニューアルや周辺整備についての意見

れていました。今回の講座では17名の受講生

信力を持つ矢野はるひさんを南阿蘇鉄道広報大

がまとめられました。

に対し、７名の講師という充実した体制のもと、

使に任命しました。

基礎的な操作などの指導が行われました。

卒 園・卒 業 式

旅立ちの春

３ 月 吉 日、町 内 各 所 で 卒 園

式・卒業式が執り行われました。

新型コロナウイルス対策など

で、常に新しい形を作り出して

きた今年の卒園児・卒業生の皆

さん。これからのご活躍を期待

高森高等学校

申し上げます。

高森中学校

ご卒業おめでとうございます。

色見保育園

高森保育園
✿3月 1日 高森高等学校 卒業生29名
✿3月11日 高森中学校

卒業生48名

✿3月14日 高森東学園義務教育学校
		
卒業生 7名
高森東保育園

高森東学園義務教育学校

高森中央小学校

高森幼稚園

✿3月19日 高森幼稚園

卒園生18名

✿3月24日 高森中央小学校
		
卒業生41名
✿3月25日 高森保育園

卒園生22名

✿3月25日 色見保育園

卒園生 5名

✿3月25日 高森東保育園 卒園生 4名

（3） 広 報たかもり

このたび令和５年４月に新設される
学科の名称が「マンガ学科」と決定
されました。学科の開設に向け高森町
株式会社コアミックスと連携し、学生の夢を

高森高校マンガ学科
新設情報‼

かなえる環境の整備を進めていきます。

◦マンガ家や編集者から直接指
導でプロデビューのチャンス！
◦最新PCやペンタブレットで学べ
る！（校内に専用PC室整備）
◦マンガ出版社コアミックスの第
２本社（高森町）でもマンガ
制作活動が可能！
◦校内にデッサン室整備！

問 熊本県立高森高等学校

☎６２−０１８５

後期高齢者医療被保険者の方へお知らせ
◦保険料率は、２年ごとに見直され、熊本県内で均一

令和４・５年度の保険料率
保険料額

となります。

均等割額

（年額）

＝

※年額66万円が上限です

（被保険者１人当たり）

５４，０００円

所 得 割 額

＋

総所得金額等 － 43万円※

×

（基礎控除）

所得割率

１０．２６％

所得が低い方への均等割額軽減
◆保険料の均等割額の軽減
被保険者本人および世帯主の収入や世帯内の後期高齢者の人数をもとに算出される基準を満たす
方は均等割額を２～７割軽減しています。詳しくは国民健康保険係までお尋ねください。

令和４年度

後期高齢者医療保険料の納め方について

後期高齢者医療保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）または普通徴収（納付書または口座振替）により納めることになります。
特別徴収の方

令和４年４月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。

普通徴収の方

令和４年７月より納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。

問 健康推進課国民健康保険係
☎０９６７−６２－２９１０

◦特別徴収で納付をいただく方には４月に通知を送付いたしますのでご確認をお願いいたします。

服部副町長退任のごあいさつ

日で副町長を退任いたしました服部です。皆

皆さま、こんにちは。

３月

さまには任期中、大変お世話になりました。

今回は２度目の高森町での勤務でしたが、新型コロ

ナウイルス禍で日常生活が一変し、行事やイベントが

延期や中止を余儀なくされる中での２年間となり、着

任当初期待していた、多くの方々とお会いして、お話

を伺うというようなことがなかなか難しかったことは

心残りとなりました。

ただそうした中でも、感染症対策への対応のほか、

草村町長が目指す「将来の子どもたちに誇れる高森町」

の実現に向け、微力ではありましたが、その取組みを

加速させる一助となることはできたのではないかと感

じています。

また、今回は家族で高森町に住んだことで、子ども

が大変お世話になった教育環境はもとより、冬の寒さ

も含めて、改めて高森町の素晴らしさを体感できた、

充実した２年間となりました。

４月からは熊本市に転居しましたが、私だけではな

く、家族もこれまで以上に高森町のサポーターですの

で、変わりなくお付き合いいただければ幸いです。

２年間ありがとうございました。また、これからも

よろしくお願いします。
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消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の説明会について
事業者の方は、どなたでも参加できます！
消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」

開催日時

（いわゆる「インボイス制度」）が令和５年10月１日から導入され、
令和３年10月１日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付

月

が始まりました。

日

時

開催場所

間

定員

留意事項
【要事前予約】

適格請求書等保存方式とは、買手が、仕入れに係る消費税額に

4月20日（水）

ついて、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売
手の事業者から交付を受けた「適格請求書（いわゆるインボイス）」
等の保存を必要とする制度です。

5月19日（木）
6月16日（木)

税務署では、「インボイス制度の概要に関する説明会」を右記

14：00～
15：00

阿蘇市
一の宮町宮地1944
阿蘇税務署

10名

◦説明会開催日の前
日16時まで
◦定員に達し次第、
締め切りとさせて
いだきます。

１階会議室

のとおり開催します。
適格請求書等保存方式に関する詳しい情報は、国税庁ホームペ
ージ（https://www.nta.go.jp）内の熊本国税局コーナーをご

◦参加費用は無料です。

覧ください。

◦事前予約制で開催していますので、参加を希望する場合は、阿蘇税務署個人課税

なお、適格請求書等保存方式及び軽減税率制度に関する一般的

部門（☎０９６７－２２－０５５３（ダイヤルイン））までご連絡ください。

なご相談は、専用ダイヤル（c０１２０−２０５−５５３）で

◦新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナ

受け付けております。

ウイルス感染症等の急激な拡大等によって、開催が中止となる場合もあります。

４月から成年年齢は１８歳になりました
問 高森町消費生活相談室

☎０９６７−６２－１１１１

成年年齢の引き下げに伴い、
18歳から親の同意なしに契約
を交わすことが出来るようにな
ります。
法律による保護の対象ではな
くなるため消費者トラブル等に
関する知識や経験が少ない成年
になりたての若者は悪質商法等
のトラブルに巻き込まれる危険
性があります。
「あやしいな？」「困ったな」
「不安だな」と思ったら、すぐ
にもよりの消費生活相談室へ相
談しましょう。
★軽い気持ちで契約しない
★うまい話にとびつかない
★ネットの情報に流されない
★契約をせかすものは相手
にしない
★借金をしてまで契約しない

偽ショッピングサイト等に

注意！

偽ショッピングサイトの利用等による

犯罪被害を防止しましょう

熊本県内でも、偽ショッピングサイト等の利用により、犯罪

に巻き込まれる事件が後を絶ちません。

▼偽ショッピングサイトは、

◦サイト内に記載された会社名等が盗用されている。

◦表記された日本語が不自然。

◦「クレジットカード払い可能」と記載されているのに、支

払いが銀行振り込みのみ。

◦振り込み先の名義人が外国人名義。

◦通常の値段より、明らかに安価な販売価格。

等の特徴があり、注文した商品が届かないことがあります。

▼被害防止のためには、

◦アクセス先のＵＲＬを再確認する。

◦ブックマークを利用して目的サイトへアクセスする。

◦振り込み先の名義人が外国人名義の場合は注意する。

等の対策があります。

また、メールを利用したフィッシング詐欺にも注意が必要

です。

フィッシング詐欺では、クレジット番号やＩＤ・パスワー

ド等の個人情報を盗られる事があります。

▼そういった被害を防ぐためには、

◦心当たりのないメールは開かない。

◦ウイルス対策は万全にする。

◦端末等は、こまめに更新する。

等の対策が必要です。

これらの犯罪はとても身近な犯罪ですので、十分注意をしま

しょう。

日㈮まで

４月下旬～５月中旬

◉春の交通安全運動の実施について

４ 月６ 日㈬～４ 月

警察官Ａ

４月下旬～５月上旬

◉令和４年度警察職員募集

受付期間
警察行政

15

問 ☎６２−０１１０
通報・相談 110

（5） 広 報たかもり

4月からコンビニ収納・キャッシュレス決済開始！
４月から町が発行する納付書

いつでもどこでも税金・料金を支払えます

の左下部にバーコードがつき、
全国の主なコンビニ・キャッシ
ュレス決済（スマホ決済アプリ）
で税金や料金が支払えるように
なりました。

み ほ ん

問 税務課
☎６２−１１２３

コンビニ収納・キャッシュレス決済（スマホ決済）Q＆A
Q１
Ａ１

24時間いつでも納められますか？
コンビニ納付の場合は店舗の営業時間内であれば納付できま
す。スマホ決済の場合はいつでも納付することができます。

軽自動車税の納付証明書として使うことができますか？

Q３

納付書に車検用納税証明書がついていますので、コンビニ納

Ａ３

付時に領収日付印を押印してもらうことで使用できます。
スマホ決済の場合は押印がないため使うことができません。

Q２
Ａ２

手数料は発生しますか？

コンビニ、スマホ決済以外の場所で使うことができますか？

Q４

納付時の手数料は発生しません（高森町が負担します）。
ただし、スマホ決済時の通信料は利用者負担となります。

これまでの納付書と同様に、高森町役場会計課、草部・野尻

Ａ４

出張所、肥後銀行、阿蘇農協、熊本県信用組合、九州内（沖
縄県を除く）の郵便局・ゆうちょ銀行で納付できます。

令和４年度 定期予防接種のご案内
健

問 住民福祉課福祉係

康
分

類

種

類

２種混合
麻疹風しん２期
日本脳炎１期

子ども

日本脳炎１期追加
日本脳炎２期
成人男性

子宮頸がん
風しん第５期

高齢者

成人肺炎球菌

☎０９６７−６２－２９１１

対象者
小学６年生
平成22年4月2日生～平成23年4月1日生
年長児（就学１年前）
平成28年4月2日生～平成29年4月1日生
１期の２回接種未完了者
平成31年4月2日生～令和2年4月1日生
１期追加（３回目）の未接種者
平成29年4月1日生～平成31年4月1日生
平成23年4月2日生～平成25年4月1日生
平成15年4月2日生～平成17年4月1日生
平成22年4月2日生～平成18年4月1日生
昭和37年4月2日生～昭和53年4月1日生の男性
令和4年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方で
過去に一度も町の助成を受けたことがない者

接種期間

令和4年4月 1日
～令和5年3月31日

※対象者には４月より個別通知にてご案内差し上げます。受け方等詳しい説明は通知をご確認ください。
※必要な時期に確実に受けることで免疫を獲得することが出来ます。接種者の発症予防や重症化予防、感染症の流行を抑えることが出来ます。

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119

なんでも南部分署

防火ポスターの募集を行いました

阿蘇広域消防本部では、毎年春の火災予防運動に合わせて管

校、４２６点の応募がありました。多数のご応募

14

内の小学校４年生を対象に、防火ポスターの募集を行っていま

す。本年も

日に審査を行い、高森町では８名の方が入賞されてい

ありがとうございました。

２月

ます。本年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰

琴 音 （高森中央小学校）

式は実施せず、ショッピングセンターアスカで展示のみ行いま

村上

紗 那 （高森中央小学校）

した。金賞受賞者の作品は、当消防本部にて１年間掲示します。

賞

木實

入賞された皆様おめでとうございます。

★金

賞
陽 向 （高森東学園）

恭 佑 （高森中央小学校）

入賞者については次のとおりです。（敬称略）

★銀
後藤

林

飛 陽 （高森中央小学校）

賞
飯塚

愛綾 （高森東学園）

希 夢 叶 （高森中央小学校）

奏 介 （高森中央小学校）

矢津田

源

★銅

★努力賞
志賀

金賞受賞者の作品

15
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年金担保貸付制度・労働年金担保貸付制度は
令和４年３月末で申込受付を終了しました
令和４年３月末の時点で借入額が残っている場合は、
返済期間及び返済方法は従来と同じですので繰り上げ返
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高SPOだより
年

金

済の必要はありません。また、万が一ご返済が困難となった場合の条

問 高ＳＰＯ事務局
※スマホ、携帯からでも閲覧可能です。
ＷＥBページもぜひご覧ください！

http://www.takaspo.jp/

「一般社団法人高SPO」
会員更新・新規会員募集

件緩和措置も引き続きご利用できますので、詳しくは借入申込をされ
た受託金融機関の窓口にご相談ください。
問 独立行政法人 福祉医療機構（年金担保管理課）
☎０３－３４３８－０２２４

☎６２−２９９１

高SPOは令和４年度より「一般社団法人高SPO」として活動します。
会員は、一般社団法人高SPO会員として引き継がれますので、今まで
通り活動を行うことができます。
●令和４年度、会員更新・新規入会の手続きについて

危険物取扱者試験案内
消防法の規定に基づき、令和４年度第１回危険物取扱者試験
が次の日程で実施されます。
願書受付期間
4月18日（月）～
4月25日（月）
4月15日（金）～
4月22日（金）

試験地
熊本市
八代市
天草市
玉名市

受験願書等は、（一財）消防試験研究センター熊本県支部、
熊本市消防局、熊本県内の各消防本部及び熊本県総務部市町
村・税務局消防保安課に配置
問（一財）消防試験研究センター熊本県支部
熊本市中央区九品寺1丁目11番4号 熊本県教育会館4階
☎０９６－３６４－５００５

熊本いのちの電話
電話相談員養成講座受講生募集

生きる力や希望を失いつつある人に寄り添う「熊本いのちの
電話」では、電話相談員を養成する講座の受講生を募集中。カ
ウンセリングの基礎や電話対応を学びます。
毎週火曜日

午後６時30分～８時30分（２時間）

◦会

場

熊本YMCA中央センター（中央区段山本町4−1）

◦費

用

前期10,000円、
後期12,000円（一泊研修費別途）

◦研修期間
◦年

齢

◦募集締切

前期5月～9月、後期10月～2023年３月
20歳以上70歳以下
４月28日（木）

詳細は資料を送付致します。申込は熊本いのちの電話事務局
☎０９６−３５４−４３４３（平日午前10時～午後５時）へ

団員紹介コーナー
TETO

（福岡県出身）

員は、主に参加している教室での手続きをお願いします。
※高SPO会員カードを紛失された場合には、再交付代200円が別途
必要になります。
【新規加入の方】
入会申込書に必要事項を記入いただき、高SPO事務局（町民体育館内）
まで提出ください。

◦願書等の配置場所

◦講座時間

教室ごとに年会費の取りまとめを行います。高SPO会員カードを添
えて各教室代表者までご提出ください。複数の教室へ参加している会

◦試験の種類、試験日等
試験の種類
試験日
書面
甲種
申請
乙種第1類～
6月19日（日）
第6類
電子
丙種
申請

【更新の方】

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A誰よりもプリンをおいしく食べれる
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A好きだった歌、ダンス、アクションがした
かったので
Qマイブーム（趣味）
A水のおいしい飲み方（青汁、昆布茶、アミ
ノ酸）
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A流れ星たくさん‼
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A私、人見知りなんですが話しかけてくださ
ったら全力で話したいです。髪が派手なの
で分かりやすいと思います。もっと親しく
なりたいです。

●高SPO年会費
種 別
キッズ会員
ジュニア会員
一 般 会 員
シニア会員
家 族 会 員

対
象
小学生未満
小学生・中学生
高校生以上
65歳以上
同居している家族（３名まで加入可）

年会費
1,500円
2,000円
3,000円
2,500円
6,000円

高SPO特別助成金授与式
●高SPO高森吹奏楽団
２月24日（木）高SPO特別助成金授与式が執り行われ、以下の２名へ、
大塚史崇会長から特別助成金が手渡されました。
・第45回全九州高等学校音楽コンクール打
楽器部門出場
二村夜麻斗さん（高森高校２年）
・第18回JBAソロコンテスト九州大会出場
山室悠翔さん（高森中央小学校６年）

二村夜麻斗さん

高SPO特別助成金は、文化系の団体・個人
が九州大会・全国大会へ出場した際に助成する
ものです。スポーツに関する大会出場は、高森
町スポーツ協会より助成されています。

山室悠翔さん

今月号も２人を紹介！
今回の絵はのぴやか梢先生に担当していただきました。

樋田

梨穂

（東京都出身）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A人を幸せな気持ちにする笑顔
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A殺陣、アクションに興味があった
Qマイブーム（趣味）
Aピアノをやり始めました（超初心者）
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A月廻り公園の広大な景色。虫にまで優しい
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
Aいつもたくさんの愛と応援ありがとうござ
います。高森町を盛りあげられるよう、今
後も活動を精力的に取り組んでまいります
ので、変わらぬ応援をどうぞよろしくお願
い致します。

（7） 広 報たかもり
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町 長 の うごき

スケジュール（２/16～３/15）

2月16日（水） 令和４年第２回高森町議会臨時会
2月21日（月） 高森観光推進機構理事会
2月22日（火） 令和４年第１回熊本県市町村総合事務組合議会定例会
令和３年度第３回熊本県町村会評議員会
2月27日（日） 高森町職員採用試験2次試験
牧野火災対応
3月 1日（火） 新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第57回）
3月 2日（水） 熊本県市町村職員共済組合第155回組合会

町の交際費

3月 4日（金） 高森町議会全員協議会
高森湧水トンネル公園の活用に関する提言書提出対応
一般社団法人ロアッソ熊本スポーツクラブ表敬訪問対応
3月 8日（火） ルーテル学院高等学校職業人講話
3月 9日（水） 令和４年第１回高森町議会定例会本会議（3/18まで）
3月10日（木） 令和４年第１回高森町議会一般質問
3月15日（火） 南阿蘇鉄道広報大使委嘱状交付式
自衛隊入隊者壮行会

2021年度町長交際費はありません。

町長の交際費・食糧費についてのお知らせ
私が町政を預かってから本年で11年目を迎えておりますが、令和元年５月から私に係る交際費及び食糧費について、全て自費にて公務を
行っております。今後も引き続き、自費にて公務に励んで参ります。

町発注工事と業務委託契約状況

高森町長

令和４年1月21日～令和４年2月20日分

草村

大成

※入札（随意契約を含む）を行ったすべてを記載しています。
（10万円以上）

入札・契約等はありませんでした。

熊本県からのお知らせ
道路に張り出している木の伐採にご協力を‼
道路や歩道への枝の張り出しや倒木により歩行者や自動車等に損害
が発生した場合、樹木所有者の管理責任を問われることがあります。
よって、道路沿いで

ペットも守ろう！災害対策！
災害時にペットを守ることができるのは飼い主だけです。災害が起
きてからではなく、日頃からの心構えや備えが大切です。
少なくとも５日分以上のペットフードや水を備蓄し、キャリーバッ

樹木を所有されている

グやリードの準備、ケージに入る等のしつけをしておきましょう。

方は点検を実施してい

また、迷子になった時のため首輪や迷子札を必ず装着し、ノミ・ダ

ただき、危険な場合は

ニの駆除など健康管理をこまめに行うことも大切です。

伐採する等の措置を講
じていただきますよう
お願いします。

問 熊本県県道路保全課

☎０９６－３３３－２４９５

問 阿蘇保健所

歌 詠 み

（梅香苑デイサービス）

守仁

岩下ソヨ子

工藤

英子

千代

佐伯

徳丸

富幸

高田スイ子

徳丸

堅

田上むつ子

中川

澄子

野尻サマエ

本田

◦ 要事前申し込み：熊本県サッカー協会ウェブサイト記事
（https://kumamoto-fa.net/）からお申し込みく
ださい。
◦ 対象：来就学児～小学校４年生・男女（2022年度
学年）

俳句

・休暇村南阿蘇（広場）
日時 ４月24日（日）
会場 午前10時30分～11時30分［受付10時～］

春 うらら 家のぐるりに 花が咲く
濡れる肩 家 まで急ぐ 春の雨
春 風に 牛も喜び 戯れる
鶯の 初 音 聞きつつ 散 歩かな
庭の隅 今 年も顔 出す ふきのとう
散 歩 道 土手に芽を出す ふきのとう
春 来たり みんなで散 歩 胸 躍る
梅の花 膨らむ木々の 美しさ
縁 側で 梅 開く日を 心待ち

作ります。

（梅香苑デイサービス）

ちがスポーツの素晴らしさを生涯にわたって感じられるきっかけを

間 違える

ッカーを通して身体を動かすことの楽しさに触れ、多くの子どもた

川柳

ン卜です。外遊びが少なくなっているキッズ年代の子どもたちにサ

子と孫の顔

サッカーが好きな子どもであれば誰もが参加できる、楽しいイベ

皆マスク

参加
無料

☎０９６７－２４－９０３５

令和４年４月４日発行

おくやみもうしあげます ２月受付分（敬称略）
住

所

死亡者

部（小

崎）

中尾

中 （祭

場）

矢津田

矢津田（高尾野）

井上

色

見（中

高

森（

高
色

草

年

ご遺族

９４歳

中尾キミエ

勇

９３歳

矢津田照代

惠

９２歳

井上江実子

住吉ふゆ子

６７歳

住吉

只二

）

松山

順子

６９歳

松山

一三

森（旭

通）

田上

信夫

８６歳

田上ケイ子

見（井

上）

住吉スワ子

９８歳

住吉せき子

園）
森

正輝

齢

高森カレンダー
４

住吉 只二様
後藤ミス子様
（順不同）
田上ケイ子様		

（8）

４月16日～５月15日

月

April

19日㊋ ５−６ヶ月児健康相談

9：30～

高森総合センター
和室

22日㊎ 年金相談

10：00～15：00

高森総合センター
２階中会議室

28日㊍ １歳児健康相談

13：00～

色見総合センター

※新型コロナウイルスの影響で変更や中止となる場合があります。

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
井上江実子様
住吉せき子様

752号

南阿蘇鉄道社員募集‼
南阿蘇鉄道では全線運転再開に向けて運転士を募集しています。
●応募資格
20歳以上かつ列車の操縦に支障及ぼす疾病の無い方

令和５年歌会始に関するお知らせ
令和５年歌会始のお題が定められ、宮内庁ホームページに
掲載されています。お題は下記のとおり。

●応募方法
ハローワークもしくは、南阿蘇鉄道へ直接お申し込みください。
ご不明な点は南阿蘇鉄道総務課までご連絡ください。
問 南阿蘇鉄道総務課

☎０９６７−６２－１２１９

◦お題 「友」
※お題は「友」ですが、歌に詠む場合は「友」の文字が詠み
込まれていればよく、「友人」、「学友」
、「友好」のような
熟語でも差し支えありません。

トマトの害虫「トマトキバガ」の一斉防除について
トマトキバガは、昨年10月に国内で初めて発生が確認
されました。トマトキバガは、蛾の一種で、幼虫がトマト

お題のほか、詳細については宮内庁ホーム
ページからご確認ください。

の葉や果実を食害することで収量低下の原因となります。
宮内庁ＨＰ歌会始に
関するページ

令和４年産夏秋トマトでの被害の拡大が心配されており、阿蘇地域
では、６月から９月まで、計４回の一斉防除が計画されています。
一斉防除に参加されるトマト農家の皆様には、使用する農薬代金の
補助が行われます。詳細につきましては、４月22日（金）までに下

診療は午前９時から
午後５時まで

月日
4月10日

病・医院名

記お問い合わせ先にご連絡ください。

電話番号

渡邉内科

☎ 0967（67）1777

17日

渡邉総合内科クリニック

☎ 0967（65）2201

24日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

29日

南郷谷リハビリテーションクリニック ☎ 0967（62）3351

５月 1日

藤本医院

☎ 0967（67）0020

3日

のむら内科クリニック

☎ 096（292）2250

4日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

5日

寺﨑内科胃腸科クリニック ☎ 0967（62）0378

8日

馬原内科医院

☎ 0967（62）0646

令和４年２月28日現在

まちの

人口
編集後記

（対前月末）

人口／６, １００人

（－１１）

男性／２, ９５２人

（－

４）

女性／３, １４８人

（－

７）

世帯／２, ８８７世帯 （－

１）

問 ＪＡ阿蘇南部営農センター ☎０９６７−６２−９８３３
熊本県阿蘇地域振興局農業・普及振興課 ☎０９６７−２２−０６２２

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

アズマイチゲ
冬も終わり、“春の妖精”たちが阿蘇野草園を賑
やかにしてくれています。アズマイチゲもその一つ。
「東（関東）の一輪草」からその名が付きましたが、
その後、西日本や北海道にも分布が確認されたよう
です。“イチゲ”とは茎に花が一輪だけ咲くことか
らきています。花言葉は「静かな瞳」。

コゲラ
キ ツ ツ キ の 仲 間 で は も っ と も 小 さ く、 体 長 は
15cmほどです。高森町周辺の林では１年を通して

３月に入ってもまだまだ寒い日が続いた

ことで昨年に比べると桜の開花も随分と遅かったですが、最
近はようやく春らしさを感じております。終わりと始まりの
季節ということもあり、バタバタしてしまうことが多いです
が、心に余裕を持ち、美しく短い春を楽しんでいけたらと思
います。

（圭）

広報

４

見ることができ、「ギッ、ギッ」という鳴き声と「カ
タ、カタ、カタ」というくちばしで、木を突く音で、
かんたんに見つけることが出来ます。ケラはキツツ
キの総称、小さいケラから、コゲラという名前が付
きました。

写真提供
増田 泰夫さん
（阿蘇地区パーク
ボランティア）

問 南阿蘇ビジターセンター ☎０９６７−６２－０９１１
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