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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。
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乾燥野菜プロジェクト

高森中央小、高森東学園義務教育学校で運動会が行われた

令和４年６月６日発行

町内体育祭
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新入生も生活に慣れ始めた５月、それぞれの熱い闘志ぶつかる体育祭が開催さ
れました。
大会の思い出を写真で振り返ります。

高森中央小学校

高森東学園義務教育学校

草部郷土資料館落成
旧草部南部小学校を活用し、草部地区の歴史を伝

高森東学園に
「人権の花」目録贈呈

える重要な役割を担っていた「草部吉見資料館」。
草部地区出身で三新商事㈱及び㈱ウッドロード代表
取締役を務める倉田正一氏の寄附と補助制度を活用
し、老朽化した建物からの移設が行われ、名称も「草
草部郷土資料館落成式の様子

部郷土資料館」と改められました。式典は096ｋ熊
本歌劇団も出演するなど盛大に執り行われました。

日㈭
8
2
４月
法務省が小学生を主な対象として昭和57年度か
ら実施している「人権の花運動」。高森東学園の児
童に人権擁護委員より目録が贈呈されました。人権
擁護委員の方から「相手をよく観察し、今何を思っ

桜公園も落成し、寄附をいただいた倉田氏にちなみ
「倉田桜公園」と名付けられた

㈰
24日
月
４

ているのか想像する。人権の心を育てることと、花
を育てることはよく似ている」との話があり、児童
たちは「大事に育てます」と応えていました。

（3） 広 報たかもり

㈱福田組へ南阿蘇鉄道㈱より感謝状を贈呈
南阿蘇鉄道の全線開通に向けて、尽力をいただいている（株）福田組に南阿蘇鉄道（株）
より感謝状が贈呈されました。
（株）福田組は復旧に向けた最重要工区の１つ犀角山工区において山を削り出すという大
胆な工事を請け負ったほか、様々な重要工事に携わっていただきました。
１

1贈呈式にて、左から南
阿蘇鉄道㈱草村社長、
㈱福田組九州支店湯上
支店長、山勢様、南阿
蘇鉄道㈱津留専務
2感謝状を受け取る湯上
支店長
3携わられた各工区の工
事前後を写したパネル

２

３

児童手当制度のご案内

現況届が原則提出不要となりました！
引き続き手当を受ける方
児童の養育状況が変わっていなければ、
下記に該当する方を除き、
現況届の提出は不要です。
■現況届の提出が必要な方
◦配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
◦支給要件児童の戸籍がない方
◦離婚協議中で配偶者と別居されている方
◦その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当等を引き続き受ける要
件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するための
ものです。
※現況届の提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意
ください。

以下に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です

寄付について
児童手当等の全部または一

（令和４年６月以降）

部の支給を受けずに、これを

❶児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

お住まいの市区町村に寄付

❷受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき（他の市区町村や海外への転出を含む）

し、地域の児童の健やかな成

❸受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
❹一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
❺受給者の加入する年金が変わったとき（受給者が公務員になったときを含む）
❻国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

長を支援するために役立てて
ほしいという方には、簡便に
寄付を行う手続があります。

所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、右
記表の①（所得制限限度額）未満の場

扶養親族等の数

合、表面の支給額を、所得が①以上②

0人
（前年末に児童が生まれて
いない場合等）
１人
（児童１人の場合等）
２人
（児童１人＋年収103万円
以下の配偶者の場合等）
３人
（児童２人＋年収103万円
以下の配偶者の場合等）
４人
（児童３人＋年収103万円
以下の配偶者の場合等）
５人
（児童４人＋年収103万円
以下の配偶者の場合等）

（所得上限限度額）未満の場合、法律
の附則に基づく特例給付（児童１人当
たり月額一律5,000円）を支給します。
なお、令和４年10月支給分から、
児童を養育している方の所得が②以上
の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあ
とに所得が②を下回った場合、改め
て認定請求書の提出等が必要となり
ますので、ご注意ください。

（カッコ内は例）

①所得制限限度額

所得額

収入額の目安

②所得上限限度額

（万円）

所得額

（万円）

収入額の目安

622

833.3

858

1071

660

875.6

896

1124

698

917.8

934

1162

736

960

972

1200

774

1002

1010

1238

812

1040

1048

1276

（万円）

（万円）

※扶養親族等の数は、所得税法上の同
一生計配偶者及び扶養親族（里親な
どに委託されている児童や施設に入
所している児童を除きます。以下、
「扶養親族等」といいます。）並びに
扶養親族等でない児童で前年の12月
31日において生計を維持したものの
数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額（所
得額ベース）は、１人につき38万円
（扶養親族等が同一生計配偶者（70
歳以上の者に限ります。）または老人
扶養親族であるときは44万円）を加
算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみ
で計算しています。あくまで目安で
あり、実際は給与所得控除や医療費
控除、雑損控除等を控除した後の所
得額で所得制限を確認します。
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乾燥野菜プロジェクト特集
令和３年４月に高森町、
（株）hakken、阿蘇農業協同組合、
（株）タイミー、

商品になるまで

肥銀オフィスビジネス（株）の５社により「持続可能な消費と生産プロジェ

（アスパラガスの場合）

クトによるフードロス削減を通じた高森町農業活性化事業実施協定」が締結
され始動した乾燥野菜プロジェクト。協定締結から１年が経過した現在の事

岩下
ローカルマネージャー

現在の
取組み

１

業内容などについて（株）hakkenの熊本オフィスローカルマネージャー岩

洗浄（手洗い）

下さんに伺いました。

５月上旬、町内の加工場を訪問するとアスパラガスの根の加工中でした。
アスパラガスは協定を締結している阿蘇農業協同組合から提供されたもので
作業は岩下さんとスタッフの２名で行われていました。
（作業については右部に詳細記述）

２ スライサーでカット

フードロスの削減を目指す取組みということから、通常で

乾燥しやすいよう
に薄くスライスし
ます。

は商品にならない野菜を回収し加工します。回収できる野菜
は時期によって異なるものの、（合）豊前屋本店の紹介から
水田ごぼうの取扱いも始まり、通年６～７種類の野菜を取扱
うことができているとのこと。５月は宇城市からトマト、西
原村から人参の規格外や廃棄野菜を回収しており、県内様々
な場所から野菜を集めておられます。高森産の野菜は６月以
降に収穫期を迎えるため、阿蘇農業協同組合や農業者の方か
ら回収する予定になっているようです。

加工中のアスパラガス

画像は手洗い作業が完了したもの。
この日は約100キロのアスパラガ
スを回収しましたが、乾燥後は約
10分の１程度にまで
なるとのこと。

スチーム加工

３

加工された野菜は、「ＵＮＤＲ12（アン
ダートゥエルブ）」という商品名が付けられ
（株）hakkenのサイト内で販売されてい
にする加工方法にちなんでおり、この加工

アスパラガス独自の作業。
均等にスチームが施せる
よう箱に広げて機械へ。

により微生物の増殖を抑え、野菜の長期保

４

ます。商品名は野菜の水分量を12％以下

存を可能としました。なお、保存可能な期
サイトで販売
されている商品

今後の
展開など

間は野菜によって異なるものの、驚異の１
年ほどにまで伸ばすことが出来るそうです。

乾燥機へ

１度に200キロ
ほど入れること
が出来る大型の
乾燥機。15時間
程度かけて乾燥
します。

工場内では多種の野菜や果物がサ
ンプルとして保管されていました。

現在は高森町と広島県にある２拠点で加工を行って

５

いますが、年内にさらに４拠点の増加を予定しており、

商品に

最終的には全国各地に拠点を置き廃棄野菜の削減、農
業者の所得増加に貢献できる体制を確立したいと語ら
れました。

また、新たに乾燥野菜の粉末の商品化を進めておられ、農作物の新た

乾燥野菜を粉末に
する専用機械

な可能性を見出していくこれからの事業展開に期待が膨らみます。

不法滞在・不法就労

防止にご協力を！

不法就労・不法滞在防止のための活動強化月間
（６月）

政府においては、毎年６月を外国人労働者の問題啓発月間に

設定し、外国人労働者問題に関する正しい理解と協力を促進す

るため、啓発活動等を行うこととしています。これを踏まえ、

警察においても関係機関と連携し、不法就労・不法滞在防止の

ための諸活動を推進していきます。

◦不法就労とは

不法就労となるのは、次の３つの場合です。

①不法滞在者や被退去強制者が働く場合

◦在留期限の切れた人や密入国者が働く

◦退去強制されることが既に決まっている人が働く

②出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合

◦観光等の短期滞在目的で入国した人が働く

◦留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

③出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

◦料理人や語学教師として働くことを認められた人が工場で作

業員として働く

◦留学生が許可された時間数を超えて働く

◦事業者が不法就労させる等した場合

働くことが認められていない外国人を雇用したり、不法就労

をあっせんした人

「不法就労助長罪」３年以下の懲役、３００万円以下の罰金

※雇用した外国人が不法就労者であると知らなかったとしても、

雇用しようとする際に在留カードを確認していない等の過失

がある場合、処罰を免れません。

◦協力依頼先と依頼内容

◦外国人雇用企業・団体等の皆様へ

◦不法就労防止措置（就労資格の確認等）の徹底をお願いします。

◦研修生、技能実習生の受入企業、管理団体及び留学生の受入

学校等の皆様へ

◦日常の生活指導のほか、研修、技能実習及び留学等の終了後

に確実な帰国の確保ができるよう責任ある受入をお願いします。

※外国人を雇用する際には必ず在留カードを確認してください

※適法に滞在されている外国人に対する誹謗中傷は堅くお断り

します。

!!
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（5） 広 報たかもり

後期高齢者医療保険加入者の方へ

高SPOだより
問 高ＳＰＯ事務局

☎62−2991

※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！

「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」の更新のお知らせ

Fax62−0987

令和４年10月１日から後期高齢者医療保険の病院等での窓口負担
割合が見直され、２割負担が新設されます。これに伴い令和４年度は

http://www.takaspo.jp/

高ＳＰＯ

保険証を２回交付します。

新規教室紹介

※現在お持ちの保険証（黄色）の有効期限は、令和４年７月31日ま

今年度より２つの教室が新たに加わり、高ＳＰＯは32教室で活動し
てまいります。

でとなっています。

高森バドミントンクラブ

●活動紹介

１回目
１回目の新しい保険証（オレンジ色）は、

「高森バドミントンクラブ」では、経験者・競技志向の一般参加者を

７月中に簡易書留等で郵送いたします。有

対象に活動しています。バドミントンに打ち込みたい方、参加してみ

効期間は「令和４年８月１日から令和４年

ませんか？

９月30日」までとなっています。

●活 動 日

毎週（月・木・土）曜日
20：00～22：00

２回目

高森中学校体育館

２回目の新しい保険証（薄青色）は、９月

●対 象 者

成人一般

中に簡易書留等で郵送いたします。有効期

●必要経費

1,000円／月（内500円は高ＳＰＯ月参加料）

間は「令和４年10月１日から令和５年７

●場

所

軟式野球チーム「高森ドンキーズ」が、今年度より高SPOの教室と

国民健康保険加入者の方へ

して活動していく事となりました。野球好きあつまれー！
●活 動 日
●場

所

毎週（土・日）曜日

「国民健康保険被保険者証（保険証）」の更新のお知らせ

9：00～13：00

現在お持ちの保険証（うぐいす色）の有効期限は、令和４年７月

高森中央小学校グラウンド

●対 象 者

小学生

●必要経費

2,000円／月

31日までとなっています。
新しい保険証（クリーム色）を７月中に簡易書留等で郵送いたしま
す。有効期間は「令和４年８月１日から令和５年７月31日」までと

（内500円は高ＳＰＯ月参加料）

なっております。

※別途入部費等必要な経費があります。
※詳しくは高ＳＰＯ事務局までお問い合わせください。

問 健康推進課 国民健康保険係

新入団員 および階級変更団員の紹介

名に辞令が交

なんでも

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119

年を迎え

南部分署

器）の設置が義務付けられて今年の６月で

9

５ 月 １ 日（日）、高 森 総 合 セ ン タ ー で 高 森 町 消 防

団辞令交付式が行われました。

新入団員として女性部を含む団員

付されました。

拡次

ました。九州各県の消防本部では、６月１日を基準日

みなさんのご家庭の

杉田

国博

として、九州一斉に住警器の普及・啓発キャンペーン

林団長は「研修や講習を多く実施し、団員に繋げ

後藤

將文

を展開しています。設置の必要な寝室や階段等にまだ

住宅用火災警報器は大丈夫ですか？

上村

竜巳

設置がお済でない場合や電池切れ等のサインが出てい

熊本県内のすべての住宅に住宅用火災警報器（住警

大野

敬哉

る場合は、すみやかに設置または交換をしましょう。

名

岩下

啓悟

氏

松岡

宝浩

ていける消防団を目標に掲げ活動していきたい」と

今年度の意気込みを述べられました。

分団部名

●新入団員

児玉幸之助

４分団１部

松本

11

☎６２－２９１０（直通）
●副団長任命

寅雄

本田
４分団２部

５分団

８分団

機動部

住警器は少ない投資で
あなたの生命・財産を守ります。

☎０９６７ー３４ー０１１９

早希

結

問 消防本部予防課

応急手当講習を受講してみませんか？

感染予防の観点から約２年間、救急講習の開催は中

止、縮小傾向でしたが、現在は感染対策を行った上で、

応急手当講習を再開しています。

大切な命を守るため、心肺蘇生法や応急手当を学ん

☎０９６７ー３４ー００２４

でみませんか？気軽にお問い合わせください。お待ち

しています。

問 南部分署救急隊

大内

小屋迫

廣徳

女性部

哲郎

●階級変更

佐野

康弘

名

住吉

透

氏

下田

忠幸

階級
分団部名

岩下

正太

３分団

池田

広樹

４分団

４分団１部 桐原

３分団

村山

６分団

６分団

洋一

７分団

７分団１部 谷川

分団長

聖司

長

児玉

部

９分団

真次

首藤 規康

勝幸

分団

慎一

白石 豊和

４分団１部 桐原

３分団

鷲尾

12 11
分団

６分団

勇希

渡辺

７分団１部 後藤

田上 純一

結衣

前田 尚紀

佐藤

宰

長

本川

９分団

班

分団

分団

女性部

12 11

被保険者証（例）
２回目発送分

月31日」までとなっています。

高森ドンキーズ

●活動紹介

被保険者証（例）
１回目発送分

令和４年６月６日発行

受けていますか？ がん検診
健

754号

（6）

問 健康推進課 国民健康保険係
☎６２－２９１０（直通）

コロナ禍による受診控えは、進行がんを増やす危険性も

康

コロナ禍が始まって以来、がん検診の受診を控える
方が増えています。その結果、気が付かない間にがん
が進行し、発見された時には、転移する等して治療が

■病期による５年相対生存率
（％）
100

■ステージ１
100.0

98.8

97.2

93.2

83.3

遅れ、手遅れになる危険性があります。
がんの治療技術は進歩を続けており、早期発見・治
療によって治せる確率も高くなっています。がんは早
期に発見すればするほど、治癒する可能性が高くなり
ます。初期のステージⅠの段階で発見できれば、５年
生存率が100％に近いです。
がんは、30年以上の長きにわたり、日本人の死亡
原因のトップです。今後も増え続けることが予測され
るがんから命を守るには生活習慣の改善とともにがん
検診を定期的に受けることが重要です。

■ステージ４

80
60

早期がんと進行がんとではこれほど大きな差が出てきます。
40.0

40

28.3

23.1

20
0

7.1

5.8
肺がん

胃がん

大腸がん

乳がん

子宮頸がん

出典：全国がんセンター協議会加盟施設における5年生存率

がん検診は保険に関係なく、高森町の住民で対象年齢であれば、受けることが出来ます。高森町から料金の補助がありますので、とても安い金
額で受診できます。検査機器や検査方法は病院と同じです。早期発見のために、がん検診を定期的に受けましょう。

■がん検診の種類と健診料金
種

対象年齢

肺がん

40歳以上

１,９８０円

５００円

胃がん

40歳以上

５,１７０円

１,４００円

大腸がん

40歳以上

１,６３５円

５００円

腹部超音波

40歳以上

３,６３０円

１,１００円

30歳代女性（乳房超音波）

２,９７０円

１,０００円

40歳以上偶数年齢（乳房超音波）

２,９７０円

１,０００円

40歳以上奇数年齢（マンモ）

５,１７０円

１,３００円

20歳以上女性

４,１８０円

１,２００円

乳がん

子宮頸がん

料

金

こんなに安い!!

類

自己負担

※詳細は配布している健診セットをご覧ください。お住まいの地区の検診日程を確認し、受診をお願いします。
注意：基準日は年度末年齢（令和５年３月31日）

団員紹介コーナー
野村

由貴

（大分県出身）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A演技やパフォーマンスと役者の仕事を愛し
ていることです。
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったきっかけ
A役者を続けたいと改めて考え直していた時
にオーディションを知り、熊本に縁を感じ
たからです。良いと思った場所で良いと思
ったことをして、沢山の方に笑顔や元気を
届けたいと思ったからです！
Qマイブーム（趣味）
A温泉・観光 農業の方や農業に興味があり、
密かなマイブームです。
最近篠笛を始めました！
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A意外と広い！山の道は細く迷いやすいです
が、棚田や自然が美しいです！TPCを嫌がら
ず温かく迎い入れてくださる町の方の寛大さ
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A高森町、そして熊本を更に元気に盛り上げて
いけるように尽力します。
“ぶらりたかもり”
宜しくお願いします！高森町で稽古が出来て
いるのが幸せです。これからも頑張ります‼

今月号も２人を紹介！
今回の絵はヨリフジ先生に担当していただきました。

姫野

美咲

（兵庫県出身）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
Aタップダンス
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A大学卒業後、舞台に立てる機会が少なく新
しいことにチャレンジできると思ったから
Qマイブーム（趣味）
Aコスメ収集・片づけ
Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A自然！！星がとてもきれい！！
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A熊本へ来て、自然に触れて、とても住みや
すい場所だなあと感じています。
高森が第二の故郷となりました。もっとも
っと高森について沢山の人に知ってもらえ
るように頑張ります。

（7） 広 報たかもり
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町 長 の うごき

スケジュール（４/16～５/15）
4月16日（土）
4月17日（日）
4月18日（月）
4月20日（水）
4月21日（木）
4月22日（金）
4月24日（日）

牛深ハイヤ祭り記念式典（天草市牛深）
山鳥水源涵養林作業道舗装工事完成祝
熊本県市町村人権啓発推進連絡協議会総会
南阿蘇鉄道管理機構第１回理事会（南阿蘇村役場）
高森町商工女性部総会
南阿蘇鉄道工事感謝状贈呈式
草部郷土資料館落成式

町の交際費

4月25日（月）
4月27日（水）
4月28日（木）
5月 1日（日）
5月 2日（月）
5月 3日（火）

熊本県町村会評議員会（熊本県庁）
文科省令和３年行幸啓御礼（東京都）
総務大臣陳情（東京都）
高森町消防団辞令交付式
新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第60回）
令和４年第３回高森町議会臨時会

2022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12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
番号 担当課

契約日

令和４年３月2１日～４月20日分
工事（業務委託）名

1 税務課 令和 4 年 3 月 23 日 地方税電子申告支援サービス利用
2 税務課 令和 4 年 4 月 1 日 登記済通知書（土地）入力支援業務委託
3 税務課 令和 4 年 4 月 1 日 サーバ間連携機能 ASP サービス利用
4 税務課 令和 4 年 4 月 1 日

固定資産等地図情報管理システム運用
支援保守業務

5 税務課 令和 4 年 4 月 1 日 滞納整理業務専門員委託料

高森町長

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）
工
期
契約相手
請負代金
令和4年 4月 1日から
株式会社ＴＫＣ
1,419,000 円
令和5年 3月31日まで
令和4年 4月 1日から
株式会社ＲＫＫＣＳ
607,200 円
令和5年 3月31日まで
令和4年 4月 1日から
株式会社ＲＫＫＣＳ
105,600 円
令和5年 3月31日まで
令和4年 4月 1日から
株式会社 九州不動産鑑定所
796,620 円
令和5年 3月31日まで
令和4年 4月 1日から
滞納整理学会
120,000 円
令和5年 3月31日まで

熊本県からのお知らせ
無人航空機による農薬散布はルールを守りましょう！
無人ヘリコプターやマルチローター（ドローン）等の無人航空機に
よる農薬散布等を行う場合は、国土交通大臣の許可・承認が必要とな
ります。また、併せて県への散布計画の提出も必要です。さらに、散
布にあたっては、基本ルールを守り、周辺住民やミツバチの巣箱など
に農薬が飛散しないように注意してください。
問 熊本県農業技術課

☎０９６－３３３－２３８１

平成28年熊本地震における住宅金融支援機構の
「災害復興住宅融資（建設資金、購入資金、補修資金）」の
借入申込受付期間が
令和５年４月30日まで延長されました
住宅金融支援機構では、平成28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（建設資金、購入資金、補修資金）」
の借入申込の受付を継続しています。お申込みをご検討の方は、お早
めにご相談ください。
問 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）

「人権擁護委員の日」をご存じですか
６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。
全国人権擁護委員連合会では、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と
定め、この日を中心として特設の人権相談所を開設するなど、一層の人
権尊重思想の普及高揚に努めることとしております。
相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
●みんなの人権１１０番
☎０５７０－００３－１１０ または
●イン ターネット人権相談窓口
https://www.jinken.go.jp/ をご利用ください。

失語症者向け
意思疎通支援者養成講習会の受講者募集
熊本県が実施するこの講習会は、失語症者が地域の一員として安心
して暮らすことができるように、失語症の症状や対応方法を理解し、
会話の支援や日常生活上の外出場面にて意思疎通の支援を行える支援
者を養成するものです。受講者募集は６月開始。
問 熊本県障がい者支援課

☎０９６－３３３－２２３５

「くまもとマイタイムライン」を作って
早めに避難しよう！
「くまもとマイタイムライン」は、大雨や台風などの自然災害から
身を守るため、あらかじめ一人ひとりの避難行動をまとめておく「防
災行動計画」です。
マイタイムラインを作成することで、いざという時あわてずに避難
でき、自分や家族の命を守ることに繋がります。
専用ＷＥＢサイトで作成できます。
詳しくは

くまもとマイタイムライン

検索
➡

４月から老齢年金の繰り下げ受給の
上限年齢が75歳に引き上げられました
老齢年金の繰り下げの年齢について、上限が70歳
から75歳に引き上げられました。

年

金

また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、
繰り下げの上限が５年から10年に引き上げられました。
●対象となる方
◦70歳未満の方（昭和27年４月２日以降生まれの方）
◦老齢年金の受給権を取得した日から起算して５年を経過してい
ない方（受給権発生日が平成29年４月１日以降の方）
問 熊本東年金事務所

☎０９６－３６７－２５０３

令和４年６月６日発行

おくやみもうしあげます 4月受付分（敬称略）
住

所

死亡者

年

齢

ご遺族

色

見（戸

狩）

岩下

ムツ

９０歳

岩下

公幸

高

森（村

山）

本田

愛子

９４歳

本田

広行

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
風と森の会

様

本田

広行

様		

（順不同）

就労に関する無料相談のご案内

６月よりジョブカフェ・阿蘇ブランチによる高森町での無
料就労「出前相談」を毎月開催いたします。離職や転職でお
悩みの方、子育てや介護との両立に悩んでいる方など現在の
状況に応じた相談を受け付けております。お気軽にご相談く
ださい。
●日

時：毎月第２火曜日

13：00～16：00

令和４年開催日：６月14日、７月12日、８月９日、９月13日、
10月11日、11月８日、12月13日

７

（8）

６月16日～７月15日

月

July

12日㊋ 無料就労相談

13：00～16：00

高森総合センター
和室

※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。

放送大学入学生募集のお知らせ
◦放送大学は、2022年10月入学生を募集しています。
◦学力試験はなく、書類による選考のみで入学できます。
◦10代から90代の幅広い世代、約９万人の学生が、大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んでいます。
◦テレビで行っているだけでなく、学生はその授業をインターネットで
好きな時に受講することもできます。
◦心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の幅
広い授業科目があり、１科目から学ぶことができます。
◦卒業すれば学士の学位を取得できます。
◦放送授業1科目の授業料は11,000円（入学金は別）。半年ごとに学ぶ
科目分だけの授業料を払うシステムです。
◦半年だけ在学することも可能です。

令和５年開催日：１月10日、２月14日、３月14日
●場

高森カレンダー

754号

◦全国57カ所に学習センターやサテライトスペースが設置されています。

所：高森総合センター和室

※施設の利用状況に応じて開催場所が変更となる可能性があ
ります。
問 ジョブカフェ・阿蘇ブランチ ☎０９６７－２２－８１７８
（受付時間 平日10：00～17：00）

◦資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学熊本学習センター
までご請求ください。
◦出願期間

第１回：８月31日（水）
第２回：９月13日（火）

問 放送大学熊本学習センター

☎０９６−３４１−０８６０

診療は午前９時から
午後５時まで

月日

病・医院名

6月12日

電話番号

藤本医院

☎ 0967（67）0020

19日

のむら内科クリニック

☎ 096（292）2250

26日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

7月 3日

寺﨑内科胃腸科クリニック ☎ 0967（62）0378

お詫びと訂正

広報５月号の次の記事について、誤りがありまし
たので、お詫びして訂正します。
誤）田上農夫男さん（大字上色見）

初夏、高森町周辺の林で聴く「ワーオ、ワ

➡ 正）田上農夫男さん（大字色見）

ーオ」の鳴き声の持ち主がアオバトです。画

大変申し訳ございませんでした。

像のように体全体が鮮やかな緑色、オスだけ

令和４年４月30日現在

人口
編集後記

（対前月末）

人口／６, ０７５人

（－

９）

男性／２, ９４６人

（－

２）

女性／３, １２９人

（－

７）

世帯／２, ８９０世帯 （＋

２）

阿蘇を代表する希少植物です。今や盗掘や
草原の減少などが原因で自生地は減少しつつ

月ほどしか経っていない環境の中で戸惑いもありながら団
結し、今日に至ったのだななどと想像を膨らませておりま
した。転んでしまった徒競争や思春期真っただ中に本気で
親や先生に勝ちに行った各競技など、いつまでも記憶に残
（圭）

６

シアの木に止まることが多く、比較的容易に見つけることができますが、

ハナシノブ

会の撮影に伺いました。入学してからひと

広報

が羽の色があずき色です。群れで、ニセアカ
人を見るとすぐ逃げてしまいます。毎年、高森町に数週間、滞在します。

表紙、２ページで取り上げましたが運動

っていくことでしょう。

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

アオバト

●10ページ「人権擁護委員」担当地区

まちの

公益財団法人熊本県市町村振興協会

ありますが、阿蘇野草園では毎年“野の花コ
ンサート”を実施しており、後世に伝えてい
ます。今年も鹿本農業高校の生徒が育てたハ
ナシノブの植え込みを行いました。いつまでも身近に感じる植物であっ
てほしいものです。
問 南阿蘇ビジターセンター
☎０９６７−６２－０９１１

写真提供
増田 泰夫さん
（阿蘇地区パークボランティア）
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