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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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11月30日（火）大栄翔関が表敬訪問され、高森幼稚園児と交流が行われた

２０２２年

新年のご挨拶
とのダブルネットワークや、災害時の代替道路
等、県内主要道路計画と連動した道路網の強化
が本町管内において期待されます。
本格的な高齢化社会の到来に備え、経済や人
流、物流等のライフラインをしっかりと支える
ことができる「命の道」の必要性を十分に鑑み、
後世にわたり恩恵を享受できるための準備を今
後も整えて参ります。
次に、熊本県立高森高校では、全国初となる

新年明けましておめでとうございます。

仕上げの年

熊本県教育委員会、高森高校、漫画出版社㈱コ

新年を迎えて
謹んで新年のご祝辞を申し上げます。

た取り組みがスタートしました。地域になくて

来年４月からの新科設置と新入生受入れに向け

がない様に思います。だからこそ今年こそはコ

したが、ここ数年は平穏な一年を過ごした記憶

昨年はコロナに始まりコロナに終わった年で

す。

はならない教育、文化、地域活性化の中心的な

ロナ禍も終息し、我等が阿蘇山も静かにしても

森高校の魅力向上に関する連携協定」を締結し、

新型コロナウイルス感染症の多方面にわたる

役割と位置付け、関係機関と連携し持続可能な

とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
世界的な影響が長期化する中で、本町ではワク

らう様に願いたいものです。

私たち議会も今年が仕上げの年になります。

高森高校の実現に取り組んで参ります。

で接種を終え、町民の皆様へ安心感をお届けす
ただいた医療関係者の皆様のお力添えと町民の

ったオンライン上における「行幸啓」において

年目を迎えます。昨年は、全国で初の試みとな

民のみなさんのための建設的な政策を提案して

す。災害の復旧やコロナ対策でなく、純粋に町

生活を未来へ繋げる政治を実行したいと思いま

社会が落ち着きを取り戻し、町民の皆さんの

皆様のご理解の賜物と改めて御礼申し上げます。

天皇皇后両陛下より高森中央小学校の教育現場

議会活動の証にしてみなさんに評価してもらい

国最先端の教育の情報化を実践し令和４年で

３回目のワクチン接種も集団接種体制で実施

をご視察いただき、労いと励ましのお言葉をい

ることができました。これも偏に、ご協力をい

することとしており、安心して接種を受けてい

情報化といった新たな時代を生き抜く次世代の

を目指し、ふるさと高森に誇りを持ち、国際化、

今後も、「将来の子どもたちに誇れる高森町」

い政治家集団に向上していくことで町民のみな

おかけしました。落ち着きのある、レベルの高

なさんを驚かせる出来事があり、大変ご心配を

議会も昨年は７月に議長交代など、町民のみ

たいものです。

ただきました。

昨年は将来の高森町の地域づくりを描く上で、

子どもたちの育成とともに、２０２３年の南阿

このような不安定な状況下ではありますが、
大きな一歩を踏み出した１年となりました。
年ぶりに策定

町民の皆様におかれましては、引き続き感染

スピード感ある町政施策に付いていく事が出来

している中で議会が旧態依然のままでは町長の

痛感しております。現代社会が多様化し、進化

さんのざわついた心を安心させるべきと責任を

ひとつは、熊本県と熊本市が

年間の中長期的な道路整備

の基本となる「新広域道路交通計画」に「阿蘇

症対策を心がけていただき、令和４年が健康で

ません。仕上げの年の本年、様々な議論を建設

した、今後 年～

山都道路」と「阿蘇高千穂道路」が今回新たに

明るい年となりますことをご祈念いたしまして

的に行い、議員各位の個性や政治力を一段と引

構想路線として追加され、本町へのアクセスル

興に邁進致します。

蘇鉄道の全線復旧及び熊本地震からの創造的復

続きご協力をよろしくお願い申し上げます。

ただけるよう準備を整えて参りますので、引き

11

高森町では、高森町新教育プランにより、全

チンの集団接種体制により、県下でも早い段階

皆様には日頃から町政に対する温かいご理解

こととお喜び申し上げます。

町議会を代表して新年のご挨拶を申し上げま

高森町議会議長

アミックス及び高森町が「マンガを活用した高

公立高校の新科「漫画関連学科」設置に向け、

金也

佐伯

大成
草村

町民の皆様には、お健やかに初春をお迎えの

高森町長
28

新年のご挨拶といたします。
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ートである国道３２５号線及び国道２６５号線
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き出し、他の自治体が驚く様な議会に変貌でき

ればと思います。

議長とは言え本町議会議員の一員として議員

各位と共に素晴らしい高森町を創っていける様

に努力して参ります。

町民各位にはこの令和四年、各地域から出て

おられる議員さんにいろいろな意見を出しても

らい、輝かしい高森町が未来に発展するように

ご協力お願いいたします。
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子育て支援センター活動だより
問 子育て支援センター

☎６２－３３１１

☆子育て座談会 ＩＮ たかもり♪♪

子育て
11月5日(金)

アドバイザーの先生から「子どもの良い所探し」をテーマにミニ講座を開いていただき、育児

に奮闘する保護者の悩みに優しくアドバイスしていただきました。
〈参加者の声〉
●子どもの良い所探しと褒め方について話が聞けて、と
ても勉強になりました。日々家事などに追われて、な
かなか子どもを褒めれていなかったので、良い所を褒
めてあげたいと思います。
●子どもとの関わりに悩み始めた時だったので、とても
勉強になりました。
●生活に追われて子どもたちの目線で考える事を忘れて
いました。ひとつずつ、少しずつ褒めていきたいです。

☆わらべうたベビーマッサージ

11月15日（月）

〈参加者の声〉
●初めてのベビーマッサージとても楽しみにしていまし
た。赤ちゃんとのスキンシップとして積極的にやって
みようと思いました。
●とても分かりやすく楽しく参加できて良かったです。
家でもやってみます。
●子どもが気持ち良さそうにしてる姿に私も癒されまし
た。

☆ハーバリウムを作ろう！！

11月26日（金）

瓶に造花やドライフラワーをバランス良く入れ、
自分だけの素敵なハーバリウムが完成しました。
〈参加者の声〉
●やろうと思っていても出来ないことをする事ができて、
とても良かったです。簡単で素敵に仕上がって嬉しか
ったです。
●初めてのハーバリウムとても楽しかったです。育児の
息抜きになりました。
●ハーバリウム作りは初めてでしたが、良い経験になり
ました。家に飾るのが楽しみです。

消防関係表彰

高森高校生草原学習
高森高校１年生が「阿蘇世界文化遺産教育モデ
ル事業」で、「阿蘇の草原保全を担う若者の育成
を目的とした草原学習」を実施しており、村山牧
野で『輪地切り・草よせ体験』を実施しました。
数名のグループに分かれた草よせ体験では普段
触れることのない専用の鎌などに最初は戸惑いが

日㈬
4
2
11月

ありましたが、感覚をつかみ始めるとグループ内
で連携を取りながら作業にあたっていました。

6日㈫
1
月
11
令和３年11月16日（火）県庁地下大会議
室で熊本県消防関係知事表彰式が開催。
学校法人高森学園認定こども園（高森幼稚
園幼年消防クラブ）の楢木野晃滋園長が幼年

0日㈫
3
月
11

大栄翔関表敬訪問
南郷谷での相撲の振興を目的に、県
相撲連盟が主催した交流会が開催さ
れ、大栄翔関が高森幼稚園を訪れまし
た。

消防クラブに係る指導者の中で、特に地域の

その後、草村町長のもとを表敬訪問

防火活動に積極的に貢献して他の模範となる

され、「平成30年冬巡業大相撲阿蘇高

として、７名の受賞者を代表して幼年消防ク

森場所」の想い出や初場所への意気込

ラブ指導者表彰を受賞されました。

みなどを語られました。

令和４年１月４日発行

全日本少年サッカー県予選４度目のベスト16
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牛深・高森グラウンドゴルフ交流会

カー選手権大会熊本県大会（県

ンドゴルフ交流会に、天草・高森横軸連携事業として18名の

下132チーム）が開催され、菊

高SPO会員（高森グラウンドゴルフ協会員）が参加しました。

池阿蘇地区予選会を勝ち抜い

この交流会は第３回天草西海岸「天草夕陽フェスタ」グラウ

た 高SPOは、 地 区 代 表 と し て

ンドゴルフ大会の一環として行われ、天草全域から200名以上

２回戦から本戦に出場しました。２回戦、４回戦では前後半で

が参加。当日はあいにくの曇り

決着つかず、PK戦にもつれ込みましたが、接戦を制し目標の

で天草西海岸の夕陽を見る事

ベスト16入りを果たしました。子どもたちは最後まで声を出

は出来ませんでしたが、一緒に

し・走り・闘うことを貫いていました。

グラウンドゴルフをプレイし

●結果

ながら交流が行われました。

２回戦：VS スポーツの森大津ＦＣ・Ｈ 1-1（ＰＫ3-2）〇
1-0

令和３年度
総合型地域スポーツクラブ北ブロック交流会

〇

４回戦：VS アルエット熊本ＦＣ

1-1（ＰＫ4-3）〇

５回戦：VS ブレイズ熊本ジュニア

高ＳＰＯだより

11月13日（土）天草市牛深で開催された牛深・高森グラウ
問 高ＳＰＯ事務局
☎６２ー２９９１

JFA第45回全日本U-12サッ

３回戦：VS ＦＣ天草
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10月30日（土）、「令和3年度総合型地域スポーツクラブ北

「高森町・高ＳＰＯ×熊本ヴォルターズ
バスケットボール定期スクール」スタート

ブロック交流会」が南阿蘇で行われ、高SPO
からノルディックウォーキング会員11名が参
加しました。交流会では震災ミュージアム（旧

10月28日（木）熊本ヴォルターズ定期スクールがスタート。
開校に先立ち熊本ヴォルター

東海大学）・南阿蘇震災伝承館「轍」を見学し、
黒川集落・新阿蘇大橋をウォーキング。また
立野ダム建設現場も見学でき、参加者からは、貴重な体験ができたと喜ばれて

ズ西井辰郎社長をはじめ、スタ

いました。

ッフの方々が草村大成町長と

熊本県では58の総合型地域スポーツクラブが、北・中央・南ブロックに分

対談されました。

かれ連携を取りながら活動しています（高SPOは北ブロックに所属）。

また、この日は特別にトップ
選手２名（背番号５磯野選手・背番号18藤澤選手）が来場し
大いに盛り上がりました。高SPOでは毎月１回熊本ヴォルタ

第34回女子熊本県中学校総合体育大会駅伝競走大会

ーズ定期スクールを開催しています。プロコーチの指導を受け

11月12日（金）、熊本県総合運動公園えがお健康スタジアムをスタート・

ることが出来る貴重なチャンス！随時会員募集中です。

ゴールとするコースで開催された、第34回女子熊本県中学校総合体育大会駅

●熊本ヴォルターズ定期スクール日程

伝競走大会に、阿蘇郡市代表として高森中学

期

日

毎月第１木曜日

場

所

高森中学校体育館

日

程

①小学生（４年生以上男女）午後6：15～7：30

校が出場！結果は13位と大健闘でした。
出走した７名は全員高SPO陸上教室の卒業
生、またエントリー７名中５名が１年生と今

②中学生（男女）午後7：45～9：00
コーチ

鍛島

後が楽しみです。

和則（かしま かずのり）

熊本ヴォルターズＵ15スクール統括、U15HC（JBA
公認B級コーチ）

◦１区

志賀

心美（１年）◦２区

桐原

心和（１年）

◦３区

芹口乃莉香（１年）◦４区

山口

咲（３年）

◦５区

芹口沙耶香（３年）◦補員

中山さくら（１年） 後藤

羽那（１年）

けつけてくれ、また高森の健康・運動・スポーツにとことんこだわった謎

朝のノルディックウォーキング体験会

の覆面コンビ（もっこす兄弟）の登場、096k歌劇団の踏み台昇降ギネス

11月24日（水）高森防災公園で開催した「朝のノルディックウォーキン
グ体験会」に、ロアッソ熊本の片山奨典アンバサダー、地域おこし協力

記録に挑戦もあり、
大いに盛り上がりました。
朝のノルディックウォーキングでは、ノル

隊でロアッソ熊本ジュニアユース阿蘇の桑原斗南監督、また096k熊本歌 ディックポール（２本の杖）の貸出しを行っ
劇団から橋本愛羅さん、宝生窓花さん、上琴絵さんが参加され、地域の

ています、気軽に参加してみてはいかがで

方々と町内を歩きました。体験会にはロアッソ熊本からロアッソくんも駆 しょうか？随時会員募集中です。

１月

10

日は

「１１０番の日」です！

◎１１０番通報要領

◇１１０番するときは・・・

「いつ」「どこで」「何が」等の要領で落ち着いて話してく

ださい。

◇１１０番通報時の心がけ

・ためらわず、素早く

事件・事故が発生した場合はためらうことなく通報してく

ださい。

・事件・事故現場は詳しく

１１０番通報は県警本部に繋がります。

市 町 村 名、電 話 番 号、付 近 の 建 物、

停留所等の目標物をお話しください。

◎１１０番通報時の注意点

◇急がない要件の場合・・・

「警 察 相 談 電 話（＃ ９ １ １ ０）」ま た は「高 森 警 察 署（☎

６２ー０１１０）」に電話してください。

◇いたずら電話

いたずら電話は絶対にやめてください。

人命に関わる大きな障害となることがあります。

◇車を運転しながらの通報は危険

必ず停車し、安全を確保し

た上で通報してください。

※県境付近では、他県の警察

本部へつながる場合があり

ます。

その場合は、他県の警察か

ら当県に転送されますので、

電話を切らず、引き続きお

話しください。

問 ☎６２−０１１０
通報・相談 110
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高森町オリジナル‼
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野菜をたくさん摂ろう

問 健康推進課国民健康保険係

☎６２－２９１１

１日に350ｇの野菜を摂取する必要があると言われていますが、令和元年国民健康・栄養調査（令和２年・３年は新型コロナウイル

健

ス感染症の影響により調査中止）によると全国の野菜摂取量平均値は280.5ｇとなっており、約70ｇが足りない状態です。

康

この調査の内容を踏まえて高森町ではどれくらい野菜を摂っているか10月の住民健診受診者に食事調査を実施し、健診を受診され
た91名のうち70名の方にご回答いただきました。調査にご協力いただきありがとうございました。

●１日に必要な野菜の量（350ｇ）＝

両手１杯分の野菜

①１日に必要な野菜の量以上摂取できて
いる
③１日に必要な量の２/３は摂れている
④１日に必要な量の半分は摂れている
⑤１日に必要な量の半分も摂れていない

■女性

230ｇ摂るとよいと言われているのでバランスよく食べましょう。
15％

15％

11％

①

②

③

④

50％

◦ビタミン・ミネラル・食物繊維を多く含む

35％
10

20

30

40

50

60

70
（％）

※腎臓が悪い方はカリウムを摂りすぎるといけないので注意が必要です。

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119

なんでも南部分署

謹んで新春のご祝詞を申し上げます

住民の皆さまには、清々しい新春をお迎えのこととお慶び

申し上げます。

また、日頃から南部分署の消防業務に対しましてご理解と

ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

現在も、新型コロナウイルス感染症の変異株により感染状

況が著しく変化する中で、住民の方々は感染防止対策を講じ

ながらの不安な日々を送られていることと存じます。

私共消防も感染対策を講じながら、災害現場での活動を行

っているところです。

昨年を振り返りますと、熊本地震で崩落した阿蘇大橋が約

５年ぶりに「新阿蘇大橋」として開通し、観光名所となり、

テレビやラジオなどのメディアで大きく放送されました。併

せて、そのアクセスの良さと南阿蘇の魅力も伝えられた事か

ら、観光客も増えて行き、熊本地震からの復興と活気ある南

月末

11

阿蘇を感じる事の出来た一年でした。

一方、火災や救急などの出場件数においては、昨年

時点で、令和２年分を超える出場件数となり、私共の消防の

重要性と職責の重さを改めて認識致したところです。

終わりになりますが、本年は災害のないことを望みますと

ともに、地域住民の安心安全と信頼される消防業務を目指し、

南部分署職員一同これまで以上、職務に邁進して行く所存で

す。今後とも、皆さま方のご支援ご協力を賜りますようよろ

しくお願い致します。

正典

南部分署

芹口

本年が、皆さま方の更なる飛躍の年になることを心からお

祈り申し上げ新年のあいさつと致します。

阿蘇広域行政事務組合消防本部

分署長

救急……５２１件（４４９件）

月末中の南部分署管内における火災・救急件数

件）

◦令和３年南部分署管内火災・救急出場件数

令和３年

件（

をお伝え致します。

◦南阿蘇村

火災……

◦高森町

救急……２４５件（２２０件）

）内は令和２年の出場件数

火災……７件（８件）

※（
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◦血糖の上がり方を緩やかにする

50％

人参・大根・トマト・ピーマン・玉ねぎ

キャベツ ２枚70ｇ
たまねぎ
60ｇ
きゅうり
50ｇ
なす
50ｇ

◦低カロリーでかさが多いので満腹感を得ることが出来る

55％

キャベツ

30ｇ
30ｇ
30ｇ
30ｇ

230ｇ

●野菜の特徴

52％

ピーマン

11

⑤

58％

キャベツ

10

ほうれん草
ピーマン
トマト
にんじん

■男性

きゅうり・玉ねぎ

きゅうり・ねぎ
0

野菜350ｇの例
緑黄色野菜 120ｇ 淡色野菜

5
0

よく食べる野菜

野菜は350ｇ摂ることが大事ですが、緑黄色野菜は120ｇ、淡色野菜は

26％

20

10

「よく食べる野菜」の項目では男女ともキャベツが１位となりました。

33％

30

15

下しか摂れていないことが分かります。

野菜の摂取量

（％）
35

25

②１日に必要な量を摂取できている

「野菜の摂取量」の回答を見ると約半数の方は１日に必要な量の半分以

令和４年１月４日発行

新成人の皆さんへ

20歳になったら国民年金

749号

（6）

エンタメ業界と連携した

地域おこしプロジェクト

国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家
族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようと
年

いう考えで作られた仕組みです。

令和３年11月１日付けで地域おこし協力隊となった３名を

金

20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられており、20歳になると日
本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

紹介します。地域の活性化や町のPRなど様々な分野での活躍
が期待されます。

■国民年金のポイント
●将来の大きな支えになります
国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたっ
て保障されます。

かとう

加藤

●老後のためだけのものではありません
国民年金は、年をとったときの老齢年金のほか、病気や事故で障害が残ったとき

京都府出身

れていた遺族（「子のある配偶者」または「子」）が受け取れる遺族年金があります。
保険料の納付は銀行や郵便局などの金融機関のほか、コンビニエンスストアでの
手続き、口座振替、クレジットカード、電子納付が利用できます。詳しくは、日
本年金機構から届く納付書をご確認ください。
国民年金第１号の被保険者は、毎月の保険料を納めなければなりません。しか
し、経済的な理由により納付が困難な場合に保険料免除や納付猶予の制度があり
ます。また、学生の方には在学中の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設
けられています。

片山 紗雪

（熊本県出身）

楠本

ゆ

き

有紀

京都府出身

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。

また、マイナンバーを記載した確定申告書を税務署へ提出
する際には、
本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
例１：マイナンバーカード
例２：通知カード 及び 運転免許証や公的医療
保険の被保険者証など
国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp ）
→

☎０９６－３６７－２５０３

096ｋ熊本歌劇団員を数名ずつ紹介します！共通点が見つかって推しメン
バーが決まるかも？１問１答の回答から連想されたイラストは地域おこし協
力隊のヨリフジ先生・のぴやか梢先生に担当いただきました。

Q誰にも負けないポイント（特技など）
Aテレビ見ながらゲームしながら喋る
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
Aコロナ禍で不安定な世の中に今までやって
きた芸の部分で何か力になれるのではない
か。地元阿蘇を拠点に芸に打ち込める環境
に惹かれました。

北野 未樹

（熊本県出身）

Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
Aお芝居やアクションを本格的にやってみた
かったから、熊本は旅行で１回しか訪れた
ことがなく住んでみたいと思ったから

Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A25歳になり再度夢に挑戦したいと思った

Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
Aフランキー‼は冗談でスポットの多さ（カ
フェ、観光、食等）
Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A私は将来外国でアクションスターになる人
です。今は劣等生でも雑草魂で頑張ります。
高森町の大きな自然で学べたり生活できる
ことはとても幸せなことだと思います。清
い水の如く、清い心で、大きな自然の如く、
大きな心で育っていきます。

Q町民の皆さんへ一言メッセージ
Aいつもお世話になっております。高森町の
皆さんに誇りに思ってもらえる自慢の劇団
になれるよう精進していきます。
Q誰にも負けないポイント（特技など）
A体が丈夫（ケガ・病気しません）、納豆愛

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A足のサイズ（小さい）、好奇心旺盛さ

Qマイブーム（趣味）
Aハーブティー、映画（洋画）を観ること

Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A日本とは思えない壮大な景色‼月廻り公園
から見る根子岳は絶景！

（兵庫県出身）

宮崎県出身

くすもと

マイナンバーの記載が必要です

Qマイブーム（趣味）
A水を飲むこと、歌のハモリ

鬼山 花菜

藍

問 阿蘇税務署
☎０９６７－２２－０５５１（※自動音声案内）

年金の手続き・申請については、下記までお問い合わせください。

団員紹介コーナー

あい

≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫

●保険料を払えないときは

問 熊本東年金事務所

お お く ぼ

大久保

確定申告書には

に受け取れる障害年金、加入者が死亡した場合にその加入者により生計を維持さ
●保険料を納めるには

はるな

晴菜

楠野 栞那

（熊本県出身）

Q誰にも負けないポイント（特技など）
A大食い、ダンス
Q096ｋ熊本歌劇団に入団しようと思ったき
っかけ
A地元熊本で自分が今まで培ってきた大好きな
ダンス等を熊本のために生かせる、また更に
学ぶことが出来ることにとても魅力を感じた

Qマイブーム（趣味）
Aドラマ観賞、ゲーム、テニスの王子様（マ
ンガ、アニメ）

Qマイブーム（趣味）
A映画、ドラマ、滝や山頂などの自然豊かな
絶景スポットに行くこと、スポーツ観戦

Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A緑がたくさん！自然の中に点在するおいし
いごはん屋さんいっぱい！

Q高森町と言えば！？（高森のイメージ）
A自然豊か！美味しい！優しい！

Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A高森町に来て１年。日に日に高森町への愛
が深まっていきます！これからもどうぞよ
ろしくお願いします！！！

Q町民の皆さんへ一言メッセージ
A自然もご飯も町民の皆さんも最高で素晴ら
しい高森で活動できて幸せです！これから
もたくさんPRして盛り上げていくので応援
と温かいお力添えよろしくお願いします。

（7） 広 報たかもり
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町 長 の うごき

スケジュール（11/16～12/15）

11月16日（火） 安全・安心の道づくりを求める全国大会（東京都）
11月17日（水）「地方を守る会」総会（東京都）
行幸啓御礼記帳（宮内庁）
衆議院議員事務所挨拶回り（東京都）
11月18日（木） 参議院議員事務所挨拶回り（東京都）
11月20日（土） 穴見元熊本県畜産農業連合会会長叙勲祝賀会（阿蘇市）
11月21日（日） 赤羽根公民館新築落成式及び記念碑除幕式
11月22日（月） 熊本YMCA理事長来庁対応
11月25日（木） 南阿蘇鉄道再生協議会（熊本市）
11月26日（金） 熊本市とのふるさと納税返礼品協議（熊本市）
11月27日（土） くま川鉄道復旧祭（人吉市）

町の交際費

11月30日（火） 大栄翔関及び熊本県相撲連盟事務局表敬訪問
12月 1日（水） 阿蘇草原再生千年委員会（阿蘇市町村会長）
（熊本市）
熊本県市町村職員共済組合全員協議会（熊本市）
12月 3日（金） 令和３年度高森町こども議会
高森町教職員優秀表彰受賞者表敬訪問
12月 6日（月） 阿蘇世界文化遺産関係協議（熊本市）
12月 7日（火） 阿蘇地域医療構想調整会議関係協議（阿蘇市町村会長）
12月10日（金） 令和３年第４回高森町議会定例会（17日まで）
12月12日（日） 旭通公民館落成式
12月13日（月） 令和３年第４回高森町議会一般質問

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。

高森町長

草村

大成

町発注工事と業務委託契約状況
番号 担当課
契約日
政 策
1
令和 3 年 10 月 28 日
推進課
政 策
2
令和 3 年 11 月 1 日
推進課

令和３年10月2１日～令和３年11月20日分
※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）
工事（業務委託）名
工
期
契約相手
請負代金
南阿蘇鉄道高森駅前空間賑わい創出 令和3年10月28日
株式会社ヌーブ
2,000,000 円
事業業務委託
令和4年 3月25日
南阿蘇鉄道高森駅前地域創造支援事 令和3年11月 1日
一般社団法人高森観光推進機構
12,000,000 円
業に係る観光案内所改修業務委託
令和4年 3月25日

～互いの人権を尊重し、支え合いながら人にやさしいまちの実現をめざして～
【“ゆるがない

故郷の誇り

我が誇り”「高森町人権カレンダー」】

「高森町人権カレンダー」を作成しました。
「ゆるがない

故郷の誇り

我が誇り」（高森中２年

のであり、高森の教育が人権教育の成立基盤となる教
篠田圭吾さ

ん）。カレンダーの表紙に掲載されてい
る人権標語です。
第１次高森町新教育プラン（平成24
年３月）の策定から10年を迎えようと
しています。スローガンは「高森に誇

権

故郷を思い、友だちや家族を思う「温かい言葉」が綴られています。
絵・ポスター、写真、書写･･･。そこに描かれているものは「人」です。
「人
の心」です。輝いている高森の子どもたちの笑顔、高森の子どもたち
からのメッセージをカレンダーから感じ取ってください。
郷土高森の子どもたちの思いが詰まった「高森町人権カレンダー」

です。町内の各学校児童生徒に人権標

～の一助になりますことを願います。

語を募ったところ、多くの作品が寄せ

※カレンダーの紙面上、標語等児童生徒作品の紹介は限られているた

ある「誇り 夢 元気」を感じさせるも

め、今後、広報「たかもり」に随時掲載していきます。
問 高森町教育委員会 地域人権教育指導員 ☎６２－０２２７

宇藤加代子

歌 詠 み

柿の枝

高田スイ子

（梅香苑デイサービス）

並んでとまる

小 鳥たち

俳 句

鳥たちが

柿に群がる

堅

問 高森町農業委員会事務局（農林政策課内） ☎６２－２９１５

守仁

までお尋ねください。

鈴なりの

応募資格や応募方法等の詳細については高森町農業委員会事務局

中川

１月11日（火）～２月10日（木）

美しさ

〈農地利用最適化推進委員〉年額155,000円

秋を彩る

年額170,500円

山 見れば

４月１日から３年間

一 休み

◦募集人員 〈農業委員〉14名、〈農地利用最適化推進委員〉18名

孫を待つ

農地利用状況調査、意向調査などの現場活動

岩下ソヨ子

〈農地利用最適化推進委員〉

ポチ袋 持ち

移動、農地転用について審議や助言

掃 除 終え

農業委員会総会への出席、農地法に基づく農地の権利

興呂木正人

◦職務内容 〈農業委員〉

温もり求め 猫二匹

地 獄の湯

田上むつ子

び応募の受付を行います。

冬 空に

枯れ葉 散り 道の変わった

庭 飾り

千代

令和４年度からの農業委員と農地利用最適化推進委員の推薦およ

工藤

赤い実を付け

徳丸

南天の

慌てて羽 織る チャンチャンコ

身を細め

春子

炬 燵ずり込み
古庄

炊事前

農業委員・農地利用最適化推進委員募集！

◦受付期間

けん

が、～互いの人権を尊重し、支え合いながら人にやさしいまちの実現

１つが、新教育プランのスローガンで

◦委員報酬 〈農業委員〉

人

りを持ち、夢を抱き、元気の出る教育」

られました。そして、その作品の１つ

◦委員任期

じん

育・学習環境であることを実感しました。

令和４年１月４日発行

おくやみもうしあげます 11月受付分（敬称略）
住

所

死亡者

年

齢

ご遺族

高

森（昭和南） 栗屋ハナコ

98歳

藤本

草

部（山の口） 本多

畩子

85歳

佐藤久美子

色

見（山

鳥） 岩下

畩則

86歳

岩下

芹

口（中

村） 大内田

親

89歳

大内田直也

高

森（上

在） 上村テル子

94歳

上村

津

留（上

町） 田上

省吾

86歳

田上タミ子

野

尻（河

地） 山本ヒサヱ

87歳

山本

高

森（旭

通） 田代

73歳

田代シズ子

憲士

正一
正子
晃一
洋源

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
佐藤
田所

慧史様
哲己様

田上タミ子様
田代シズ子様
（順不同）
後藤美惠子様		

地域の散策など様々です。受入れに興味のある方は、お気軽にお
問い合わせください。
問 阿蘇地域農泊推進協議会 事務局：阿蘇グリーンストック
☎０９６７－３２－３５００
高森町農林政策課 ☎０９６７－６２－２９１５

病・医院名

寺﨑内科胃腸科クリニック ☎ 0967（62）0378
馬原内科医院

☎ 0967（62）0646

渡邉内科

☎ 0967（67）1777

2日

渡邉総合内科クリニック

☎ 0967（65）2201

3日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

9日

南郷谷リハビリテーションクリニック ☎ 0967（62）3351
☎ 0967（67）0020

令和３年11月30日現在

（対前月末）

人口／６, １４０人

（－

７）

男性／２, ９７４人

（－

５）

女性／３, １６６人

（－

２）

世帯／２, ９０７世帯 （－

１）

１１8 番！

海でなにかあったら…
●１１８番とは？

るための海上保安庁緊急通報用電話番号で、一般加入電話、公衆電話、
携帯電話、PHS、船舶電話等から利用できます。

宛先に入力して空メールを送信すると、登録用メー
ルが返ってくるので、案内される手順に従い登録し
てください。
問 第十管区海上保安本部

総務課

☎０９９−２５０－９８００

●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
●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

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

アトリ
メよりやや大きくシベリアから大群で、日
本に渡ってきます。頭が黒っぽいのがオス
で、夏に近づくほど真っ黒になります。頭

昨年１年を振り返りますと新型コロナウ

イルスワクチン集団接種など、例年とは異なる話題を多く取
り扱いました。今年は地元の祭りなど、慣例の地域行事で紙
面を飾れることを祈っております。今年も広報たかもりをよ
（圭）

１

※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。

渡りの冬鳥を代表する鳥で、体長はスズ

新年あけましておめでとうございます。

広報

高森総合センター
和室

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。

電話番号

ろしくお願いします。

13：00～16：00

南阿蘇鉄道社員募集‼

診療は午前９時から
午後５時まで

編集後記

8日㊋ ジョブカフェ出張相談

事前登録制ですので、fentry@net118.jpを直接

子どもたちと行う体験内容は、季節毎の農作業や郷土食づくり、

人口

February

急時の通報が可能となる「ＮＥＴ118」を運用しています。

集中です。

まちの

月

スマートフォンなどを使用した入力操作により、海上保安庁への緊

在、一緒に活動してくださる受入家庭を募

藤本医院

高森総合センター
２階中会議室

令和元年11月１日から、聴覚や発話に障がいを持つ方を対象に、

ムステイ（宿泊体験）を提供しており、現

10日

10：00～15：00

●聴覚や発話に障がいがある方へ

で阿蘇を訪れる小中高生等を対象にファー

1月 1日

January

118番は海上における事件・事故に対し、迅速かつ的確に対応す

阿蘇地域農泊推進協議会では、修学旅行

26日

月

28日㊎ 年金相談

2

１月16日～２月15日

絡したら良いかご存じですか？そうです「118番」です。

～阿蘇を訪れる子どもたちといっしょに体験しませんか～

12月19日

1

（8）

皆さんの大好きな海で、事件・事故が発生した場合に、どこに連

ファームステイの
受け入れ家庭を募集します

月日

高森カレンダー

749号

が茶色ぽいのがメスです。名前の由来は諸説ありますが、いつも群れで
いることから、「あつまるとり」が「あつとり」になり、更に「あとり」
になったと言われています。鳴き声は「キョッ、キョッ、キョッ」と他
の鳥に比べ、やや小さめですが、群れでいるので目立ち、いろんな木に
止まり、実を食べるので、見つけやすく、この時期、身近な鳥です。
問 南阿蘇ビジターセンター ☎０９６７−６２－０９１１
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