令 和 ３ 年
第 745 号

◀ 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。

輝きをその手の中に

9

便利な高森町公式アプリをお手元に！

P.

２

エンタメ連携地域おこしプロジェクト
たかもりタウンTOPICS

P.

５

湧水トンネル公園アイデア募集

P.

６

今年最後の追加健診

熊本県、南九州の両コンクールで最優秀賞を受賞した高ＳＰＯ高森吹奏楽団。詳細はＰ.３掲載
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エンタメ業界と連携した地域おこしプロジェクト
今月号からエンタメ業界と連携した地域おこしプロジェクトで
高森町を拠点に活動している漫画家のヨリフジ先生とのぴやか梢先生による
４コマ漫画の掲載が始まりました！
記念すべき第１話をどうぞお楽しみください。

１

２

３

（株）熊本コアミックスの持田社長と０９６ｋ熊本歌劇団員が役場を訪問
され７月14日（水）のお披露目公演「舞台 前田慶次 かぶき旅 ～肥後の虎・
加藤清正～ 編」開催のお礼を伝えられました。
７月17日から熊本市「桜の馬場城彩苑 熊本城ミュージアムわくわく座」
にて毎週金・土曜日の定期公演を開始しましたが、現在新型コロナウイルス
の感染拡大により一時休演となっています。
歌劇団員は昨年の結成当初より町内に居を移し、テレビ出演などの過密ス

1町長にお礼を述べ
られる熊本コアミ
ックス持田社長
2記念撮影
3お披露目公演の報
告を行う谷口亜湖
さん

ケジュールを縫って稽古に励んでいました。公演が再開となりましたらぜひ、
足をお運びいただき町民の皆様からの応援をお届けください。

大隈塾U‐
１８プロジェクト
オンライン開催

五穀豊穣祈願祭

一昨年より開催されている大隈塾。８名の早稲田大学の学生と

例年風鎮祭期間中に行われていた五穀豊穣祈願祭ですが、昨年度

27人の高森高校生が４班に分かれ、終始穏やかな雰囲気の中、本

に続き風鎮祭が中止となった本年は、８月18日に新型コロナウイ

年度もオンラインで実施されました。大学生から、高校時代にどん

ルス感染拡大防止のため実行委員会を含む８名で実施されました。

なことに取り組んだか、大学でどのような活動をしているのかにつ

当日は厳かな空気に包まれた中、岩下宮司による祈願が行われま

いて発表があり、高森高校の生徒は、年齢の近い大学生の言葉に真

した。

剣に耳を傾け、勉強法や東京での生活について質問するなど積極的
な交流が図られました。

画面越しに大学生に質問する高森高校生

㈬
４日
月
８

豊作の祈りをささげる参加者８名

㈬
18日
月
８

（3） 広 報たかもり

高ＳＰＯ高森吹奏楽団快挙！
！

㈪
16日
月
８

７月11日に開催された第65回熊本県吹奏楽コンクールの小編成の部に
おいて高森中央小・高森中がグランプリとなる「小山杯」を受賞しました。
また、８月９日に開催された南九州小編成吹奏楽コンテストでも最優秀
賞を獲得。さらに最優秀個人賞にあたる「きらめき賞」も受賞し、南九州
大会の全部門の賞を完全制覇しました。
■主な成績と受賞者
◦第65回熊本県吹奏楽コンクール（小編成の部）
中学校の部 最優秀賞：高森中学校・高森中央小学校
高校の部 最優秀賞：高森高校
グランプリ「小山杯」：高森中学校・高森中央小学校
※「小山杯」は本大会参加団体中最も素晴らしかった団体に贈られる賞
で、平成27年には高森中学校が受賞しています。
◦第17回南九州小編成吹奏楽コンテスト
中学の部 金賞・最優秀賞：高森中学校・高森中央小学校
高校の部 金賞・最優秀賞：高森高校
「きらめき賞」：児玉

美紗さん（高森高校１年）

コンクールの様子について報告する高SPO高森吹奏楽団

第62回高森町
優良子牛保留奨励品評会

阿蘇南部地区の園児に夏の贈り物
ＪＡ阿蘇南部トマト部会では毎年管轄内の保育園、幼稚園に出来

優良な子牛の自家保留を奨励し、次世代の繁殖牛を育成するため

立てのトマトを寄贈する活動が10年以上続けられています。今年

の品評会が熊本県畜産農業協同組合南阿蘇支所家畜市場で行われま

も真っ赤に実ったトマトを園児たちに直接手渡され、ずしりと重み

した。

のあるトマトの箱を園児たちは２人一組で受け取りました。

家畜農家自慢の牛、褐毛26頭、黒毛24頭の合計50頭が出陳され
ました。
各部門の主席は以下のとおりです。
◦褐毛（若令の部）首席

２人一組でトマトを受け取る高森幼稚園児

こなみ号

★グランドチャンピオン
（児玉

國廣さん）

◦褐毛（壮令の部）首席

つるみつ号 （岡本

康雄さん）

◦黒毛（若令の部）首席

かつゆき号 （矢津田

◦黒毛（壮令の部）首席

みつあき号 （松尾

日㈬
1
2
７月

伊澤製作所より企業版ふるさと納税
高森町工業団地に拠点を置く伊澤製作所より企業版ふるさと納税
をいただきました。
今回いただいたご寄付は「南阿蘇鉄道高森駅周辺開発と熊本都市
圏アクセス強化プロジェクト」へ活用いたします。

自慢の子牛を引き連れ審査を待つ畜産農家

博文さん）
治実さん）

㈬
28日
月
７

０９６ｋ熊本歌劇団コラボ！
！
夏の交通安全運動初開催

夏の開催は今回が初となった交通安全運動。当日は県道28号線
あそ望の郷入口付近で０９６ｋ熊本歌劇団員より運転者にパンフレ
ットと水が手渡され、安全運転への呼びかけが行われました。

伊澤製作所営業本部長森田氏（左）と草村町長

㈫
20日
月
７

交通安全運動に参加した０９６ｋのメンバー

㈮
６日
月
８
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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

☆デコパージュをしよう♪♪

７月９日（金）

お母さんたちはお喋りしながら布バッグや固形石鹸にデコパージュしてい

☎６２－３３１１

子育て

☆おはなし会！！

7月20日（火）

今回は5.6か月健康相談を終えた親子も参加され、大型絵本やペープサ

ました。 子どもたちは、走り回ったり、好きなおもちゃで楽しんでいました。

ートを親子で楽しんでいました。

〈参加者の声〉

〈参加者の声〉

●デコパージュは初めてでしたが、可愛くできて良かったです。家でもや

●大きな絵本のおはなし会！子どもたちが大好きな絵本で大喜びでした。

ってみたいと思います。他のママたちと話もできて、良い気分転換にな

みんなと一緒に絵本が見れるのが、とても楽しいようでした。

りました。

●伸び伸びと遊べる機会が減っているので、広い場所で遊べて参加できて

●最近、雨続きで子どもも広い場所で遊べて楽しそうでした。同年代の子

良かったです。

どもたちと遊べて良かったです。私も楽しく作品が作れて良かったです。
●してみたいと思ってたデコパージュがみんなと体験できて、とても楽し
かったです。

「ねんきんネット」のサービス紹介
■「ねんきんネット」とは?

年

■利用するには？

「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォン等でご自身の年

金

ご利用には「ねんきんネット」への登録が必要です。

金情報を手軽に確認できるサービスです。

登録方法など、詳しくは下記専用番号にお問い合わせください。
◦ナビダイヤル

■「ねんきんネット」で出来ること

☎０５７０－０５８－５５５
（０５０から始まる電話からおかけになる場合は

・ご自身の年金記録の確認

☎０３−６７００−１１４４）

・将来の年金見込額の試算

◦受 付 時 間 月曜日～金曜日：午前８時30分～午後５時15分

・電子版「ねんきん定期便」の閲覧
・各種通知書の確認

（月曜日のみ午後７時まで）

など

第 ２ 土 曜 日：午前９時30分～午後４時
※祝日（第2土曜日は除く）、12月29日～１月３

■ご利用対象者

日はご利用いただけません

基礎年金番号をお持ちの方
※昭和61年４月以前に年金受給権が発生した老齢年金受給者の方

年金事務所に行くことなく、ご自宅から申請や届書の作成などがで

はご利用いただけません。

きますので、ぜひご利用ください。
問 熊本東年金事務所

秋の全国交通安全運動の

実施について

運動の目的

「令和３年秋の全国交通安全運動」が実施されます。

１
本運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透

を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実

践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通

環境の改善に向けた取組を推進することにより、交

通事故防止の徹底を図ることを目的とします。

日（木）までの

日（木）

30

期間

９月

日（火）から９月

21

２
日間

期間中の主な行事

令和３年９月

３

運動重点

交通事故死ゼロを目指す日

４
○子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

○夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など

安全運転意識の向上

○自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底

○飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

30

10

☎０９６－３６７－２５０３

問 ☎６２−０１１０
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（5） 広 報たかもり

ジョブカフェ出張相談

熊本労働局雇用環境・均等室では
次の支援に取り組んでいます

無料就労「出前相談会」のご案内

（法律の改正情報など各種情報提供・相談・助成金の支給等）

ジョブカフェ・阿蘇ブランチ（熊本県地域無料就労相

❶新型コロナウイルス感染症の影響下の妊婦の保護・小学校等休業対策
❷良質なテレワークの推進
❸働き方改革の推進
❹女性の活躍推進
❺仕事と育児・介護・不妊治療との両立（令和
４年４月以降改正育児・介護休業法施行）
❻ハラスメント防止対策（令和４年４月パワハ
ラ防止対策を全事業所に義務化）
❼同一労働同一賃金
特に、事業所内の最低賃金を引上げる中小企業事業主を支援する業務改善
助成金が要件緩和・拡充されています。
※詳しくは熊本労働局ホームページをご覧ください。

談窓口）が毎月、皆さんの地域にお伺いし就労に関する
ご相談を受けることになりました。就労に関する悩みや
相談にお役立てください。
●日時

毎月第２火曜日
午後１時～午後４時（原則予約制）
※第１回目は、９月14日開催

●場所

高森総合センター１階

和室

●内容

就職に関する相談、履歴書などの作成アドバイ
ス、面接対策、職業適性診断等

問 ジョブカフェ・阿蘇ブランチ
☎０９６７−２２−８１７８

令和４年度

問 熊本労働局雇用環境・均等室

農業大学校

！
発信 高 森 自 然
校
高
高森

新規就農支援研修生を募集します

当地検定。高森町の文化や歴史、名所をテーマとした問題です。

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

挑戦してみよう♪

で仲間とともに農業を始めてみませんか。
研修期間

募集人員

プロ経営者コース（野菜専攻）

４月～翌年３月
（週５日）

10名程度

４月～12月
（週３日）

各組
20名程度

実践農業コース
１組：環境にやさしい野菜栽培と麦・
大豆等の作物栽培を行う
２組：野菜栽培専攻
◦前期募集

令和３年９月21日（火）から10月29日（金）まで

◦後期募集

令和４年１月５日（水）から１月28日（金）まで

１

問 農大研修部

山ですがこれまでにあるテレビ番組のロケ地として使わ
❶精霊の守り人

２

❷いだてん

❸麒麟がくる

奥阿蘇大橋を渡ってすぐに見える「うまや」も営業し、
川魚を専門で扱う川部養魚場。どんな魚が養殖されてい
るでしょうか。

検索

農大

ラクダのこぶのような形からその名がついているらくだ
れたことがあります。その番組とはどれ？

❶ヤマメ・ニジマス

詳細や受講願書の様式は農大ホームページにも掲載しています。
熊本

検定

高森高校の有働栞里さんが授業の一環で作成した高森町のご

農大では、社会人の方を対象に就農に必要な栽培技術や経営のノウハ

研修コース名

☎０９６−３５２−３８６５

➡

❷イワナ

❸アユ

＊答えはＰ.９に掲載しています。

☎０９６−２４８−６６００

なんでも南部分署

日本にやってくる台風は夏から秋にかけて最も多く発生しています。そこで今回

は台風接近時の対策をお伝えします。

台風が接近してから屋外に出るのは非常に危険なことです。しかし、毎回のよう

にあるのが台風で雨風がひどい中、雨漏りなどのために屋根に上り作業をし、屋根

から転落するなどの事故が多くなっています。台風対策は気象情報をあらかじめ確

認し、台風が来る前に対策をとっておいてください。また、台風が上陸している時

は、屋外に出ないようにしましょう。

◉家の外の備え

◦窓や雨戸はしっかりカギをかけ、必要ならば外か

ら板を打ち付けて補強する。

◦風で飛ばされそうなごみ箱などは固定しておく。

◦テレビアンテナはステーワイヤーや支柱を確認し、

早めに補強しておく。

◦側溝や排水口は掃除をして水はけを良くしておく。

◦樹木などには、支柱を立て倒れないようにする。

飲料水、非常食

◉家の中の備え

⑴

懐中電灯、ラジオ

◦雨戸を下ろしたり、ガラスの飛散を防ぐために窓

⑵

現金、通帳や身分証のコピー

にテープを貼る。

⑶

着替え（下着など。特に圧縮袋に入れておくとよい。）

◦外からの飛来物の飛び込みに備えてカーテンやブラインドを下ろしておく。

⑷

筆記用具、はさみ、カッターナイフ、ライター、歯ブラシ

◦学校や公民館など、避難場所として指定されている場所への避難経路を確認する。

⑸

タオル、トイレットペーパー、ポリ袋、ウェットティッシュ

◦非常食や断水時に備えての生活用水を確保しておく。

⑹

軍手（皮手袋なども役に立つ）、雨合羽、ガムテープ、（冬場はカイロなど）

◉非常用バッグの中身を確認しよう！

⑺

レジャーシート（避難先の場所の確保のため）

最近、大規模な自然災害が多くなる中、重要視されているのが非常時に必要なも

⑻

救急セット（消毒液、ばんそうこう、三角巾、ガーゼ、包帯、薬など）

のを入れておく非常用バッグです。そのバッグに入れておくとよいものを紹介し

⑼

感染対策用セット（マスク、消毒用アルコール、体温計）

ます。

⑽

問 ☎６２−９０３４
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今年最後の追加健診！
健

問 健康推進課

国民健康保険係

745号

☎６２－２９１０（直通）

康

６月に実施した住民健診を受診されていない方を対象に追加健診を実施
します。今回も特定健診とがん検診を同時に受診する事が出来ますので、
この機会に是非健診を受診されますようお願いします。

都合が悪く追加健診が受けられない方へ

なお、子宮がん検診は受診することが出来ません。

医療機関による個別健診が受けられます。特定健
診は病院に通院されている方も対象です。
◦対 象 者

40～74歳までの国民健康保険加入者
で住民健診を受診されていない方

◦日

時

◦受付時間
◦場

所

10月17日（日）

◦必要な物

特定健診受診券（黄色）、国民健康保
険証

◦料

金

1,000円

◦受診可能な病院
平田医院、馬原内科医院、南郷谷リハ

７：30～10：00

ビリテーションクリニック、渡邉総合
内科クリニック、藤本医院、渡邉内科、

高森総合センター

寺崎内科胃腸科クリニック、熊本セン
トラル病院、阿蘇医療センター、阿蘇
立野病院
※特定健診受診券をなくされた方は受診券を再発行
いたしますので健康推進課国民健康保険係までお
問い合わせください。
※がん検診は受診出来ません。

スマートボデイ教室参加者を募集します！
自分の体の状態を理解し自分に合った運動をしようという方を対象に運動教室を開催します。
◦対 象 者

◦人

員

◦参 加 費
◦内

容

◦１クール

保健指導対象者のうち参加を希望する方
国民健康保険に加入されている65歳未満のメタボ該当者（腹囲：男性85cm以上、
女性90cm以上、BMI 25以上）で参加を希望する方
20名程度
無料
運動指導士による講話と運動の実技（筋トレ・有酸素運動など）
10月～12月 １クール12回 約３カ月
※新型コロナウイルスの感染状況により変更になる可能性があります。

◦場

所

高森総合センター

◦日

時

毎週金曜日

◦申込方法

19：00～20：30

９月24日（金）までに健康推進課国民健康保険係に連絡ください。

問 健康推進課

国民健康保険係

☎６２－２９１０（直通）

（6）

広 告

（7） 広 報たかもり

熊本県からのお知らせ
土砂災害の不安を解消しませんか？

９月は動物愛護月間です

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）からの移転を検討中の方、
土砂災害危険住宅移転促進事業をご活用ください。最大300万円補助

県では、９月を熊本県動物愛護月間と定めています。
ペットを正しく愛情を持って飼育できているか、災害時の備えがで

します！

きているかなど、動物に対する向き合い方を見つめ直してみましょう。

●補助対象者

また、各保健所では９月以

◦レッドゾーン指定前から現在まで継続してお住いの方（賃貸住宅

降、動物愛護に関する様々
なイベントを開催します。

は対象外）
●交付要件

詳しくは、県ホームページ

◦安全な地域（レッドゾーン・イエローゾーン外）へ移転

をご覧ください。

◦お住まいの住宅除却

※新型コロナウイルス感染

●補助内容

症の影響で中止となる可
能性があります。

◦住宅建設購入費、賃貸住宅費（１年間）、住宅除却費等
問 高森町役場建設課

住宅係

☎０９６７－６２－２９１２

道路に張り出している木の伐採にご協力を！！

問 阿蘇保健所

☎０９６７－２４－９０３５

あなたの「ふるさとの川をきれいにしたい！」を
応援します

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、道路沿いで樹木を所有されている方は点検を実施していた
だき、危険な場合は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。

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等を
募集しています。
希望に応じて、軍手やごみ袋等の支給、傷害保険の加入、ごみの運
搬・処分などの支援が受けられます。
詳しくは、 くまもと

マイ・リバー・サポート

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。

問 県道路保全課

問 阿蘇地域振興局土木部維持管理調整課
☎０９６７－２２－１１１８

☎０９６−３３３−２４３５

危険物取扱者試験のお知らせ

消防法の規定に基づき、令和３年度第２回危険物取扱者試験が次
の日程で実施されます。
●試験の種類、試験日等
試験の種類
甲種

試験日

願書受付期間

試験地

書面 9月9日（木）
熊本市
申請 ～9月16日（木） 八代市

乙種第１類～
11月7日（日）
第６類
天草市
電子 9月6日（月）
丙種
申請 ～9月13日（月） 玉名市
※詳しくは、試験案内をご覧ください。
●願書等の配置場所
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しています。
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

登記相談所開設のお知らせ

熊本地方法務局職員による土地・建物等の売買・贈与・相続等の
登記に関する無料の登記相談所が下記の通り開設されます。お気軽
にご相談ください。なお、相談には事前予約が必要です。
●日

時

●場 所
●予約先

●その他

10月21日（木） 午前10時30分〜午後３時
※正午から午後１時までを除く
事前予約制：開設日前日までにご予約をお願いします。
阿蘇市役所北側別館全員協議会室
熊本地方法務局阿蘇大津支局
☎０９６－２９３－２２７２
音声案内②を押し、阿蘇市相談予約とお申出ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場
合があります。

熊本地方法務局では、☎または窓口での登記手続き案内（いずれ
も事前予約制）を行っておりますので、ご利用ください。
また、登記申請書の様式について、法務局ホームページで案内し
ています。

令和３年９月６日発行

国税だより

契約書や領収書と印紙税
私たちは、毎日の生活の中で、いろいろな文書を作成したり、受け
取ったりしています。

745号

（8）

問 阿蘇税務署
☎０９６７－２２－０５５１（※自動音声案内）
国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp ）→
❶覚書、念書、差入証などは、印紙税法上の契約書になる場合があり
ます。

これらの文書の中には、印紙税が掛かるものがあります。
印紙税が掛かる文書は、金銭借用証書、不動産売買契約書、工事請
負契約書などの契約書のほか、約束手形、領収書、金銭の受取通帳な
ど、20種類に分類されています。
印紙税は、印紙税の掛かる文書を作成した人が、定められた金額の
収入印紙をその文書に貼り付け、これに消印をして納める税金です。
文書を作成する場合は、印紙税のパンフレット（税務署窓口に備付
け）等を参考に次のことに注意していただき、印紙税が掛かるかどう

❷申込書、注文書、依頼書などの文書でも印紙税が掛かる場合があり
ます。
❸仮契約書、予約契約書及び仮領収書にも印紙税が掛かります。
❹レジスターから打ち出されるレシートにも印紙税が掛かります。
印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの
税務署にお尋ねください。

か、
税額がいくらかなどを確認して、
間違いのないようにしてください。

（公財）
阿蘇地域振興デザインセンター事務局長募集
●業務内容

阿蘇地域振興デザインセンターの事務局長として、公
益事業の実務にあたる。

●応募資格
●給

湧水トンネル公園に関する

皆さんのアイデアをおよせください！
高森湧水トンネル公園にぎわい再生検討委員会事務局では、高森
湧水トンネル公園が更に魅力あふれる、新たなにぎわいを創出する

与

●待 遇 等

アイデアの公募を行います。

●応募方法

光振興等についての職歴、経験に関する記載記事、論
文等があれば添付）
③小論文

テーマ「人口減少時代の地域課題について述べた上で、
これまでの活動実績を踏まえ、今後の阿蘇地域の振興
をどのように考え、展開し得るか、アフターコロナを
見据えるとともにグローカルな視点を念頭に置きなが
ら記述せよ」
※詳しくは、ＨＰ：http://www.asodc.or.jp

ル（seisaku@tkbb.jp）または役場政策推進課に提出してください。

☎６２−２９１３

（インフォメーションに掲載）
●応募締切

10月15日（金）

●雇用期間

３年（次期事務局長募集へエントリー可）

問 阿蘇地域振興デザインセンター ☎０９６７−２２−４８０１

※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/

「ロアッソ熊本サマーフェスティバルin高森2021」を７月17日
（土）・18日（日）に高森町民グラウンド、体育館で開催しました。
本年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、例年より規模を
縮小し開催。
の部は落雷のため中止）、多くのチームに参加いただきました。
Ｕ-９の部は悪天候にて町民体育館で行いましたが、選手たちは
楽しそうにボールを追いかけていました。
Ｕ-12を行った18日は天候も回復し、多くの素晴らしいプレーと
チームワークで白熱した試合が繰り広げられました。参加した選手
たちは、「景色が最高！」コーチの方々は「涼しくて熱中症リスク
が少なく合宿に適しています」との声が聞かれました。
この大会には高ＳＰＯも参加し、他チームとの交流を深めました。
●大会成績
【Ｕ-12の部】優

勝：ロアッソ熊本ジュニア

準優勝：ＵＫＩ・Ｃ.ＦＣ

問 高ＳＰＯ事務局
☎６２ー２９９１

17日（土）にＵ-９の部、18日（日）にＵ-12の部を開催し（Ｕ-10

高ＳＰＯだより

高森町×ロアッソ熊本連携事業

Ａ４縦・横書き、2,000字以内、手書き不可、図表類
は文字数に換算しない

法について「高森湧水トンネル公園利活用提案書」に記載し、メー

商工観光係

下記書類郵送
形式は任意（これまでに実施してきた地域づくり、観

10月22日（金）までに高森湧水トンネル公園の有効な利活用方

問 政策推進課

年次休暇

②職歴書

アイデア公募

ございます。

週休２日制

形式は任意（直近３カ月以内に撮影した写真貼付）

ますので、ご協力をお願いします。

ジ上及び役場政策推進課・高森観光推進機構・高森町観光協会に

社会保険完備

①履歴書

皆さまからのアイデアを基にさらに検討を進めていきたいと思い

※「高森湧水トンネル公園利活用提案書」については、ホームぺー

月額38万円（程度）
※試用期間６カ月(当財団の「職員就業規則による」）

場となるよう利活用方法について検討しています。
今回、町内外多くの方から意見をいただき検討の参考とするため

高卒以上・要普通自動車免許

（9） 広 報たかもり
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町 長 の うごき

スケジュール（７/16～８/15）
7月19日（月） 県道津留柳線期成会総会及び現地踏査

7月29日（木） 第12回南阿蘇鉄道再生協議会（書面決議）

7月20日（火） 新阿蘇大橋活性化協議会協定書調印式

8月 2日（月） 新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第44回）

企業版ふるさと納税寄附企業感謝状贈呈
7月26日（月） 坂本内閣府特命大臣来庁対応
7月28日（水） 第62回高森町優良子牛保留奨励品評会
（株）コアミックス096k熊本歌劇団定期公演開始報告

熊本県総務部長来庁対応
8月 6日（金） 全国過疎地域連盟熊本県支部・全国山村振興連盟熊本
県支部総会
8月10日（火） 林道鍋の平線視察
世界農業遺産専門家会議

高森高校に関する熊本県教育委員会との協議

町の交際費

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３年６月2１日～令和３年７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。

～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～
【部落差別のない社会を実現するために】
様々な人権問題に関わる課題がある中で、今なお、次のような部落
差別事象が県内においても発生しています。
事例１

土地購入に際しての差別問合せ等
個人や企業等が、自治体に対して同和地区の有無や所在
地について問い合わせるといった事象が発生しています。

事例２

インターネット上の差別書き込み

じん

人

けん

権

また、この他にも、公共施設への差別落書き、鉄道高架下及び近隣
地への差別貼り紙といった差別事象も発生しています。
部落差別に関わる問題は、居住地や出身地を理由に差別され、全て
の国民に保障されている基本的人権が、完全には保障されてはいない
という重大な人権問題です。
私たち一人一人が同和問題（部落差別）について正しく理解すると
ともに、自らの問題として真摯に受け止め、考える力を養うとともに、
同和問題の解決を目指し、具体的な行動につなげていきましょう。

インターネット掲示板やＳＮＳ等で、特

（熊本県人権情報誌 「コッコロ通信」参照）

定の地域や個人が特定できるよう差別情
報を掲載するといった事象が発生してい
ます。

麦わら帽 子

麦わら帽 子

麦わら帽 子

憎たれ口はやめなっせ

蝉とる子 等の影はない

案 山 子に払い下げらした

作 業 服にはよう 似 合 う

古木えつほ

松山キヨ子

石座

桐原

倉石

呑猿

白酔

春代

❶ヤマメ・ニジマス

川走川から流れ込む清流
で育てた川魚は贈答用とし
ても人気が高いです。

（阿蘇御神火会）

スポットの一つです。

句

行くことができます。南阿蘇地域を見下ろすことができる絶景

歌 詠 み

好きなくせ

わざと冷たくしょんなはる

肥後

好きなくせ

大塚ほたる

❶精霊の守り人

岩の麓には駐車場も整備されており、比較的簡単に近くまで

２

☎６２－０２２７

分 別せんとただのゴミ

１

高 森 自 然 検 定 の 答え

社会教育係

駄 目ねぇ

！
発信
校
高
高森

問 高森町教育委員会

令和３年９月６日発行

おくやみもうしあげます ７月受付分（敬称略）
住

所

死亡者

年齢

ご遺族

上色見（洗

川） 德丸

萬千

97歳

德丸

光法

高

森（下

町） 宇藤

健一

66歳

宇藤ひとみ

高

森（昭和北） 田呂丸ナガヱ

77歳

田呂丸健児

高

森（昭和南） 後藤メイ子

87歳

後藤

俊明

高森カレンダー
９

９月16日～10月15日

月

September

24㊎ 年金相談

10

745号 （10）

10：00～15：00

高森総合センター

月

October

12㊋ ９−10ヶ月児健康相談

9：30～

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。

job navi 2021
学生等オンライン企業面接会

佐藤 富朗様
佐藤 増夫様
宇藤ひとみ様
（順不同）
			

を開催します！

診療は午前９時から
午後５時まで

月日

病・医院名

9月12日

学生等の就職支援と県内企業の若年労働力確保を目的にjob navi

電話番号

渡邉内科

☎ 0967（67）1777

19日

渡邉総合内科クリニック

☎ 0967（65）2201

20日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

23日

南郷谷リハビリテーションクリニック ☎ 0967（62）3351

26日

藤本医院

☎ 0967（67）0020

10月3日

平田医院

☎ 0967（62）0216

令和３年７月31日現在

まちの

人口

（対前月末）

人口／６, １７０人

（−２３）

男性／２, ９９３人

（−

女性／３, １７７人

（−１６）

世帯／２, ９１１世帯 （−

2021学生等オンライン企業面接会を熊本労働局、ハローワーク、熊本
県、熊本市等の共催により開催します。
●日

時

10月12日（火）・13日（水） 午前10時～午後４時

●内

容

県内に就業場所を有する企業とのオンラインによる面接会

●対

象

大学（院）、短大、高等専門学校及び専修学校を来春卒業
予定の方及び卒業後おおむね３年以内の方
※事前申し込みが必要です。（詳細は９月中旬以降に熊本
労働局ホームページに掲載予定）

●申込締切

９月30日（木）

問 熊本労働局職業安定部訓練室

☎０９６−２１１−１７０７

法務局があなたの大切な遺言書を守ります

自筆証書遺言書保管制度

７）

詳しくは、熊本地方法務局阿蘇大津支局

☎０９６−２９３−２２７２

８）

お詫びと訂正

（音声ガイダンス４番）
におたずねください。

広報８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。
●８ページ
「町社会福祉協議会へご寄付いただきました」氏名
誤）德丸德法さん ➡ 正）德丸光法さん

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

大変申し訳ございませんでした。

山をよく見ると？
普段、何気なく見ている山の中も注意して見てみると新しい発見があ

編集後記

ります。写真は普通の山の中に見えますが、よく見ると緑が上半分にし

季節の変わり目ということもあり、涼しく過ごしやすい日
が続いたかと思えば、また蒸し暑さが戻ってくるという日々
になっております。このような時期は体調を崩しやすいもの
で、私自身毎年のようにのど風邪を発症しています。高校時
代は３年間皆勤賞だったことも考えると、やはり日々の運動
不足が免疫力低下につながっているという結果にたどり着き

か残っていません。これはシカが増えすぎたことで草花が食べられてし
まい地面とシカの首が届く高さの植物が無くなってしまったからです。
このような境界線を鹿の線「ディアライン」と呼びます。
こうなると最後には大きな木々も無
くなってしまい山の保水力が低下して
土砂災害などに繋がる危険性がある
と考えられています。遠目から見ると
青々としている山々もよく見るとたく

ました。「○○の秋」というフレーズをよく耳にしますが、

さんの環境変化に晒されていることが

今年はスポーツの秋を心掛け、健康で、スーツの似合うスマ

多いのです。

ートな体型を手に入れたいと考えております。

広報
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問 南阿蘇ビジターセンター ☎０９６７−６２－０９１１
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