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◀ 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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便利な高森町公式アプリをお手元に！

10月９日（土）草部南部地区で花火が打ち揚げられた
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町内保育園・幼稚園運動会
園・高森東保育園の合同運動
会が高森町民体育館で開催さ
れました。ダンスやかけっこ
競技など、園児たちは練習の
成果を発揮し会場は感動と笑
顔に包まれました。

色見保育園・高森東保育園

10月２日（土）色見保育

高森保育園

10月２日（土）に開催さ

れた高森保育園運動会。新型
コロナウイルス感染症対策の
ため観覧はひと家族２人まで
という制限が設けられました
が、親子競技なども実施する
ことができ、大盛況となりま

10月16日（土）認定こど
も園高森幼稚園の運動会が開
催されました。小さな体で精
一杯競技に取り組む姿にかわ
いらしさと成長を感じられ、
観覧席からは終始温かなまな
ざしが送られていました。

認定こども園高森幼稚園

した。

（3） 広 報たかもり

金婚・ダイヤモンド婚表彰式

９月９日高森総合センター大会議室で熊本日日新聞社金婚夫婦表彰状伝達式及び高森町ダイヤモンド婚夫婦表彰式が執り行われ、今年度も新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、伝達式及び表彰式のみの開催となりました。式典に参加されたご夫婦は「長かったようにも短かったよう
にも感じる。大変感慨深い。」
「様々なことがあったが、今が幸せ。」などお話しいただき、これまで共に過ごされた日々に思いを馳せておられました。
金婚・ダイヤモンド婚を迎えられました皆様、誠におめでとうございます。

金婚夫婦（結婚50周年）

後藤

本川

政藤さん 晴美さん

一德さん 美代子さん

佐藤

青木

正さん 満智子さん

工藤

征弘さん 千賀子さん

岡本

進二さん 明美さん

楢木野

和雄さん 榮さん

勝木

孝一さん 智眞子さん

忠男さん 洋子さん

岩下
幸一さん 俊子さん
鶴林

孝夫さん かず子さん

田上

眞一さん 萬喜子さん

芹口

誓彰さん トキ子さん

ダイヤモンド婚夫婦（結婚60周年）
佐伯
一美さん 都子さん

歳
0
0
1

今村

雄孝さん キミエさん

佐藤

年明さん キミ子さん

おめでとうございます
今年町内で３名の方が100歳
を迎えられ、長寿を祝い内閣総
理大臣と高森町長より表彰状と
記念品が贈呈されました。
誠におめでとうございます。

桐原

壽さん

（高森・上町）
大正10年11月１日生

これからもお元気でお過ごしく
ださい。

岩下

中川

利吉さん 相良子さん

堅さん 博子さん

田代

均さん ヨミ子さん

武田

義廣さん 敎子さん

熊日金婚夫婦表彰伝達式

㈫
７日
月
９

今年度金婚を迎えた夫婦を代
表して岡本和雄さん・榮さん
（芹口）ご夫婦に熊本日日新聞
社から表彰状と記念品が贈呈さ
れました。ご夫妻は「家庭を持
ち50年、様々なことがあった
が、今思い返すと楽しい思い出
ばかり。今後も二人で頑張って
いきたい。」と話されました。

今年も各ご夫婦の記念写真は福永カメ
ラ様のボランティアで撮影いただきまし
た。

本田

芳子さん
（上色見・洗川）
大正10年８月14日生

アイさん
（高森・上在）
大正11年１月13日生

細やかな配慮によりご夫婦の自然な表

甲斐

情を映し出され、高品質な仕上がりとな
りました。
福永 紘喜さん
福永カメラ（下町）

ご尽力いただき、ありがとうございま
した。
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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
ロアッソ熊本ホームゲーム前に
０９６ｋ熊本歌劇団パフォーマンス披露

「風鎮太鼓」
文化財指定を目指し始動！

日㈰
6
2
９月

日㈫
8
2
９月

０９６ｋ熊本歌劇団（前列）とロアッソ熊本ジュニアユース阿蘇（後列）

意気込み十分な096ｋ熊本歌劇団（前列）と風鎮太鼓保存会（後列）

９月26日、ロアッソ熊本のホームゲームが「えがお健康スタジ

高森町の郷土芸能として歴史を持つ「風鎮太鼓」ですが、保存会

アム（熊本市）」で開催され、試合直前の場外イベント広場で、

の高齢化や打ち手不足により、風鎮太鼓の伝承活動が厳しい状態と

０９６ｋ熊本歌劇団（高森町地域おこし協力隊）メンバーがパフォ

なっていました。今回、地域おこし協力隊で０９６ｋ熊本歌劇団メ

ーマンスを披露しました。

ンバーの協力により風鎮太鼓の再活性化及び担い手の掘り起こしを

また、ハーフタイムには大型ビジョンでメンバーのメッセージ映

共同で進めていくこととなりました。その決起会が９月28日にア

像が流れ、試合に華を添えました。

ーティストビレッジ阿蘇０９６区で行われました。今後、永続的な

※高森町はエンタメ業界と連携したまちづくりの推進及び子どもた

活動体制の確立に向け始動していきます。

ちに夢・阿蘇に活力を創造する連携事業に取り組んでいます。

～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～
【情報安全・情報モラルに関する理解の促進】

Ａさん 「ぬいぐるみ買ったけど、どう？」

一見、子どもたちの間だけでの情報安全や情報モラ

（ぬいぐるみの写真を添えて友人のＢさんにLINE）

ルに関する問題と捉えがちですが、近年、インターネ

Ｂさん 「めっちゃ、かわいくない！」

ットやＳＮＳ等の普及に

（友人のＡさんにLINEで返信）

じん

人

けん

権

より、大人社会においても使い方によっ

その後、２人の関係は･･･。ＢさんはＡさんたちから「仲間外れ」

ては、人権や人との関わり（仲間）を切

にされることに･･･。

ってしまうような問題も数多く見られる

「そんなことLINEで返信すれば、仕方ない。」多くの人がそう思う

ようになってきました。特に、差別的な

でしょう。しかし、Ｂさんはなぜ「仲間外れ」にされたのかわからな

情報の掲載、誹謗中傷など、偏見や悪意

いまま、辛い毎日を過ごすことになります。

に満ちた内容も少なくありません。

◦みなさん、わかりますか？

インターネットやＳＮＳの利用者一人

２人が対面での（顔を合わせての）、

一人が正しい情報を見極め、それを活用

「ぬいぐるみ買ったけど、どう？」、

する力（情報リテラシー）を身に付ける

「めっちゃ、かわいくない！」の会話であれば全く違っていました。

とともに、ネット上でもルールやマナー

その時の「めっちゃ、かわいくない！」が、

を守り、自他を大切にする意識を高めて

Ｂさんの表情や言葉のトーンから「とっても、かわいい。」と、

いきましょう。

Ａさんには理解できたことでしょう。そして、仲間との絆を切られ

問 高森町教育委員会

ることもなかったはずです。

地域人権教育指導員

☎６２－０２２７

犯罪被害者支援活動

実施中

◆警察における被害者支援制度

◦捜査の流れや支援制度の案内を記載した手引きの交付

◦指定された職員による被害者支援

◦捜査状況等に関する被害者への連絡制度

◦診断書料、処置料等の公費支出制度（支出には一定の条件が

あります）

◦カウンセリング費用の公費支出制度（支出には一定の条件が

あります）

◦再被害を防止するための制度

◦くまもと被害者支援センターとの連携

◦関係機関団体との連携

◆警察の相談窓口

◦警察安全相談室

（警察の総合相談窓口）

＃９１１０

☎０９６‐３８３‐９１１０

または

◦犯罪被害者支援室

（犯罪被害者支援・犯罪被害給付制度に関する相談窓口）

☎０９６‐３８１‐０１１０

（内線２１９３～２１９５）

◦性被害相談電話

（性犯罪被害に関する相談窓口）

☎０１２０‐８３４３‐８１

＃８１０３

☎０９６‐３８４‐１２５４

または

◦肥後っ子テレホン

（いじめ、少年非行等の少年問題相談窓口）

☎０１２０‐０２‐４９７６

☎０９６‐３８４‐４９７６

◦「電話で『お金』詐欺」ホットライン

（「電話で『お金』詐欺」に関する相談）

☎０９６‐３８１‐２５６７

※詳しくは熊本県警察のホームページをご覧ください。

問 ☎６２−０１１０
通報・相談 110

（5） 広 報たかもり

朝のノルディックウォーキングで健康になりませんか？
問 高ＳＰＯ事務局
☎６２ー２９９１

キング(歩くこと)といいますが、普通に歩くよりも運動効果が高いノルディックウォーキングを始めてみませんか？
●新規高SPO「朝のノルディックウォーキング教室」開催日時
日

時

毎週水曜日

場

所

高森町防災公園（雨天時中止）

午前９：30～11：00

参加料

１回300円（内100円はポール貸出料）

内

ノルディックウォーキング初心者・未経験者を対象に、ノル

容

高ＳＰＯだより

コロナ禍でスポーツ等の活動が制限され、運動不足を実感している方も多いのではないでしょうか。健康づくりの基本はウォー

ディックポールの使い方から歩き方など基本から指導します
（貸出ノルディックポールあり）。また、一緒に活動していた
だける経験者大歓迎です。
※毎月第２・第３土曜日午前９：30～11：00開催のノルディックウォ
ーキング教室も活動を行っています。また天候や指導者の都合により
開催日時・開催場所が変更になることがあります、詳しくは高SPO
事務局までお問い合わせください。
http://www.takaspo.jp/

※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！

ハロウィン列車が開催されました！

高森高校生が要望書提出

10月16日（土）～10月31日（日）まで南阿蘇鉄道でハロウィ

高森高校の総合的な探究の時間「グローカル・プロデュース」で

ン列車が運行され、車内に特別な装飾を施された列車が利用者を楽

第１学年の建設局は防災について調べています。その中で、避難所

しませました。開催期間中は、「ハッピーハロウィン！」の合言葉

となっている高森高校と高森中学校の敷地をつなぐ橋が老朽化によ

で子どもたちにお菓子をプレゼントするなどハロウィンにちなんだ

り通行止めになっている点に問題意識を持ち、高森町役場建設課長

イベントも実施されました。

へ橋の新設についての要望書を手渡しました。

ハロウィンの装いとなった鉄道車内

岩下建設課長に要望書を手渡す高森高校生

のポイント」

10

問 ☎６２−９０３４
火災・救急 119

なんでも南部分署

「住宅防火 いのちを守る

全国的に火災の発生件数は減少傾向にありますが、火災の多

歳以上の高齢者となりま

65

くが住宅部分から発生し、毎年多くの方が亡くなっています。

7

割が

のポイント」を確認

10

住宅火災で亡くなった方の約

すので、次の「住宅防火 いのちを守る

して、火災を発生させないよう注意し、万一に備えて火災によ

る被害の拡大を防ぐようにしてください。

４つの習慣

❶寝たばこは絶対にしない、させない

❷ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

❸こんろを使うときは火のそばを離れない

❹コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

６つの対策

❶（出火防止）火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等

は安全装置の付いた機器を使用する

年を目安に交換する

10

❷（早期覚知）火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を

定期的に点検し、

❸（延焼拡大防止）火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓

し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する

❹（初期消火）火災を小さいうちに消すために、消火器等を設

置し、使い方を確認しておく

❺（早期避難）お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避

難方法を常に確保し、備えておく

❻（地域の助け合い）防火防災訓練への参加、戸別訪問などに

より、地域ぐるみの防火対策を行う

私 の 家 は 大丈

夫 と 考 え ず に、

４ つ の 習慣 を 心

掛 け、６ つ の 対

策 で 火災 か ら 大

切な「いのち」を

守りましょう
!!

㈮
８日
月
0
1
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問 健康推進課 国民健康保険係
☎６２－２９１０（直通）

高森町では６月、７月に住民健診を実施し、672人が特定健診を受診されました。コロナ禍の中、たくさんの方の健診受診ありがとう

康

ございました。今年は若い世代の受診率向上の為、40～50代国保の方限定にセット健診を実施し、52名の方が受診されました。その効
果なのか、40～50代の受診率が昨年に比べてUPしています。令和２年度の全体の受診率は56.3％（前年度１％UP）、令和３年度は最
終的には57％の見込みです。

（受診率）
60.0％

高血糖が大きな血管内皮を傷つけ、さらに脂質異常や高血圧など

■令和２年度
■令和３年度

38.9％

40.0％

44.8％

42.4％

他のリスクが加わると、心筋梗塞や脳梗塞等の大きな病気の発症率

48.4％

が高くなります。特に高森町は正常高値の割合が多いのですが、こ

46.0％

れは、生活習慣の改善で予防可能な段階です。この段階で生活習慣

34.4％

を改善すれば、将来の糖尿病への進行や心筋梗塞や脳梗塞等の発症
のリスクも減らす事ができます。

20.0％

国は予防の重要性について注目してお

0.0％
（年齢）

40代

【表1

【受診者の状況】

50代

り、健診受診率や保健指導率、メタボ改

40−50代

健診受診率】

善率などが点数化され、努力している市
町村には補助金が多くもらえる制度（保

令和３年度の健診結果より、糖尿病の検査結果が正常範囲内の方は約7割、

険者努力支援制度）を開始しています。

残りの約3割は「将来糖尿病の発症の可能性がある」「すでに発症」という結

健診を受けて終わりにせず、生活改善

果でした。糖尿病を発症すると薬によるコントロールが難しくなるため、早期

に取り組みましょう。生活習慣改善に取

の対処が必要です。（表２参照）

り組む中で分からない事があれば、何時でもご相談ください。

糖尿病
危険度

全体の割合

HbA1c（NGSP値）

無し

正常範囲

低

異常なし

5.5以下

22.2％

0％

正常高値

5.6〜5.9

43.9％

1％

6.0〜6.4

20.9％

10.9％

6.5以上

13.0％

57.0％

7.0以上（再掲）

5.6％

78.4％

中

糖尿病予備群

高

糖尿病域

【表２】高森町の血糖の高い人の割合

合併症の
危険が高まる
薬だけでは
コントロールが
難しい

※HbA1c血糖値の約１〜２カ月前の平均値

第10回
くまもと子ども・若者“よりそい”
シンポジウム
家族のケアをする子ども・若者（ヤングケアラー）が、学びの機会
を得て、進路選択していくために、現状と課題について理解を深め、
どのような協力や支援が必要かを考えましょう。

～支え合いのネットワークづくりを目指して～

立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科助教
社会福祉士

介護福祉士）田中

◦日

時

11月21日（日） 13：00～

◦会

場

くまもと県民交流館パレア

10階

「あそ高年齢者お仕事探しキャンペーン」実施！
ハローワーク阿蘇では、阿蘇地域にお住まいの高年齢者の皆さん
のお仕事探しを応援します！阿蘇地域のたくさんの事業所が、高年
齢者の皆さんのご活躍に期待しています。
ハローワーク阿蘇では「あそ高年齢者お仕事探しキャンペーン」
として、高年齢者向け求人の掲示や事業所説明会（医療・福祉分野）
の定期開催、また相談窓口での情報提供等で皆さんのお仕事探しを
お手伝いします。ぜひハローワークにご来所ください。
詳しい内容については、ハローワークまでお気軽にお問い合わせ

家族のケアをする子ども・若者の理解を深めよう

参事（社会福祉学博士

血糖服薬中

令和３年度

ください。
●実施期間

11月１日～令和４年１月31日

問 ハローワーク阿蘇

☎０９６７－２２－８６０９

悠美子氏

年金生活者支援給付金

パレアホール

熊本県熊本市中央区手取本町8-9
◦料

金

無料

◦対

象

保護者及び支援者

◦連絡先

年金生活者支援給付金とは、前年の所得が一定の基準を下

熊本県子ども・若者総合相談センター
～

COCON

ここん

～

☎０９６−３８７−７０００（月～金 8：30～21：00）
※会場参加かZoom参加のいずれかでご参加いただけます。
席が埋まり次第、募集を打ち切らせていただきます。
新型コロナウイルス感染防止策として、マスクの着用、当日の検温
と体調チェック、緊急時の連絡先等の記入をお願いいたします。
また、新型コロナウイルスの感染状況次第では、開催中止とする場
合がございます。予めご了承ください。

年

金

回る方に対して、生活の支援を目的として支給する給付金です。
新しく65歳になり年金受給可能となられた方や、現在年金生活者支援
給付金を受け取られている方を対象に、順次給付金請求書をお送りしてい
ますので、受け取られた際には内容をご確認い
ただき、受給の申し込みや継続をご希望の際は、
必要事項を記載の上返送いただきますようお願
いいたします。
不明点がございましたら、下記までご連絡く
ださい。
問 熊本東年金事務所

☎０９６－３６７－２５０３

（7） 広 報たかもり

aisei
ra D
u
m
a
Kus

町 長 の うごき

スケジュール（９/16～10/15）

9月17日（金） 令和３年第３回高森町議会定例会
令和３年度百歳表彰
国土交通省立野ダム工事事務所長面会
9月21日（火） 高森町駐在嘱託員会議
9月24日（金） 新型コロナワクチン集団接種完了報告
（益城病院理事長）
9月27日（月） 第13回全国草原サミット・シンポジウム（オンライン）
9月30日（木） ACONCAGUA（旧荒牧旅館）オープニング式典
10月 1日（金） 新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第49回）
高森町教育委員辞令交付
国直轄砂防事業上空からの現地視察
10月 5日（火） 阿蘇広域行政事務組合正副管理者会議
阿蘇広域行政事務組合職員採用試験選考委員会

町の交際費

10月 5日（火） 新型コロナワクチン集団接種完了報告（阿蘇やまなみ
病院理事長）
10月 6日（水） 市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会
熊本県市町村総合事務組合議会定例会
熊本県町村会評議員会
10月 7日（木） 熊本県土木部との協議
10月 9日（土） 熊本県町村会役員協議
10月11日 ( 月 ) 来客対応（元総務省地域おこし協力隊サポートデスク）
10月13日 ( 水 ) 阿蘇郡市町村会道路事業要望（阿蘇郡市議長会合同）
新型コロナワクチン集団接種完了報告（令和会理事長）
エンタメ業界と連携したまちづくり事業関係協議
10月14日 ( 木 ) 阿蘇砂防事務所長来庁対応

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
教 育
1
令和 3 年 9 月 6 日
委員会

令和３年８月2１日～令和３年９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
高森町民体育館ワックス清掃・ガラス 令和3年 9月 6日から
( 有 ) 熊本美装
346,500 円
清掃委託
令和3年 9月30日まで

令和３年分以降の年末調整説明会

取りやめのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の発現に伴い、社会全体がこれまでとは
異なる「新たな日常」に向けて変化している中、デジタル化を確実に
進めていくことが重要となっており、税務当局におきましても、各種
事務のデジタル化を進め、更なる納税者利便の向上に取り組むことと
しています。
例年、11月に税務署主催による年末調整説明会を開催していると
ころですが、これまでの大規模集合方式による情報提供体制から、デ
ジタル技術を活用した情報提供体制（国税庁ホームページの充実、動
画サイトへの説明用動画の配信等）とすることとしました。
これまで税務署主催で実施していた年末調整説明会については、令
和３年分以降実施しないこととしましたので、ご理解くださいますよ

アイヌの方々からの様々なご相談をお受けします
相談専用電話
◦受

付

月曜日～金曜日（祝日、12月29日～１月３日を除く）

◦時

間

午前９時～午後５時
相談無料

☎０９６７－２２－０５５１（※自動音声案内）

匿名可

秘密厳守

公益財団法人

人権教育啓発推進センター

〒105‐0012

東京都港区芝大門2‐10‐12

KDX芝大門ビル４階

※本相談事業は（公財）人権教育啓発推進センターが、厚生労働省生
活相談充実事業により実施するものです。

全国一斉
強化週間
「女性の人権ホットライン」
♥期

間

11月12日（金）〜11月18日（木）

♥時

間

午前８時30分〜午後７時

うお願いいたします。
問 阿蘇税務署

０１２０-７７１-２０８

フリーダイヤル

vol. 16
ただし、土曜日・日曜日は午前10時から午後５時まで

女性の人権ホットライン専用相談電話

☎０５７０−０７０−８１０

※人権擁護委員、法務局職員が相談をお受けいたします。

熊本県からのお知らせ
あなたの「ふるさとの川をきれいにしたい！」を
応援します！

新しい家族を待っています！
ペットを飼おうと思ったとき、保健

県が管理する河川において、美化活動を行うボ

所やセンターから保護犬や保護猫を

ランティア団体等を募集しています。

迎え入れるという選択肢があります。

希望に応じて、軍手やごみ袋等の支給、傷害保

県では、譲渡対象となる犬や猫をホー

険の加入、ごみの運搬・処分などの支援が受けら

ムページで紹介しています。

れます。

詳しくは、 熊本県動物愛護ホームページ

検索
➡

※最後まで大切に飼育していただける方お待ちしております。
問 阿蘇保健所
県動物愛護センター

☎０９６７－２４－９０３５
☎０９６－３８０－３３１０

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 阿蘇地域振興局土木部維持管理調整課
☎０９６７－２２－１１１８

令和３年11月１日発行

おくやみもうしあげます ９月受付分（敬称略）
住

所

死亡者

永野原

年

齢

ご遺族

武田

博

86歳

武田けい子

高

森（冬

野） 佐藤

文男

84歳

佐藤

浩幸

高

森（村

山） 後藤八州子

84歳

後藤

政章

色

見（戸

狩） 住𠮷

清美

87歳

住𠮷サヤ子

高

森（

） 岩下

照臣

62歳

岩下利枝子

森

高森カレンダー
11

26日㊎ 年金相談

病・医院名

11月 3日

渡邉総合内科クリニック

☎ 0967（65）2201

14日

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

21日

南郷谷リハビリテーションクリニック ☎ 0967（62）3351

23日

藤本医院

☎ 0967（67）0020

28日

平田医院

☎ 0967（62）0216

のむら内科クリニック

☎ 096（292）2250

阿蘇立野病院

☎ 0967（68）0111

12日

10：00～15：00

高森町役場第
１・２委員会室

30日㊋ ５−６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。

お子さまの教育資金を

（日本政策金融公庫）
がサポート！
「国の教育ローン」

お子さま１人あたり３５０万円以内

電話番号
☎ 0967（67）1777

12月 5日

高森町役場
第１・２委員会室

資制度です。

渡邉内科

7日

13：00～16：00

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融

診療は午前９時から
午後５時まで

月日

November

元親様

（順不同）

（8）

11月16日～12月15日

月

9日㊋ ジョブカフェ出張相談

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。
岩下利枝子様
工藤トキエ様
津留
			

747号

【

金

利

】 年1.66％

固定金利

※「母子家庭」、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所得132万円）以内の方」
または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得356万円）
以内の方」は年1.26％（令和３年９月１日現在）
【ご返済期間】 15年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」
、「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所
得132万円）以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収
500万円（所得356万円）以内の方」は18年以内
【お使いみち】 入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷

令和３年９月30日現在

まちの

人口

（対前月末）

人口／６, １７６人

（－

１）

男性／２, ９９０人

（－

１）

女性／３, １８６人

（＋

０）

世帯／２, ９２０世帯 （＋

５）

金・家賃など
【ご返済方法】 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【

保

証

】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証
も可能）

詳しくは、ホームページ

お詫びと訂正

広報10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。

検索

国の教育ローン

➡

問 教育ローンコールセンター
☎０５７０－００８６５６（ナビダイヤル） または
☎０３－５３２１－８６５６

●10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）後藤浩幸様

➡

南阿蘇ビジターセンター 阿蘇高森自然だより

正）佐藤浩幸様

大変申し訳ございませんでした。

シ
編集後記

メ

太いクチバシに頬紅を付けて、隈取りをし、見得を切る、まるで歌舞
伎役者のような顔の持ち主がシメです。メスは隈取りも薄く、頬の化粧
もありません。日本の北のほうで繁殖し、秋に阿蘇にやって来ます。鳴
き声の ｢シー、シー｣ に小鳥を現わす ｢メ｣ を合わせて、シメの名前が
つきました。
イカルの群れに混じるこ
とが多く、人が近づくと敏
感なイカルは飛び立つもの
の、なぜかシメだけが残る
ので比較的見つけやすい鳥
です。

下切地区では甲斐さん宅のトウモロコシの掛け干しが秋の
名物となっています。毎年各種メディアなどに取り上げられ、

ぜひとも野草園、休暇村
の林道でご覧ください。

今年も約8,000本のトウモロコシが掛け干しされました。鮮
やかなオレンジ色が目を引く風景は12月ごろまで楽しめる
とのことです。

（圭）

広報

11

問 南阿蘇ビジターセンター ☎０９６７−６２－０９１１
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