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出会いの春
大きなの希望を胸に
４月９日、御船中学校の入学式が執り行われま
した。新型コロナウイルスへの不安が広がる中で
も、新入生の皆さんは胸を張り、堂々と入場。新
たなスタートには困難がつきものですが、力強さ
を感じる入学式となりました。

防災行政無線の ☎
放送を確認できます。
防 災 行 政 無 線 を 聞 き 逃 し た 場 合、
電話にて放送の内容を確認できます。

☎０９６-２８１-１７２１

新型コロナウイルス感染症
感染拡大を防止するために
一人ひとりが予防しましょう
新型コロナウイルス感染症の特徴

緊急事態宣言をうけ

16

日、政府は全都道府県

マスクと消毒液を
寄贈していただき
ました

▲料 亭とらや様から寄贈された
手作りマスク。役場の窓口職
員に使ってほしいとの思いで、
ふねまるマークが入ったかわ
いいマスクをいただきました。

４月

に緊急事態宣言を発出しまし

た。

厚生労働省

ホームページ

本町においては、４月７日か

熊本県

ホームページ

ら対策本部を設置し、町として

ので、是非ご覧ください。

実施すべき施策を検討・実施す

県ホームページや厚生労働省ホームページに掲載されています

るとともに、町民の皆様には不

一人一人が予防を心がけましょう。

マスクや消毒液などが全国
的に入手困難である状況の
中、このたびの多くの皆様か
らの善意の寄贈に感謝しま
す。 個 人、 企 業 か ら マ ス ク
２ 万 １ 千 ６ ８ ０ 枚、 消 毒 液
１２０リットルが寄贈されま
した。
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新型コロナウイルス感染症についての正確な情報をもとに、

要不急の外出を避けていただく
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『出典：首相官邸HPより』

ようお願いしてまいりました。

◆息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の
強い症状のいずれかがある場合
◆発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。解熱剤
などを飲み続けなければならない方も同様です。（４日
以上続く場合は必ず相談してください。）
◆高齢者や基礎疾患等のある方で、発熱や咳などの比較的
軽い風邪の症状がある場合（妊婦の方も同様）
『出典：熊本県HPより』

▲㈱ヒライホールディングの河村久幸取締役
（中央）
㈱)ヒライの松永司常務取締役
（右）

５月７日までの寄贈は次の通りで
す。
（敬称略、順不同）
誠にありがとうございました。
○コストコホールセールジャパン
株式会社
○株式会社ヒライホールディングス
○料亭とらや
○道山髙伸（㈱ティツゥ）
○徳永明彦（㈱ダック技研）
○福永明夫
○有限会社熊本光洋
○株式会社大竹総合企画
○株式 会 社 Ｌ Ｅ Ｇ Ｅ Ｎ Ｄ（ 国 際 チ ャ
クリキ協会）
○カンセイコンサルタント株式会社

これまでの相談・受診の目安が見直されました。
基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方は、 会話は
まずは、かかりつけ医等に電話で御相談ください。
マスクをつけて
また、次のいずれかに該当する方は、保健所の相談窓口
（御船保健所 096-282-0016）へご連絡ください。
※来所による相談はご遠慮ください。

以後、外出自粛等にご協力を

受診のめやすの見直しについて（５月８日現在）

いただき、誠にありがとうござ

人との距離を
取りましょう

います。

○咳エチケット（くしゃみをする際、マスクや袖、肘の内
側などを使いましょう）
○石けんなどによるこまめな手洗い
○人混みを避ける

寄贈された物資は、町の防
疫対策として、町内の幼稚園
や保育園、老人福祉施設、歯
科医院などに配布しておりま
す。

予防のためにできることは

日々の生活に多大な影響を及

ぼ す 事 態 と な り、 様 々 な 悩 み、

苦しみを抱えられている方も多

いことと存じますが、一人の行

動はみんなのために、みんなの

行動は一人の命を守るため、ウ

イルスとの闘いに皆様の力をお

貸しください。

収束が見えず、大変厳しい状

況 に あ り ま す が、 町 民 一 丸 と

なってこの危機を乗り切るため

幸

に、今後ともご協力をお願いし

換気をしましょう

木 正

現時点では、感染者のくしゃみや咳、つばなどによる
せっ しょく
「飛 沫 感染」とウイルスに触れた手を介する「接 触 感染」
による感染が考えられていて、国内の感染状況を見ても、
近距離での
「空気感染」は起きていないと考えられています。しかし、
会話は避けましょう
閉鎖空間において近距離で多くの人と会話するなどの一定
の環境であれば、咳やくしゃみがなくても感染を拡大させ
るリスクがあります。
ひ まつ

ます。

御船町長 藤

感染の仕方

町民の皆様へ

○初期症状は、発熱や咳などの風邪のような症状が１週間
程度続き、強いだるさを訴える方が多いようです。
○高齢者や基礎疾患（糖尿病、高血圧、心不全、呼吸器症
状など）をお持ちの方は、重症化リスクが高くなると言
われています。
○重症化する人は、普通の風邪の症状（微熱、のどの痛み、
咳など ) から始まり、約５～７日程度で軽快せず、肺炎
を発症します。
○現時点では、有効性が確認された治療薬やワクチンはな
く、対症療法が中心となります。

緊急事
態宣言

▲コストコホールセールジャパン㈱
久山倉庫店の小柳陽店長
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特 別 定 額 給 付 金

に 関 す る お 知 ら せ

給付金 の
サギ に 注意!!
（詐欺）

絶対に教えない！渡さない！
●暗証番号
●口座番号

●通帳
●マイナンバー
●キャッシュカード

現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
受給にあたり、手数料の振込みを求めること
メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを
求めること

188

新型コロナウイルス給付金関連
消費者ホットライン

0120-213-188

１．だれがもらえるの？（支給対象者）

特別定額給付金のお知らせ

基準日（令和２年４月27日）において、御船町の住民基本台帳に記録されている人

２．申請は必要ですか？誰が申請するの？

特別定額給付金のお知らせ

申請が必要です。同一世帯全員分を世帯主が申請します。

３．申請はいつから？期限はあるの？

特別定額給付金のお知らせ

受付けの期間は令和２年５月14日木から令和２年８月14日金までです。
（オンライン申請は５/１から利用可能となっています）

４．どうやって申請するの？
役場から送付される申請書を返送する方法（①）とオンラインで申請する方法（②）の２
種類があります。
①役場から送付される申請書を返送する方法
令和２年５月11日頃から、世帯主あてに申請書と返信用封筒を郵送します。申請書
に必要事項を記入いただき、裏面に
・申請者の本人確認ができる書類（運転免許証など）のコピー
・申請者名義の口座番号などがわかる書類（通帳など）のコピー
を添付のうえ、返信用封筒に入れてポストに投函してください。詳しくは、封書に同封
する案内文や記入方法をご参照ください。
②オンラインで申請する方法
インターネットから「マイナポータル」サイトにアクセスし、
「ぴったりサービス」内
の特別定額給付金申請フォームにて申請してください。マイナンバーカードが必要です。
パソコンの場合は IC カードリーダが必要です。スマートフォンの場合は対応機種を
サイト上でご確認ください。

５．役場の窓口で申請できないの？

特別定額給付金のお知らせ

お住まいの市区町村
お近くの警察署
警察相談
専用電話

の家計支援を目的として、
１人につき10万円が給付されます。

感染症予防・拡大防止のため、役場へ直接持参することはできるかぎり避け、郵送での申
請にご協力ください。
やむをえず役場へご持参される場合の窓口は下のとおりです。
・場
所 カルチャーセンター １階ロビー（令和２年５月13日水から開設）
・開設時間 午前：９時30分～12時（受付は11時30分まで）
午後：13時～17時（受付は16時30分まで）
土・日・祝日を除く

「怪しいな？」と思ったら遠慮なくご相談ください
（局番なしの３桁）

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として令和２年４月20日に閣議決定されたもので、感染症対応中

特別定額給付金のお知らせ

市区町村や総務省などが以下を行うことは
絶対にありません

消費者ホットライン

特別定額給付金のお知らせ

#9110

お問い合わせは
いずれも土日祝を除く

総務省 給付金
5
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令和２年５月

○総務省コールセンター ☎0120-260020（フリーダイヤル）
受付時間 9時～18時30分
○御船町特別定額給付金受付窓口 ☎096-282-2202
受付時間 8時30分～17時15分
4

令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金
のご案内

申請は不要です。
御船町では、５月下旬以降に支給する見込みです。
①給付金のご案内を送付します。

御船町

②希望しない場合等のみ、
ご連絡ください。

子育て
世帯

③児童手当登録銀行口座等へ
振り込みます。

子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します！
はじめに・・・申請は必要ですか？

特別定額給付金のお知らせ

今回、支給を受けるにあたって、改めて申請は不要です（公務員の方は申請が必要です）
。

１．だれがもらえるの？（支給対象者）

特別定額給付金のお知らせ

令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給している方です。

対象児童は平成16年４月２日から令和２年３月31日までに生まれた児童であり、３月まで

こんなときはどうなるの？

中学生だった児童（新高校１年生）も含みます。

Ｑ．引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか？

２．いくらもらえるの？（給付額）

Ａ．
「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和２年３月31日）時点での居住市町村（特別

区含む）から支給されますので、４月１日以降転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。

※新高校１年生については、令和２年２月29日時点での居住市町村から支給されます。

Ｑ．ＤＶ被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか？

特別定額給付金のお知らせ

対象児童1人につき、１万円です。

３．いつもらえるの？（支給時期）

特別定額給付金のお知らせ

対象の方には、５月下旬以降に支給します。５月中旬発送予定の個別通知に支給予定日を掲

Ａ．令和２年４月分の児童手当の支給を配偶者（DV 加害者）が受けている場合についても、御船町で臨時特
別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動か
す必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

御船町で臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

載します（公務員の方は決定通知書の発送をもってお知らせします）
。

４．どんなかたちでもらえるの？（支給方法）
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）を受給している口座に振り込みます。

Ｑ．子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか？

【ご注意ください】

Ａ．児童養護施設等に支給することになります。

お問い合わせは

御船町役場

特別定額給付金のお知らせ

※児童手当の支給に当たり、指定していた口座を解約しているなどの場合は、給付金の支

こども未来課

☎282-1346

給に支障が生じますので、児童手当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。

※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合、子育て

世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和２年12月末までに必ずご対応をお
願いします。

※当該口座の変更等に支障がある場合には、
御船町こども未来課までお問い合わせください。
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6

金婚夫婦表彰の受付を行います

問

福祉課

社会福祉係

☎２８２－１３４２

第62回金婚夫婦表彰（熊本日日新聞社主催）の受付を行います。対象者に該当し、表彰を希望するご夫婦は
お申し込みください。なお、表彰を希望された夫婦の氏名、年齢は熊本日日新聞と広報みふねに掲載されます。
■対象者
昭和45年１月１日から同年12月31日までに結婚
し、50周年を迎えた夫婦。
ただし、昭和44年12月31日までに結婚し、一度も
届出をせずに表彰を受けたことがない夫婦も申し込み
できます。
■申込期間 ６月１日月～７月10日金

■申込方法
社会福祉係まで直接お申し込みください。電話での
申し込みも可能です。
※回 覧 文 書 に よ る 嘱 託 員 の 取 り ま と め 依 頼はおこ
なっておりません。
表彰を希望するご夫婦は、直接役場にお申し込みく
ださい。

※本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で表彰式等の開催が変更になる場合があります。

上益城５町消費生活相談における来所
相談について
問

商工観光課

商工観光係

☎２８２－１２２６

御船町では、町民の皆様が安全で安心できる消費生活を実現できるよ
う平成26年度から上益城全町による上益城広域連帯消費者相談窓口を
開設し、専門の相談員を配置しておりますが、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止の観点から、当面の間、来所による相談をお控えいた
だき、極力電話相談をご利用くださいますようお願いいたします。
ご不便をおかけしたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
月曜日 益城町役場

9:00～16:00 ☎ 096-286-3210

火曜日 御船町役場（第一分庁舎２階）

9:00～16:00 ☎ 096-282-1226

水曜日 嘉島町役場

9:00～16:00 ☎ 096-237-1112

木曜日 甲佐町役場（甲佐町老人いこいの家） 9:00～16:00 ☎ 096-234-3223
金曜日 山都町役場（１階相談室）

9:00～16:00 ☎ 0967-72-3133

令和２年度御船町
子ども英語劇場開催
中止のお知らせ
問

社会教育課
☎２８２－０８８８

本年度も開催を予定しておりまし
たが、新型コロナウイルスの感染が
拡大している状況を鑑み、誠に勝手
ながら開催を中止させていただくこ
ととなりました。ご参加をご検討い
ただいていた皆様にはご迷惑をお掛
けすることとなり、大変申し訳ござ
いません。なにとぞ、ご理解のほど
よろしくお願い申し上げます。

税金等の納付については、皆さんのご自宅に納付書
が郵送され、現金に納付書を添えて、納税の期限まで
に御船町指定金融機関（肥後銀行）
、町収納代理金融機
関
（JAかみましき、熊本第一信用金庫、熊本銀行、郵便
局）
または御船町役場などで納付していただいています。
現在推進している口座振替とは、金融機関が、皆さ
まが指定した預貯金口座等から自動的に振り替えて納
税する制度で、納税のたびに町役場会計課や金融機関
などへ出かける手間が省けて大変便利です。
■口座振替申込み方法
“御船町口座振替依頼書”を記入し、口座振替を依
頼したい町税を選び、御船町役場の関係各課や町指定
9
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税務課

徴収係

☎２８２－１１１５

ほか担当各係

金融機関（肥後銀行）
、町収納代理金融機関（JAかみ
ましき、熊本第一信用金庫、熊本銀行、郵便局）に提
出してください。（依頼書は、各金融機関や役場の各
課に備え付けてあります）
■用意するもの

特別なごみの収集を有料で行います
テレビやエアコンなど、普段は処分できない特別なごみの
収集を年２回、有料で行っています。
収集日当日、収集場所へ持ち込みができない場合は５月
22日金までに、環境保全課環境衛生係までご連絡ください。
別途回収費用を支払うことで、事前に委託業者が回収します。
なお、当日は感染症予防のため、間隔をあけて誘導いたし
ます。
◉日 程 ６月７日日
◉場 所 町民グラウンド駐車場
◉時 間 ９時～12時
◉特別ごみ対象
※注意事項
❶塗料などの入っていた缶は、中身の入っていないものに限ります。
❷農薬および薬品の入っていたビン類は、販売店または取扱店へ処分
を依頼してください。
❸プロパンガスのボンベおよび未使用の消火器の収集はできません。
販売店に引き取りを依頼してください。

問

環境保全課

環境衛生係

☎２８２－１６０４

・テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯（乾燥）機

電化製品 ・衣類乾燥機・太陽熱温水器・エレクトーン
・家庭用給湯ボイラー

家庭用品
消 耗 品

・トタン・スレート・樹脂製波板・便器

・ガラス類・金属類・畳・プラスチック類
・タイヤ・バッテリー・一斗缶
・ドラム缶・廃油

農業用品 ・農機具・ハウスパイプ
車

両 ・バイク

❹農業で使用されたビニール類は、農協などによる再資源化を目的と
した収集に出してください。
❺パソコンは「資源物有効利用促進法」に基づき、メーカーの責任に
より、回収およびリサイクルが実施されます。

資源物回収の出し方が変わりました
2020年４月から資源物回収の出し方が変わりました。

問

環境保全課

①乾電池：充電式電池はレジ袋等 ②蛍光管：LED電球はレジ袋等に
に入れ、通常の乾電池とは区別
入れ、通常の蛍光管と区別でき
できるようにして出してください。
るようにして出してください。

環境保全係

☎２８２－１６０４

③埋め立てごみ：食用油のびんは中身を
使い切ってからラベルをはがして出し
てください。
（洗う必要はありません。
）

可燃ごみ処理を熊本市へ委託する覚書を締結しました

税金や料金の納付は口座振替が便利です
問

普段捨てることができない「ごみ」ありませんか？

◦預金通帳

◦通帳届印

口座振替が利用できる町税等

◦町県民税 ◦軽自動車税 ◦固定資産税
◦国民健康保険税 ◦施設入所負担金
◦町営住宅使用料 ◦上 - 下水道料
◦後期高齢者医療保険料 ◦介護保険料 ◦保育料

令和２年３月30日月熊本市役所において、熊本市と
上益城郡５町（以下、上益城郡）による『可燃ごみの広
域処理に関する覚書締結式』を行いました。
覚書には、令和７年度からの一定期間、上益城郡の可
燃ごみ処理を熊本市が受託するための基本的な事項を定
めており、市長と５名の町長が同時に署名を行いました。
上益城郡では、管内３つのごみ処理施設が令和６年度
末に稼働限界を迎えるため、令和７年度稼働を目標に新
たなごみ処理施設の整備に取り組んでいますが、熊本地
震の影響により各町は厳しい財政状況にあり、同じくス
ケジュールにも遅れが生じていました。
一方熊本市は、広域的に可燃ごみを受託することで、
市処理施設の効率的な運転が可能となり、環境面等でメ
リットがあるとして今回の合意に至りました。

問 環境保全課 環境衛生係 ☎２８２－１３４２
上益城広域連合 施設整備係 ☎２００－７１９９

▲締結式の様子
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家屋の固定資産税について

問

税務課

課税係

☎２８２－１１１４

◎家屋を新築・増築したとき
家屋（車庫や物置など小さ
い家屋を含む）を新築または、
増築されますと、翌年度から
固定資産税が課税されます。
固定資産税額の基礎となる
評価額を算出するために、建
物の内外（間取りや屋根、外壁、内装など）の調査
と、契約書や平面図などの書類の確認を行い、固定
資産税額を決定します。
家屋調査については重要な調査となりますので、
皆さまのご協力をお願いします。

◎家屋を取壊したとき
家屋の全部または、一部を
取壊した場合には「家屋滅失
届」を提出してください。
年度の途中で取壊した家屋
については、床面積の大小に
かかわらず必ず届出をしてください。
なお、固定資産税は１月１日現在の状況により課
税されますので、滅失届出のない場合や１月２日以
後に家屋を取り壊した場合は、その年の固定資産税
を納めていただくことになりますので、ご注意くだ
さい。

◎未登記家屋の所有者を変更したとき
未登記家屋の所有者が変更となった場合（売買、
相続、贈与など）をした場合には、
「未登記建物の
所有者変更届」を必要書類とともに提出していただ
く必要があります。登記のある家屋と未登記の家屋
が混在している場合、提出を忘れられる方が多いた
め、ご注意ください。

＜登記建物の場合＞
法務局で滅失登記の申請が必要になります。届出
時期により課税台帳の滅失処理が間に合わない場合
があるため税務課へ「家屋滅失届」を提出してくだ
さい。（登記があるかどうかは、法務局にて確認が
必要です）

■必要書類
【売買等の場合】
①譲渡証明書・売買契約書等の写し
②新・旧所有者両者の実印を押印した未登記建物
の所有者変更届
③新・旧所有者両者の印鑑登録証明
【相続の場合】
①相続人すべての続柄がわかる戸籍謄本
②相続人全員の同意書
③新所有者の実印を押印した未登記建物の所有者
変更届
④相続人（新所有者）の印鑑登録証明

＜未登記建物の場合＞
「家屋滅失届」を町税務課
まで提出してください。家屋
滅失届に基づき、税務課職員
が現地確認を行い、翌年度の
課税対象から除きます。

2020年工業統計調査が実施されます！

※太 陽光発電設備を設置した
場合には、固定資産税（家屋
または、償却資産）の対象に
なります。償却資産になるも
のについては申告が必要に
なりますので、税務課までお
問い合わせください。
問

令和２年６月１日現在で、御船町で製造業を営む全事業所を対象とした工
業統計調査が実施されます。
令和２年５月下旬から、製造業を営んでいる皆さまのところに調査員が訪問
して、調査票の記入の仕方などをご説明しますので、ご協力をお願いします。
なお、インターネットでも簡単に回答ができますので、是非ご利用くださ
い。

企画財政課

☎２８２－１２６３

国民健康保険税の計算方法が一部変更になりました
問
御船町国民健康保険税（略して『国保』という。）は、
４月から年金から天引きされる対象者を除き、６月中
旬に納税通知書を発送します。この度、昨年度（平成
31年度）と今年度では、一部計算方法が変更になり
ましたので、お知らせします。
国保は、
《県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応
じて決定した国保事業費納付金の額》
から
《国・県の補助
金、町の収入額》
を除くなどし、算出した額
（
「賦課総額」
）
を被保険者のみなさまで負担することで成り立っています。
国保は、右表の３要件からなり、原則として国保加
入者全員の所得や人数で税額を計算します。

■国保税の３要件

昨年度（平成31年度）から変更となった点は以下の通
りです。

国 保 の

国保税内訳
所得割
均等割
医療分
平等割
賦課限度額
所得割
均等割
支援分
平等割
賦課限度額
所得割
均等割
介護分
平等割
賦課限度額

令和２年度 平成31年度 昨年度との比較
（A）
（B）
（A － B）

8.20％
25,000円
22,000円
630,000円
2.80％
9,000円
8,000円
190,000円
2.10％
13,000円
かかりません
170,000円

7.50％
22,000円
22,000円
610,000円
2.80％
9,000円
10,000円
190,000円
1.80％
10,000円
かかりません
160,000円

0.70％増
3,000円増
変更なし
20,000円増
変更なし
変更なし
2,000円減
変更なし
0.30％増
3,000円増
変更なし
10,000円増

＜用語の説明＞
所得割・・国保の被保険者の平成31
（令和元）
年中の
総所得金額 － 基礎控除額（33万円）
均等割・・国保の加入者に対してかかる金額
平等割・・１世帯あたりの金額

低所得者に対して下表の割合にて軽減措置があります。
国保の軽減措置については以下のとおりです。
軽減措置
７割軽減

説

明

世帯の軽減判定所得が33万円以下
※昨年度と変更無し
世帯の軽減判定所得が33万円＋285,000円×

５割軽減 被保険者数

※昨年度より5,000円増
世帯の軽減判定所得が33万円＋520,000円×
２割軽減 被保険者数
※昨年度より10,000円増
※ただし、世帯内の国保加入者において、一人でも所
得が未申告のものがいる場合は、対象外になります。
（注）この軽減を受けるための手続きは不要です。
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税務課

算

Ｑ
Ａ

定

課税係

☎２８２－１１１４

説

明

医療分

御船町国民健康保険において年度内の必要
な医療費の見込額から、国や県からの補助
金や被保険者の自己負担金分を差し引いた
総額であり、病気やケガをした時の医療費
の財源

支援金分

後期高齢者医療制度に対し、若年層が支え
る支援金

介護分

40歳～64歳までの被保険者に課税される
介護サービスの財源

Q＆A

会社を退職し、所得が激減したのに国保税が高
いのは、なぜですか？
国保には、所得に応じた所得割額があります。
計算の基礎となる所得は、前年の１月～12月ま
での収入に基づいて計算されます。
そのため、会社を退職されても、会社勤めをし
ていた前年中の所得を元に計算するため所得割額
が高くなってしまう場合があります。ただし、倒
産・解雇などによる離職（特定受給資格者）や雇
止めなどによる離職（特定理由離職者）をされた
雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、一定の条
件を満たす場合、税務課窓口にて手続きをしてい
ただくことにより、一定期間、国民健康保険税が
軽減されます。

Ｑ

加入者個人ごとに国保税を納付したいので、国
保税を分けることはできますか。
Ａ
国保税は国保に加入している人の分を合算して
世帯主に納付していただくため、加入者ごとに国
保税を分けて納付することはできません。
（国保法第76条により国保の被保険者（加入者）
の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。
）
Ｑ
Ａ

月の初めに国保を喪失する手続きをしたのです
が、その月の国保税は納めなくてよいですか。
御船町の国保税は、普通徴収で１年間（12ヵ月）
分を６月から３月までの10回払い（納期）となっ
ており、各納期の国保税は、その月の分の国保税
とはなりません。そのため、喪失の月について国
保税はかかりませんが、月割で計算した結果、喪
失の月以降にも納めていただくべき国保税額が残
る場合があり、その場合はお納めいただくようお
願いします。
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洪水情報が緊急速報メールで発信されます！
問

国土交通省

あなたのブロック塀は大丈夫ですか？

熊本河川国道事務所 ☎３８２－１１３２
総務課 地域・防災係 ☎２８２－１１１１

国が管理する緑川、加勢川、御船川で、川が氾濫する可能性が高まった時に、その周辺にいる人に氾濫の
危険をお知らせする情報が自動で発信されます。

問

御船町危険ブロック塀等安全確保支援事業
町では、地震発生時における人身事故の防止および
避難経路の確保を目的とし、危険ブロック塀等の除去
および改修の費用の一部を予算の範囲内で補助します。

■申込受付期間

５月１日金～ 12月28日月（土・日・祝日除く）
※申込受付期間中に、仮受付を行い、交付申請書類
等の必要書類の提出を行ってください。
■事業の完了期限
令和３年１月29日金

川の
防災情報に
アクセス―

川の様子が分かる！

雨の状況が分かる！

全国大会等出場助成金制度があります
全国大会等出場助成金とは、全国大会等に出場する学生に
対して出場に係る負担の軽減と、競技力等の向上を図るとと
もに、文化・スポーツ活動を推進することを目的としています。
■対象者
【個人】町内に居住する小学生～大学生
【団体】町 内に拠点を有する団体で、その構成員５人以
上のうち町内に居住する小学生～大学生が過半
数を占めている団体。
■対象となる大会
国際大会、全国大会、九州大会規模で開催されるスポー
ツ大会や学術・文化振興に関する大会
※厳正な予選会や選考会などの選抜手続きを経て出場す
る大会を指します。各会派および流派別大会や、作品の
みが出品される場合は除きます。
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問

社会教育課

都市計画係

☎２８２－１３１２

■交付対象事業および補助金額
❶危険ブロック塀等の撤去
補助上限額 20万円もしくは１m当 たり12,000
円のいずれかの額の低い方
※国道、県道、町道および御船町が管理する道路お
よび、学校が指定している通学路に面しているブ
ロック塀で危険と判断されたもの
❷危険ブロック塀等の改修（撤去の補助事業を行っ
たものに限る）
補助上限額 15万円もしくは１m当 たり15,000
円のいずれかの額の低い方
※❶の補助事業を行い、建築基準法第61条、第62条
の６及び８で規定されている塀の基準を満たした安
全に配慮した改修を行うこと

木造住宅の耐震改修工事等の費用の一部を補助します
バーコードリーダーで入手！

☝アクセス！
川の水位が分かる！

建設課

パソコンから
http://www.river.go.jp/
スマートフォンから
http://www.river.go.jp/s/

社会教育係 ☎２８２－０８８８
社会体育係 ☎２８２－１２６１

■助成額および回数
大会種別

助成額
個人

団体

県大会を超える規模の大会

10,000円

50,000円

全国大会

20,000円

100,000円

世界大会

50,000円

150,000円

助成金の交付は、同一年度に１人（１団体）
１回までとなります。

問

【御船町戸建て木造住宅耐震改修等事業】
町では、耐震基準を満たさない住宅の耐震設計、耐
震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事に必要
な費用の一部を予算の範囲内で補助します。

■申込受付期間

５月１日金～12月28日月（土・日・祝日除く）
※申込受付期間中に、仮受付を行い、交付申請書類
等の必要書類の提出を行ってください。
■補助対象住宅等
（次のすべての要件を満たす住宅が対象）
◦御船町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅
所有者の居住の用に供されているもの
（併用住宅の場合、店舗等の床面積が延床面積の
２分の１未満のもの）
◦在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的構法によっ
て建築された地上階数が３階以下のもの
◦昭和56年５月31日以前に着工したものまたは平
成28年熊本地震により、り災したことが確認で
きるもの
◦所有者が町税を滞納していないこと
◦建築基準法に係る違反がないものなど

建設課

都市計画係

☎２８２－１３１２

■交付対象事業および補助金額
①耐震改修設計
補助対象経費の３分の２以内（上限20万円）
※耐震設計に伴う耐震診断に要する費用も含む
②耐震改修工事（耐震改修工事および工事監理）
補助対象経費の２分の１以内（上限60万円）
※耐 震診断の結果、倒壊の危険性があると判断
されたもの
③耐震シェルター工事
補助対象経費の２分の１以内（上限20万円）
※昭和56年６月１日以降に着工した住宅につい
ては、次のいずれかに該当するもの
◦災害対策基本法に基づく住家の被害認定におい
て、
「全壊」
または
「大規模半壊」
と認定されたもの
◦耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断さ
れたもの
※耐 震シェルターとは、住宅内の一部に木材や
鉄骨で強固な箱型の空間を作るものです。
④総合支援メニュー（耐震設計＋耐震改修工事）
補助対象経費の80％以内（上限100万円）
※耐 震診断の結果、倒壊の危険性があると判断
されたもの
⑤総合支援メニュー（建替え工事）
補助対象経費の80%以内（上限100万円）
※耐 震診断の結果、倒壊の危険性があると判断
されたもの、および、被災者再建支援法に基づ
く被災者生活再建支援金の支給対象でないもの
※既に、耐震設計等の補助を受けている人は、補
助対象経費の23％以内
（上限60万円）
となります。
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第７回

モンタナ州の
恐竜化石調査徹底解説
〜なぜモンタナへ？
モンタナ州は世界的
な恐竜化石産地

御船川にあゆが放流されました！

➡恐竜博物館の池上博士が最近の恐竜事情についてわかりやすく解説します。
➡モンタナ州での恐竜化石調査について詳しく紹介。

ティラノサウルスとトリケ

ラトプス。あまり恐竜に興味がない方も一度は聞いたこと
のある名前ではないでしょうか。ティラノサウルスは「暴君
トカゲ」を意味する史上最強の肉食恐竜、そしてトリケラト
プスは、
「３本の角のある顔」という名のとおり、頭に立派
な角の生えた草食恐竜です（写真１）
。この２種類の恐竜は
白亜紀の終わりに北アメリカに生息していた恐竜時代最後
の生き物なのです。
モンタナ州には、白亜紀末の恐竜化石を産出するヘルク
リーク層が広く分布していて、雨や雪によって侵食された
バッドランドと呼ばれる荒涼とした土地に、カラフルな縞模
様として表れています。このように地層と化石がむき出しと
なっている大地は、古生物学者にとっては夢のような場所

▶写真２ アメリカモンタ
ナ州のバッドランドの様子
（マコシカ州立公園）。

なのです（写真２）
。

Topic ②

採集しきれない化石

モンタナ州の恐竜化
石研究の中心となって
いるのがモンタナ州立
大学付属ロッキー博物

館。モンタナ州の化石を収集し保存するという役割を担っ
ていて、その活動は現在も続けられています。モンタナ州

▲▶新橋下の広場から稚アユを放
流する様子。ここから放流さ
れた稚アユは平均体重11.2
グラムで合計75キログラム。

５人の先哲のひとり林田能寛の遺徳をしのぶ
熊本県指定重要文化財の八勢目鑑橋
（上野）
。この橋は1855年（安政２年）
、
町「５人の先哲」のひとり林田能寛が私
財を投じて完成させました。この偉業を
後世に語り継ぐことを目的に、林田能寛
顕彰会（竹内昭剛（しょうご）会長）が
主催する林田能寛祭が毎年開催されてい
ます。今年は新型コロナウイルスの影響
で、林田家墓地がある妙晄（みょうこう）
寺（滝川）で供養のみ行われ、例年開催
されていた、八勢目鑑橋での神事は行わ
れませんでした。竹内会長は「林田先生
の偉業には感謝している。このような形

新学期スタート

は冬が長く、雪に閉ざされるため、６月〜８月の夏の限ら
れた時期にしか野外調査を行うことができません。
この間、
博物館の職員はほとんど野外に出て、各地の地層の調査と
▶写真３ アメリカモンタナ州リビングストン近郊での発掘調査の様
子。この露頭は1980年代に途中まで発掘されていたが、調査が中
断していた。

Topic ③
なぜモンタナへ？

化石の収集を行います。それでも、採集しきれないほど多
くの化石が野外に残され、長い間発掘されるのを待ってい
るのです（写真３）。

でしか開催できなく申し訳ない」と述べ、
八勢目鑑橋がある八勢区の増本和男区長
は「地区の住民として感謝が尽きない。
地区の高齢化が心配ではあるが、今後も
この偉業を伝え続けていきたい」と話し
ました。

▲増本区長 ( 左 ) と竹内会長 ( 右 )

不安の中にも希望を

▲林田家の墓

令和２年度を迎え、町内の小中学校
で始業式や入学式がとり行われまし
た。新型コロナウイルス感染予防のた
め、式の会場や規模を変更し、例年と
は異なる様子ではありましたが、学校
の再開を心待ちにしていた生徒の皆さ
んの明るい笑顔がありました。
◀小坂小学校の入学式（左３枚）

私 は、2018年 か ら、
ロッキー博物館の協力研
究員として、モンタナで
の野外調査に参加してい

ます（写真４）
。北アメリカで進化した恐竜たちのルーツは
アジアにあったと考えられていますので、御船層群の恐竜
も北アメリカの恐竜たちと無関係ではありません。この野
外調査によって、御船の恐竜と関係するものが発見されれ
ば、恐竜たちの進化や移動を知る手がかりとなるのです。
古生物学の研究は野外調査から始まります。野外調査を
行わなければ、研究はもちろん、博物館での展示もできず、
貴重な化石は自然に風化して壊れていってしまいます。
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４月３日金に緑川漁業協同組合が、御船川に稚アユ
を放流しました。この放流は、緑川流域の環境保全や
繁殖保護を目的に、同組合が毎年行っています。
今回は約97,800尾を緑川流域約６カ所で放流。稚
アユの大きさは約６センチで、放流後は河口から上流
へと上っていき、餌場の確保のため一定の縄張りをつ
くり成魚へと成長していきます。
アユ釣りの解禁日は６月１日月の予定です。
釣行の際は漁協への問い合わせをお願いします。

➡最近、何かと話題となっている恐竜や博物館。

◀写真１ トリケラトプスとティ
ラノサウルス（恐竜博物館常設
展 示 室 ）。 原 標 本 は ロ ッ キ ー 博
物館所蔵。

Topic ①

池上直樹の 恐竜
そうだったのか !!

写真４

 ッキー博物館の野外調査クルー。学生が野外
ロ
調査の経験を積むチャンスでもある。

▶御船中学校の入学式で誓
いの言葉を述べる新入生
代表の清水馨仁さんと新
入生の皆さん。校長先生
は式辞で新入生、在校生
に向けて「凡事徹底」
「利
他の心」という言葉を預
け、学校生活を素晴らし
いものとするため、一緒
に頑張りましょうと話さ
れました。

▼御 船中学校の始業式。体育
館ではなく、放送室から式
辞を述べる作田校長と各教
室で傾聴する生徒
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れて高校生となりました。

や席の間隔に留意し、入学生と保護者、そ

〒８６１ ３-２０４
御船町木倉１２５３番地
☎
２８２ ０
-０５６
ｆａｘ２８２ １
-２８６
e-mail
mifune-h@pref.kumamoto.lg.jp

彩葉 さん
上田
鋭一 さん
平山
遥菜 さん
髙田

あかり さん
益田
加奈江 さん
奥田
るるか さん
K.S さん

kanri@town.mifune.lg.jp
《Eメールアドレス》

※匿名希望の場合は、氏名の横にその旨を明記してください。ペンネームでもかまいません。

御船高校

コーナー

短

歌

西梅

孝子

うららかに陽は差し巣立の朝来たりムクドリのひな納屋の軒より

新型ウイルスの話題に溢るる人の世に桜菜の花、野は花盛り
金森 英子

くつろ

蕗の薹春の味覚は子の好物帰省楽しむ野蕗のフライ
奥田利恵子

こ

街並みはコロナに攻められ閑散と我は若葉の森に寛ぐ
西梅 芳久
きぬかつ

文子

久 々に芋の衣被ぎ息に作れば「オオ」
と喜ぶ
「好きだったもんね」

平野
七、八羽地を低く舞う揚羽蝶何を好みて吾が狭庭辺に
山本志満子
緑川周辺は桜満開で風に散る花ひとひらもなし

反対ごし

待ってくれ

踏ん張って

トイレもせかすバス旅行

子に叱られる歳ィなり

良か縁談の別に有る

おんな手だけで育て上げ

吉田

川部

林田

米光

河地

笑和

楽園

呉穂

実花

芙蓉

由奇

甲斐レイ子

待ってくれ

つこけた拍子足の折れ

増永

天狗会

緊急事態

儲け話に直ぐのった

好水

肥 後 狂 句

馬鹿だねえ

藤本

ぎれ

木切は組んで椅子に化け

高峰 武選

き

磨き上げ

御船春菊句会

一病の機嫌よき日や豆の花

守田

緒方

順子

律子

宣子

句

あるがまま過ごすも楽し豆の花

黒田

俳

三行の転勤メール草萌ゆる

さとうともこ

栞

野の灯遠く近くに春惜しむ

ち

緒方

つま

み

柿若葉今日は夫の誕生日

ひ むか

渡辺ケイ子

ぎ

ひとひらの花の旅路のはじまりぬ

一 般 投 稿
ろく り

猿

汗をふきふと立止まる心ちよさ六里木近し日向の往還よ
のりおき
せんてつ

先哲の造りし八勢の目鑑橋秋を彩るモミジを植える
山
草の芽は卯月の雨にグンと伸ぶ君も踵を跳ね上げ歩け

ゆく春や空に消えそな虹たてりコロナグレーはいつまで続く
山下せい子
訓弘

人生は片道切符の旅行なり何処へ向かうか誰にもわからず
常石
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《あて先》〒861 - 3296 御船町役場「おたより」係 ※住所を書かなくても届きます。

機械科77人の計183人の入学を許可し、全
体で20分の誠に簡素な式となりましたが、
新入生には笑顔も見られ、ようやく今日晴

を実施することができました。新型コロナ
ウイルスが心配されましたが、内容を徹底
的に簡素化して時間を短縮し、会場の換気

絢菜 さん
吉田

このコーナーでは、皆さんからのお便りをお待ちしています。
どんなことでもかまいません。どしどしお送りください。広報クイズの答えもお忘れなく。

イラスト
して教職員が参加する形式で実施しました。
普通科（芸術コース含む）106人、電子
４月８日水は、桜花が青空に映える春爛
漫の日和となり、御船高校は無事に入学式

みんな の
熊本県立御船高等学校 第74回入学式

Mi fu ne
Com m u ni t y

W
O
N

Good Life Information

真館

お知らせ
まるやま しゅうへい

うちむら

丸山修平くん（₆歳）

０９６―３５３―３１０４）までご相談
ください。
問 県団体支援課
☎０９６―３３３―
２３７１

中小企業者向け県制度融資の創設

熊本県では、新型コロナウイルス感
染症の影響で売上が減少している中小
企業者の方向けの融資制度を用意して
います。
制度の詳細は、熊本県ホームページ
をご覧ください。
▼申込・相談 お近くの商工会議所や
商工会、中小企業団体中央会、取扱
金融機関へ（融資には金融機関およ
び信用保証協会の審査があります。）
問 県商工振興金融課
☎０９６―３８３―
２３１４

寄

訂正とお詫び

４月号で掲載に誤りがありました。
訂正してお詫びします。
▼ ペ ー ジ「 人 の う ご き 」 お く や み、
故人の氏名
（誤）増永 政勝
（正）増田 政勝
（誤）増田 勇
（正）増永 勇

善意の輪

付

▼社会福祉協議会へ【 月】
【香典返し】
（住所）（故人）
（ご芳名）
梅野 健一 様（高 木）タミ子様
竹林 英治 様（高 木）クニ子様
平野 文明 様（ 神奈川県）千鶴子様
小島まさ代 様（田 代） 園原久子様
増田 富子 様（豊 秋）政勝 様
内村 主税 様（熊本市）ヒロ子様
北村 愛子 様（田 代）浩
様
藤崎 直
様（荒尾市）七郎 様
菅
龍二 様（高 木）タキ子様
齊藤 良子 様（木 倉）トヨ子様
４

電話で「お金」
の話がでたら

すぐ１１０番

熊 本 県 警 で は、「 振 り 込 め 詐 欺 」 の
名称を「電話で『お金』詐欺」に変更
しました。最近の「電話で『お金』詐
欺」
の手口は、電話の後でお金やキャッ
シ ュ カ ー ド を 直 接 受 け 取 り に 来 た り、
電子マネーでお金をだまし取る手口が
増えており、「電話」と「お金」がキー
ワードとなっています。電話でお金の
話が出たら、詐欺と疑って、お金を払
う前に警察に通報ください。
問 振り込め詐欺相談電話
☎３８１―２５６７
警察安全相談室
☎３８３―９１１０
御船警察署
☎２８２―１１１０

３１

緊急貸付のご案内

２５

一時的な資金の

社会福祉協議会では、新型コロナウ
イルス感染症の影響による収入の減少
で、
生活資金にお悩みの方々に向けて、
無利子で保証人不要の緊急貸付を行っ
ています。
対象は、新型コロナウイルス感染症
の影響による収入の減少で、一時的な
貸付を必要とする世帯などです。
最大 万円までの貸付を受けること
ができ、
当初の１年間は返済不要です。
詳しくは、熊本県社協ホームページ
をご覧いただくか、各市町村社会福祉
協議会までお願いします。
▼貸付受付期間 令和２年３月 日～
令和２年７月末（予定）
問 御船町社会福祉協議会
☎２８２―０７８５

新型コロナウイルス感染症拡大に

関する農家等への金融支援について

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受けて、収入が減少している農林
漁業者の皆さんに対し、県独自の「緊
急支援資金」を創設しました。
▼借入限度額 １千万円
▼返済期間 最大 年間で当初３年間
は返済不要
▼保証料 不要 ５年間無利子
※融資には金融機関の審査があります。
このほか、日本政策金融公庫のセー
フ テ ィ ネ ッ ト 資 金 の 利 用 が 可 能 で す。
詳細は日本政策金融公庫熊本支店（☎
１０

２０

みふねっ子 写

りん

ますなが

内村 凛ちゃん（₅歳）

増永みのりちゃん（₄歳）

辺田見
（平成26年5月18日）

滝川
（平成27年5月2日）

木倉
（平成28年5月5日）

修平くんお誕生日おめでとう！元気にす
くすく育ってね。

「5 歳になりました！」自転車も乗れる、
名前も書ける、すくすく育ってます。

家族のムードメーカーのみのりちゃん♡優しく
面白い女の子。皆大好きだよ。

（公司お父さん 明美お母さん）

（真お父さん 愛お母さん）

（勇一お父さん 千佳子お母さん）

たけもと

いつき

やす だ あい り

岳本 樹くん（₄歳）

き

安田逢莉ちゃん（₃歳）

く か わりょう ま

喜久川颯愛くん（₃歳）

木倉
（平成28年5月7日）

辺田見
（平成29年5月1日）

御船
（平成29年5月12日）

弟の面倒見がイイお兄ちゃん。これから
も₂人仲良くね！

英語の勉強頑張ろうね！色んな事学んで元気に大
きく育って下さい。

お誕生日おめでとう♡いつも元気でお利口さんで、
お手伝いありがとう♡₆月から幼稚園頑張ってね！

（城お父さん 沙代子お母さん）

（佳弘お父さん 智沙子お母さん）

（啓仁お父さん 春菜お母さん）

生活便利帳
▶役場
（時間外・休日の直通）
☎ 282-1111
▶教育委員会
（カルチャーセンター）
☎ 282-0888
▶スポーツセンター
☎ 282-4111

まつ い

☎ 282-4051
▶天君ダム
☎ 284-2057

りゅうせい

た なか この は

松井琉晟くん（₃歳）

▶恐竜博物館

もりおか

田中心葉ちゃん（1歳）

た

お

盛岡汰皇ちゃん（1歳）

豊秋
（平成29年5月30日）

木倉
（令和元年5月1日）

木倉
（令和元年5月30日）

お喋り上手で、毎日笑顔と癒しをありがとう♡こ
れからの成長が楽しみです

お兄ちゃんお姉ちゃんたちに可愛がられて毎日笑顔の心葉
ちゃん。これからも元気で素敵な笑顔の心葉ちゃんでいてね。

☆たお☆お誕生日おめでとう。周りの方の愛情
いっぱいもらって元気にすくすく育ってます。

（洋樹お父さん 尚子お母さん）

▶御船町甲佐町衛生施設組合
（ゴミ焼却場）☎ 282-0688

（凌太郎お父さん 愛お母さん）

（将吾お父さん 千鶴お母さん）

来月号は、₆月にお誕生日を迎える満₁歳から満₆歳までの“みふねのアイドル”を先着16人で募集します。
掲載希望の人は、₅月 29 日金までに役場₂階総務課広報窓口で直接お申し込みください。
（電話予約は不可）

▶吉無田高原
「緑の村」
☎ 285-2210
▶浄水センター

62
560

0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0

0
0
4
0
2
0

2
3
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0
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1
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様（辺田見）靜子 様
様（辺田見）久
様
様（木 倉）優希矢様
様（七 滝）ふきこ様
様（辺田見）節子 様
様（豊 秋）四郎 様

8
128

川）

11
94

様（滝

空き巣
自販機狙い
万引き
オートバイ盗
自転車盗
車上狙い

2
25

その他

交通人身事故
交通物損事故

御船署管内
発生件数
4月中 年累計

吉澤 秀一
前原 靖子
南
博利
森田 幸介
本田 常久
沼野 孝子
【一般寄付】
山川 長行

事件・犯罪区分

御船町
発生件数
4月中 年累計

御船警察署管内の事故・事件

事故・事件の発生状況

☎ 282-7066
▶御船地区衛生施設組合
（し尿処理場）☎ 282-2970
▶社会福祉協議会
☎ 282-0785
▶上益城消防署
☎ 282-1955
▶御船警察署
☎ 282-1110
▶上益城地域振興局
☎ 282-2111
▶御船保健所
☎ 282-0016
▶御船町地域包括支援センター
☎ 282-2911

広報クイズ

図書カード
が当たる！

問①緑川漁業協同組合が
問題
御船川に放流した魚は？

問題をよく読んで、₃つの答えの中から正し
いものを選び、ハガキに書いて送ってください。
正解者の中から抽選で 10 人に図書カードをプ
レゼントします。

Ａ－いわな
Ｂ－やまめ
Ｃ－あゆ
（ヒントは、14ページ）

◉応募方法
ハガキに答え（例、Ａ）とあなたの住所、氏
名、年齢を書いて、〒861–3296 御船町役場
「広報クイズ」係まで郵送してください。
（コメントやイラストもお待ちしております）
◉締め切り
令和２年5月29日金
（当日消印有効）
◉4月号の正解 Ｃ

◉4月号の当選者 応募総数24通で正解は24通でした。抽選の結果、次の10人に図書カードをお送りします。
（敬称略）
中園
中村

栞稀（高
清（木

木）／益田あかり（小 坂）／吉田
倉）／藤原 えみ（辺田見）／国武

絢菜（滝
精子（滝

川）／髙田
尾）／金子

遥菜（高
美保（滝

木）／後藤
尾）／林田

誠
（辺田見）
忠男
（木 倉）
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56
地域包括支援センターだより 〇
「新型コロナウイルス感染症」気をつけたいポイント
新型コロナウイルス感染症の影響で、人が多く集まる場所を避け、家に閉じこもりがちになりますが、
高齢者にとっては合わせて「動かないこと（生活不活発）
」による健康への影響が危惧されます。
「生活不
活発」により、フレイル（虚弱）が進み、心身や脳の機能が低下していきます。
生活不活発病に気をつけて！
「動かないこと（生活不活発）
」により、身体や頭の働きが低下してしまいます。歩くことや身の回
りのことなど生活動作が行いにくくなったり、疲れやすくなったりし、フレイル（虚弱）が進んでい
きます。２週間の寝たきりにより失う筋肉量は７年間に失われる量に匹敵するとも言われています。
動かない毎日･･･
気づいたら

教育委員会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止対策による
社会教育課所管施設の利用制限等について
社会教育施設の利用については、町ホームページ等で、
当面の間の利用休止等をお知らせしています。皆様には大
変ご不便をおかけしていますが、ご理解とご協力をお願い
します。
なお、再開にあたっては状況を判断したうえで改めて
ホームページ等でお知らせします。
施

あれ?!

フレイル?!

先の見えない自粛生活

フレイルの進行を予防するために･･･
友達や家族と
電話でお話しする。

家の中で
運動をする。

たまには散歩をする。

設

名

利用について

カルチャーセンター／図書館／公民館
分館／恐竜博物館

＜当面の間休館＞
恐竜博物館については恐竜博物館
ホームページをご覧ください。

小・中学校体育館、グラウンド／町民
グラウンド／スポーツセンター／社会
教育センター体育館、グラウンド

＜当面の間利用休止＞

※社会教育センター・・・旧水越小学校、旧七滝小学校、
旧田代東部小学校

オレンジカフェ すまいる

認知症の方を介護している家族などが集まり、
参加者が自由にお話しできる場所です。ぜひ、お
気軽にご参加ください。
介護者が少しでもホッとできる場を・・・♥
参加費：200円
主 催：御船町認知症家族の会『すまいるクラブ』
6月10日
6月24日
7月 8 日
7月22日

場所：街なかギャラリー
時間：13時30分〜15時30分

※新型コロナウイルス感染症の状況次第で
中止の可能性があります。
地域包括支援センター

☎282‑2911

もの忘れ相談

上益城郡の認知症疾患医療センター（益城病院）
より相談員が派遣されています。
ご家族等の認知症について、相談等がありまし
たらご活用ください。
6月10日
7月 8 日

場所：地域包括支援センター
時間：13時30分〜14時30分

※日程は変更になることがあります。
地域包括支援センター ☎282‑2911

御船町役場
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福祉課

元気クラブカレンダー（６月）

小中学校の再開について

※新型コロナウイルス感染症の状況次第で
中止の可能性があります。
介護予防の教室を各地域で行っています。
対象者：65歳以上
利用料金：150円／回

2日
16日
9日
23日
1日
15日
11日
25日
8日
22日
12日
26日
4日
18日
5日
19日
10日
24日
10日
24日

５月31日日まで休校を延長します。

【御船、辺田見、滝川】

場所：町民憩の家「眺世庵」／時間：10時〜1 1時30分

町内の小中学校

【滝尾】

・各学校週１回程度、登校日を設けます。
※新型コロナウイルス感染の状況によっては、
変更になることもありますのでご了承ください。

場所：滝尾分館／時間：10時〜1 1時30分

【水越】

場所：水越分館／時間：10時〜1 1時30分

【木倉】

場所：木倉分館／時間：10時〜1 1時30分

【高木】

場所：下高野公民館／時間：10時〜1 1時30分

【小坂、陣、豊秋】

場所：陣多目的集会所／時間：10時〜1 1時30分

【七滝】

場所：七滝分館／時間：10時〜1 1時30分

【上野】

場所：上野分館（予定）／時間：10時〜1 1時30分

【田代東部】

場所：田代東部分館／時間：10時〜1 1時30分

【田代西部】

場所：北田代分館／時間：1 4 時〜1 5 時30分

町社会福祉協議会

☎282 0785

地域包括支援センター（庁舎１階）：282-2911 FAX：282-1171

English-Japanese
クリス先生の英会話
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Cinco De Mayo
Hello everyone, I hope you are doing well! Spring is
beautiful, isn't it? This year has been difficult because of
the coronavirus, but let's do our best to wash our hands
and gargle. This month, I want to talk about Cinco de
Mayo. Cinco de Mayo is Spanish for the fifth of May. On
this day, many people in America celebrate Mexican
culture. In California, this holiday is very popular! We
can enjoy delicious Mexican food like tacos, and we can
watch Mexican-Americans perform a traditional Mexican
dance. If you have the chance, please try to eat some
Mexican food and enjoy their culture.One more thing,I
hope that coronavirus is resolved quickly.

Cinco De Mayo

和訳例

みなさん、こんにちは。お元気でお過ごしのことと
思います。春は素敵な季節ですね。今年は新型コロナ
ウイルスで過ごしづらいですが、手洗いやうがいを頑
張りましょう。今月はCinco De Mayo（シンコ・デ・
マヨ）についてお話ししたいと思います。Cinco De
Mayo（シンコ・デ・マヨ）というのは、スペイン語で
₅月₅日のことなんです。この日にアメリカの多くの人
たちがメキシコの文化のお祝いをするのです。
カリフォ
ルニアでは、この祝日はとても人気なんですよ。タコ
スのような美味しいメキシコの料理を楽しんだり、メ
キシコ系アメリカ人が伝統的なメキシコのダンスを披
露するのを見たりすることができるからです。もし、
チャンスがあればどうぞメキシコ料理を召し上がった
り、文化を楽しまれてください。最後に、新型コロナ
ウイルスが一刻も早く終息することを願っています。
20

お出かけ情報

あんしん納税
軽自動車税
納

イベント情報
ＰＩＥＣＥ

延期：時期未定

「ブルック像」除幕式
第２回

6月分

延期：時期未定

御船ジュラシックトレイル
施設
吉無田高原緑の村
御船街なかギャラリ―

＜休館＞
令和２年４月14
日～当面の間

滝川みんなの広場

団体利用のみ不可

御船町観光交流センター※

6月1日月
5月27日水

町民税

1期

国民健康保険税

1期

介護保険料

1期

納

日

6月30日火

口座振替日

6月29日月

期

低栄養や過剰栄養等の栄養不良が各種の栄養欠乏症や肥満・生活習慣病の誘因になることはよく知られています。ま
た、新型コロナウイルス感染症のウイルスと戦ってくれる我々が持っている免疫力を維持し、更に免疫力を高めるため
にも日頃からバランスの良い食事がとても重要です。今回は免疫力をアップする食事の３つのポイントを紹介します。
① 良質のたんぱく質で粘膜や免疫細胞をパワーアップ
肉類・魚介類・卵・豆腐
② 乳製品や食物繊維で腸内の善玉菌を増やして腸を元気に
ヨーグルト・乳酸菌飲料・発酵食品 ( 納豆等 )・海藻・豆類
③ ビタミンA(βカロチン ) で粘膜を増やして喉や鼻をガード
緑黄色野菜（人参・ほうれん草・カボチャ等）
免疫力は、全身からつくり出されるものです。そして、その身体をつくっているのが食事。毎日の食事から十分な栄養を
摂り、免疫細胞のエネルギーを補助する仲間たちを助けましょう。免疫力を高めるためには、バランスの良い食事以外にも
清潔、適度な運動、睡眠・休息、保温・保湿、前向きな気持ち・笑顔も大事です。色々な工夫をしてこの危機を乗り切りましょう！

献
日

人

所

木

木

日届出分（敬称略）

30

のうごき

日〜 月

4

の

程

令和２年５月29日金

4
1

血

東経
北緯
面積
町木
町花

人口

きょうりゅう

さと

恐竜の郷

130 度 48 分
32 度 42 分
99.03 ㎞²
もっこく
ふじ

み ふね まち

御船町

Kumamoto

（令和２年４月末現在）
前月比

Mifune Town

男
8,093人（＋16人）
高齢化率 34.5％
女
8,806人（＋５人）
計
16,899人（＋21人）
※高齢化率は、65歳以上の人が
世帯数 7,162世帯（＋29世帯） 人口に占める割合です。

願

い

受

付

場

所

受

御船町役場１階ロビー

付

時

間

献血協力者には、
粗品をプレゼント
致します。

９時30分～12時00分
13時15分～16時00分

対象者：男性17 ～ 69歳、女性18 ～ 69歳で、体重が50㎏以上の方
ただし、65歳以上の方については、60～64歳の間に献血された方に限ります。
※献血カードをお持ちの方は、ご持参ください。
献血カードをお持ちでない方は、受付時に本人確認が必要ですので、免許証、保険証などをお持ちください。
日本赤十字社では、感染防止対策を講じて献血を実施します。

保健カレンダー

休日当番医

■乳幼児健診
健診名

日程

４か月児健診
７か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診

DATA

お

下記の日程で、400㎖献血・成分献血を実施しますので、ご協力ください。

月

住

高

高

益城町

木

益城町

町に届出のあった希望者のみを掲載

婚姻日

4
4

氏名 （旧姓）

松本聡一郎

・

・

4
30

（中野）香菜

むすばれ

原田 亘

（吉永）明日香

高

尾

代

木

滝

倉

秋

尾

代

辺田見

4
3

名 （年齢） 死亡日 住 所

歳） ・

歳） ・

4
8

87

氏

七郎（
88

竹林クニ子（

藤﨑

4
10

滝

田

4
13

85

歳） ・

87

歳） ・

高

4
14

浩（

歳） ・

87

おくやみ

内村ヒロ子（

北村

タキ子（

七

4
16

菅

69

歳） ・

4
17

木

豊

4
25

87

歳） ・

歳） ・

87

森田ふきこ（

齊藤トヨ子（

郎（

滝

4
25

田

4
27

沼野

歳） ・

歳） ・

89

日

口座振替日

・御船町指定金融機関
肥後銀行
・御船町収納代理金融機関
ＪＡかみましき
熊本第一信用金庫
熊本銀行
ゆうちょ銀行および郵便局（簡易郵便局）
（九州管内、ただし沖縄を除く）
※手数料はかかりません。
・御船町役場

☎２８２－１２２６
☎２８２－４７００

川端フジ子（

坂田ミツヨ（
96

＜免疫力アップする食事！３つのポイント＞

全期

納税場所̶納付は口座振替が便利です

※観光交流センターでは、休館中もお電話で
のご案内を行っております。
問商工観光課
観光交流センター

期

保健センターだより

新型コロナウイルス・生活習慣病から体を守るために！

5月分

イベント延期・
施設の休館情報
ＯＮＥ

6月

くらしの保健

I N FOR M A T ION

対象者

受付時間

3日水

R2.1 ～ R2.2月生

午前 10：00～

3日水

R1.10月生

午前 9：00～

R1.9月生

午後 1：00～

10日水

17日水 H30.8～H30.9月生

午後 1：00～

3日水

Ｈ29.1月生

午後 1：00～

24日水

Ｈ29.2月生

午後 1：00～

■教室・相談
教室名

日程

対象者

受付時間

身長・体重測定

16日火

乳幼児

午後1:30～2:30

随時

妊産婦・乳幼児

午前8：30～午後4：30

妊婦

午前9:30～午後3:00

どなたでも可

午前8：30～午後5:15

妊婦・育児相談

※電話予約
※電話予約

母子健康手帳交付

毎週月曜日

健康相談

随時

※電話予約

7日日
14日日
21日日
28日日

藤岡医院
科目：内・消・小

古閑整形外科胃腸科医院
科目：内・外・整

熊本回生会病院
科目：整

牟田内科医院
科目：内・消

☎282-0405
☎284-2010
☎237-1133
☎282-0216

※当番医療機関は予告なく変更になることがあります。
受診前には必ず電話または、郡医師会ホームページで
ご確認ください！
※受診する際は必ず保険証をお持ちください！

※フッ化物塗布、離乳食教室、10か月児教室は中止させていただきます。
※会場は、すべて保健センターとなります。

問 保健センター
（健康推進係） ☎282‒1602
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地域おこし協力隊が行く!!

vol.35

地

域おこし協力隊の佐藤（旧姓：嶋村）です。御船町の食を盛り
上げたいと思い、御船町の飲食店を中心に活動を始めました。
御船町観光協会のInstagramでは、ランチを食べ歩きリアルな情報を
お届けしたく開拓中です。ありがたいことにフォロワーが３ヶ月で
500人を突破し、沢山の方に御船町の情報をお届けしています。ただ
現在コロナの影響により飲食店さんが頭を悩ませております。私も何
か力になれないかなと思案中です。各飲食店さんはテイクアウトのお
弁当を始められています。町全体で御船町の飲食店を守っていきたい
ですね!! 今こそ御船町の団結力を発揮させるときです!! 何か良いア
イディアをお持ちの方がいらっしゃいましたら御船町観光協会担
当佐藤までご連絡ください!!（☎096－200－3965）

旬の野菜

主菜
主菜
レシピ

春色野菜と厚揚げのスープ煮

彩りとして脇役になることが多いグリンピースですが、今回のレシピ
では主役の食材の１つです。今が旬のグリンピースは、栄養素としては、
食物繊維が豊富に含まれています。スープや豆ご飯にすると、流れ出
した栄養分も逃さず一緒に取ることが出来ます。パンを添えて、朝食の
1品にもおすすめです。
栄養価（1人当たり）

材料（4人分）
1枚
3枚
100g
60g
40g
中1/2 個
大さじ 2
小さじ 3
3 カップ
適宜

厚揚げ
ベーコン
グリンピース
人参
とうもろこし
玉ねぎ
バター
顆粒コンソメ
水
こしょう

作り方

エネルギー

186kcal

タンパク質

7.2g

脂質

12.6g

炭水化物

10.7g

カルシウム

92mg

鉄

1.6mg

塩分

1.2g

①厚揚げ、人参は角切り、玉ねぎはみじ
ん切り、ベーコンは細切りにする。
②玉ねぎとベーコンをバターで炒め、玉
ねぎがしんなりしてきたら厚揚げ、グリ
ンピース、人参、とうもろこしを加え炒
める。
③水とコンソメを加えて煮る。
④こしょうで味を調える。

※レシピ提供は、町食生活改善推進員協議会「さわやか会」です。さわやか会は、住民の栄養と食生活を改善し、食育を推進することを
目標に活動しています。

編
集
後
記

▼今月号から広報担当になりました。ま

さか 自 分 が・・と不 安で 仕 方 ありません。

前任の（凌）さんから引き継ぎを受けなが

ら制 作にあたっているものの、その過 程

は締切、締切、また締切、の連続です。こ

の先もずっとこんな感じか・・・

さて、本 号 について、１に も ２に も 新

型コロナウイルス関連という内容になっ

てしまいました。イベントの中 止や延 期

が相次ぐ中、当然と言えば当然なのかと。

新型コロナ関連の記事が少なくなるまで、

しばらくは取材も自粛が必要なようです。

▼外 出 自 粛 が 続 く 中、
「お う ちで○○」が

流 行ってま す ね。その 影 響 か、あり が た

いことに広報クイズの解答やイラストの

投稿を多くいただきました。

本号には掲載できませんでした が、外

出自粛期間の過 ごし方、特集してみたい

No.629

ものです。よかったら広 報クイ ズのは が

き等でみなさんの「おうちで」を教えてく

みふね

ださいね。

私は、このページにある「旬の野菜レシ

ピ」を作ってみました。出来ばえ、感想は

奏

広報

割 愛。レ シ ピ 以 前 に 自 分 の 腕 に 問 題 が

あったようです・・。

○
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