４
2014

第701号

サプライズティーチャー
“くまモン” 登場

⻄⼩放課後⼦ども教室にサプライズティーチャーとしてくまモンが来て
くれました。くまモン先⽣は、球磨弁カルタを⾝振り⼿振りで読みを表現。
⼦供たちは、教室コーディネーターの⾼⽥先⽣のヒントがでるとカルタを
取りにいっせいに⾛りだしました。全員⼀緒にくまモン体操も踊り楽しい
放課後でした。
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病後児保育が始まります

◆一武放課後児童クラブ
問合せ 専用携帯
０８０ ２７８５ ０３４２

−

○病児・病後児保育利用料補助
４月から公立多良木病院病児・病後児保育ホッと館利用料金（延長・
昼食料金を除く）の半額を補助します。 限度額：日額２，０００円
利用方法 領収証、印鑑、振込先通帳をご持参のうえ住民福祉課で申
請ください。
問合せ 住民福祉課 ☎３８－１１１２

◆西小学校放課後子ども教室
低学年児童を保育するサービス
が一般化し錦町でも︑民間保育園︑ 実施場所 西小学校校内
問合せ 錦町教育振興課
小学校などで取り組みが行われて
☎３８ ４４５０
います︒

◆サン学童クラブ
☎３８ ２０３７
◆にしき幼稚園学童クラブ
☎３８ １５１５

（３）

◆木上放課後児童育成
各地域での学童保育
実施場所 木上コミュニティセンター
放課後子ども教室は︑子供たち
問合せ 専用携帯
が学習︑スポーツ︑地域との交流
０９０ ９６５９ １８３０
活動を行うことで子供たちの元気
を引き出し︑子育てを支援する目
的で文部科学省の事業を受け実施
され︑延長教育の一面をもってい
ます︒
木上︑一武小学校では保護者が
一部補助金を受け︑運営を行って
います︒
子供たちに適正な遊び場︑生活
の場を与えることを目的とし夏休
みなど長期休暇も実施され︑活動
の一環として地域イベントへの参
加も行われます︒
にしき幼稚園︑サン保育園にお
いても実施されており︑町内では︑
各地域での取り組みがされていま
す︒
実施方法や入会︑利用料金につ
いては︑各年度で決定される場合
があります︒詳細については︑各
実施団体にお問い合わせください︒

病後児保育は、治療の必要はないが、保育園・学校などの集団生活が
困難な、お子さまをお預かりする事業です。町では、４月から２つの取
り組みを行います。
○錦町病後児保育（体調に不安のある子供は対象外）
対象児童：生後６か月から小学校３年生まで
利 用 日：祝日を除く月曜から金曜まで
利用時間：午前８時から午後５時30分まで
定
員：３名（予約順）
料
金：１日１，０００円 給食費：３００円
保育場所：錦町大字一武原田川（旧中央保育所跡）
利用方法 ①事前に実施施設で初期登録
②利用する前日午後５時30分までに電話で予約
③かかりつけ医師に記載していただいた「診療情報提供書」
を提出ください。
問 合 せ 病後児保育おひさま（一般社団法人パステール）
☎３８－３９３６

−

行事などを行う。

−

宿題、スポーツや

−

見守るなかで遊び、

−

夏休みなど指導員が

−

子どもたちが放課後、

−

小学校児童（低学年）の放課後の保育をいう。

小学校の授業が終わり家に帰る
と誰かしら家族が家にいて︑地域
で遊ぶ子供たちを地域の大人たち
が見守る︒
核家族化︑共働きなど時代の流
れにより放課後の様子が変わって
きています︒錦町では︑このよう
な流れに対応するため︑子供たち
の安全な放課後︑両親の働きやす
い環境︑４月からは︑病後児保育
など︑子育ての支援を行っていま
す︒

がくどう - ほいく【学童保育】

▲車内は
ゆったりとした
空間

▼田園をバックに
おもてなし

一武駅では、錦町観光協会、錦
町グリーンツーリズム研究会のメ
ンバーが横断幕を準備、列車が到
着すると錦町のマスコット錦太郎
と福島保育園児が「ようこそ錦町
へ」と歓迎のあいさつを行いまし
た。また、駅、北側の道路でも園
児が手を振り、乗客も笑顔で手を
振りかえしていました。乗客の一
人は「田園風景をバックに子供た
ちが手を振り、元気に走っている
姿に感激しました」と話されまし
た。
今後の運行では、町内の各種団
体もおもてなしを計画されていま
す。

▲

車両の老朽化、安全性の確保
も急務であり、修理代がかさむ
ことも頭の痛い問題でした。
今回、田園シンフォニーの導
入にあたっては、通常ダイヤで
も運行します。高校生には贅沢
だとの声も聞かれました（笑）
多くの方がシンフォニーを体
験できる反面、観光客と一般の
乗客が同時に利用されることに
なります。このことから地域の
方のマナーも向上する必要があ
り、セレモニーで沿線の高校生
が行ってくれたマナー向上宣言
はこれにあたるものです。
全国のローカル線は、常に存
続の危機にありますが、廃止さ
れた地域の衰退は目に余るもの
があります。くま川鉄道は、旅
行業くま旅を生かすことにより
さらに観光の幅を広げていきま
す。今後、新車両としてさらに
２車両を導入します。コンセプ
トは夏と霧のイメージ、楽しみ
にお待ちください。

くま川鉄道
藤木孝一
代表取締役社長

▲錦町を PR

にぎわう一武駅

おもてなし観光列車田園シンフ
ォニーの運行が３月 日から開始
されました。初日には、１２５人
のファンが乗車し人吉温泉駅から
のの
湯前駅までの区間、駅の飾り付け、
湯湯湯湯
お出迎え、車内コンサートなどの
イベントを楽しみました。
田園シンフォニーは、九州新幹
線、ななつ星を手掛けた工業デザ
イナーの水戸岡鋭治さんが手がけ、
外観は、春秋冬をイメージしたベ
ージュ、赤、茶の三色カラー、車
内にはボックス席、ソファー席、
ツバキやストライプのデザインが
ちりばめられ木の香りが漂う空間
が演出されています。
昼間は日本一心豊かな観光列車
として運行され１か月前から予約
が可能。朝夕は日本一心豊かな通
学列車として運行します。
15

（４）

３月

日、サン保育園では
ー、獣医、サッカー選手のほ
をしたい」とお父さんが涙ぐ

か 、「 お 父 さ ん の よ う な 仕 事

は保護者が見守る中、卒園証
むような夢も話してくれまし

３月

日、町立錦中学校の

午前９時 分に式典が開始さ

６人が母校を巣立ちました。

卒業式が行われ、卒業生１１

11

れると吹奏楽部の演奏にあわ
せ、左胸にコサージュを付け
た卒業生が入場。卒業証書授
与では、担任の先生から名前
が呼ばれると、壇上にあがり
中里健一校長から証書を受け
取りました。
校長式辞では「皆さんは、
記録と記憶を錦中に残してく

立派な一年生になると思

「証書をもらう姿を見て

また、来賓の森本町長は

ださい」と言葉を送られ、

校まで頑張って歩いてく

託します。導いてくださった先生方には、

っと良くする力を持っています、錦中を

代表し東尚輝さんが「皆さんは錦中をも

ださい」と送辞が贈られると、卒業生を

伝統を受け継ぎます、力強く前進してく

れました。在校生から「私たちが誇りと

る人材になってください」と言葉を送ら

いました。仲良く小学校

感謝しきれません、これからも見守って

や級友との別れを惜しみました。

式典終了後は、それぞれの教室で担任

た。

生活を送ってください」

卒園児は、一人一人将

た。

ください」と感謝の言葉を述べられまし

た。

30

れました。地域、日本を救う、貢献でき

１１６人が卒業
６人が卒業

とお祝いを述べられまし

らしくなりました、小学

かりお兄さん、お姉さん

岡田豊美園長は「すっ

しました。

け取ると会場に向き直り披露

と元気に返事をし、証書を受

任の先生から名前を呼ばれる

は緊張した面持ちで入場、担

式が始まると、卒園児たち

書を受け取りました。

卒園式が行われ、 人の園児
14

来の夢を発表し、ダンサ

（５）

15

25

なお、同審議会は、錦

です。

（一村健一会長）は、町

町振興計画審議会条例に

錦町振興計画審議会

長からの諮問を受けてい

基づき、町内の様々な業

年度までの第

25 12

行っていただきました。

平成 年

月から審議を

日に答申しました。 種の 人の方で構成され、

た後期基本計画の原案を
２月

町長は、一村会長から

「審議の結果、基本計画

案がとりまとまりしたの

で答申します」と答申書

を手渡されると「多様化、

複雑化しているこの世の

中で、５年後の将来を読

むことは難しいが、

審議会からの答申

を受け、後期基本

計画を策定し、実

行していきます」
と話しました。

後期基本計画は、

平成 年度から平
成

５期錦町総合計画

の後期５年間を計

画期間とするもの

10

21

21

教育論文表彰式
26

18

２月 日、役場３階会議室において平
成 年度錦町教育論文表彰式が行われま
した。式には、論文を提出された各小中
学校の教諭 人が出席し町長より一人一
人に表彰状が手渡されました。町長から
「多種多様な実践に基づく内容、課題に
ついて研究することで学校の活性化につ
ながります。受賞おめでとうございま
す 」、 石 田 教 育 委 員 長 は 「 学 校 、 地 域 の
課題に熱意をもって取り組んでいただけ
ていることがわかる内容でした」と話さ
れました。受賞者を代表して、一武小学
校の尾方真理教諭は「表彰をうれしく思
います、さらに実践を積んでいきたいで
す」とお礼の言葉を述べられました。

30

２月 日、第 回錦町分館親善ゴル
フ大会が球磨カントリー倶楽部にて開
催され、 の分館、１２８人が参加、
笑顔でラウンドを楽しんでいらっしゃ
いました。
大会会場である球磨カントリー倶楽
部様から商品を協賛していただいてお
ります。また、参加者から集められた
チャリティ益金３万６９４０円が錦町
社会福祉協議会に寄付されました。
主な成績については次のとおりです。
（敬称略）
【分館対抗の部】
１位
分館
２位 ４分館
３位
分館
【個人の部】
１位 本田 克之 ２位 上野 文明
３位 川邊 琢磨
【レディースの部】
１位 福島 良子

プレイを楽しむ
参加者

23

23 24

20

25

（６）

錦町消防団、消防署東分署によるパレード
が、３月２日に行われ防火を呼びかけました。
これは、３月１日から７日までの「春の全
国火災予防運動」に合わせて行われたもので、
消防団積載車３台、消防署東分署の広報車、
交通指導車６台が３班に分かれ、半日をかけ
て西・一武・木上を巡回しました。全国統一
標 語 は「消 す ま で は 心 の 警 報 Ｏ Ｎ の ま ま」。
火を使ったら消えるまでその場を離れないよ
うに心がけましょう。
町内において、不審火が多く発生していま
す。家の周りに
燃えやすいもの
を置かないなど、
予防をお願いし
ます。

文化財を火災から守るための訓練が３月２

消防署から講習を受けました

日、西久保宇野の新宮寺で行われ、地域住民、
消防団、文化財保護委員ら１００人が参加し
ました。
地域住民で組織する自主防災組織は、バケ
ツリレーでの消火を行い、消防団は、水利と
なる河川からホースを３００ｍほど連結し放
水を行う訓練を行いました。
文化財防火訓練は、文化財防火デーの前後
にあわせ年１回、各地域の文化財を対象に行
われています。

２月

日、錦町商工会青年部（岩崎昭

長は「子供たちのために大事に使わせて

口博文園長と園児に益金を手渡され、園

にしき幼稚園を訪れた岩崎部長は、坂

６つの保育・幼稚園に寄付しました。

ャリティー競り市の売り上げ益金を町内

博部長）は、にしき植木市で開催したチ

26

いただきます」とお礼を述べられました。

（７）

新宮寺で防火訓練

経済対策﹁アベノミクス﹂によ
区町村の中で︑２．
０８人の第 位︑
り︑円高・デフレからの脱却が図
熊本県トップ︑全国平均１．３８人
られつつあり︑我が国の経済に明
を大幅に上回るものです︒このこ
るい兆しが見えてきました︒しか
とから︑国には努力した町村が評
し︑その効果は一部の大企業︑大
価される財政支援をお願いしてい
都市に留まっており︑過疎︑少子
きます︒
高齢化が進む我々にはその実感は
財政状況の改善に向けては常に
なく︑企業の縮小・リストラや商
留意し︑議員及び町民各位のご理
業農業の低迷からくる厳しい現実
解とご協力を得ながら︑健全財政
のみです︒地域経済が活力を取り
を維持しつつ住民福祉の向上に努
戻すには︑経済対策は︑道半ばで
力してまいります︒
あると思うところです︒
重点施策
政府は︑﹁地域の元気なくして日
◆農業の振興
本の元気なし﹂と述べていますが︑
経営安定と食料自給率の向上を
それを確実なものにするためには︑
図るため︑新たな水田政策による︑
地域の実情に応じた主体的な取り
米の直接支払交付金︑日本型直接
組みができる構図が必要で︑財政
支払制度︑経営所得安定対策や戦
基盤の強化︑安定的な自主財源の
略作物の取り組みや︑人・農地プ
確保が図られなければなりません︒
ラン作成により新規就農者の確保
平 成 ２ 年 か ら の 過 疎 債 の５ 年 間
や中心となる経営体への農地集積
の段階的廃止により厳しい財政運
の円滑化を推進します︒雇用と所
営を強いられてきましたが︑行財
得を確保し︑若者や子供も集落に
政改革の結果︑財政破綻イエロー
カードから逃れるまでになりました︒ 定 住 で き る 社 会 を 構 築 す る た め ︑
農産物の加工・販売の一体化や︑
厚生労働省が２月に公表した合
地域資源を活用した新たな産業の
計特殊出生率は︑全国１８８８ 市
13

創出を促進するなど︑フードバレ
ー構想を活用し６ 次産業化を進め
ます︒

◆畜産・野菜・果樹
畜舎消毒事業︑優良子牛の自家
保留牛助成事業︑家畜排せつ物の
適正な処理や有機質堆肥の農地還
元を図るなど︑環境保全型農業を
推進します︒土地条件を生かしな
がら生産拡大を推し進め︑栽培技
術の向上による安定的な所得の向
上を図るなど担い手農家の育成︑
後継者の育成を推進します︒

◆林業
林業生産力の強化・効率化︑担
い手の確保・育成の強化を推進す
る上で︑森林組合は大きな役割を
担っており︑森林経営計画による
路網の整備や業務の集約化を行い︑
地域や森林所有者の負託に応えう
る中核森林組合を目指します︒錦
町森林整備計画及び錦町特定間伐
等促進計画に沿って︑森林の機能
保全と適正管理のため︑森林環境

保全直接支援事業などの補助事業
を活用し︑間伐などを実施しなが
ら立木売払収入の確保に努めてま
いります︒

◆商工・観光

安定した事業経営ができるよう︑
町の産業振興資金の貸与︑国のセ
ーフテイーネット保証による認定
業務︑新たな起業者に対する支援
奨励金を交付します︒
インターネットを活用し販売す
る取り組みの拡充︑くまもと県南
フードバレー構想と歩調を合わせ
ながら︑町内の農産品や加工品を
促進し生産者の所得向上を目指し
ます︒また︑観光においては町の
魅力をインターネットなどで発信
し活性化を目指します︒錦町のＰ
Ｒも兼ねながら財源確保のため︑
ふるさと納税制度の利活用促進を
目指します︒

◆企業誘致

﹁人 吉 球 磨 企 業 誘 致 連 絡 協 議 会﹂
で情報を共有し︑積極的にＰＲを

（８）

行い企業の誘致活動を展開してま
いります︒新たな事業者と情報交
換を綿密に行いながら雇用促進に
結びつけていきます︒

◆福祉
消費税率引き上げ対策﹁臨時福
祉給付金﹂及び﹁子育て世帯臨時
特 例 給 付 金 ﹂の 給 付︑
﹁錦 町 子 ど も
・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 ﹂の 策 定 ︑
病児・病後児保育を実施します︒
中学校３ 年生までの医療費無料
化︑妊婦健康診査の無料化︑子宝
祝い金の支給及び子だくさん支援
事業などの町独自施策を継続実施
していきます︒

◆高齢者・介護
住み慣れた地域での生活実現の
ため︑地域包括支援センターを拠
点として介護予防事業を継続して
いきます︒地域においては︑地域
の縁がわ︑ふれあいいきいきサロ
ンへ介護予防指導員を配置し地域
の支え合い体制の充実を図ります︒
介護相談員の施設訪問により︑
利用者︑家族及び事業者の声を聞
き︑施設利用者のため︑サービス
の向上を図ります︒

◆健康づくり・ 保 健 活 動
糖尿病や高血圧などの生活習慣
病による国保医療費及び介護費用
が増加傾向にあります︒早期発
見・早期治療のため︑日帰りドッ

ク対象を 歳まで引き上げ︑特定
健診医療機関を か所追加︑特定
健診の個人負担を千円に引き下げ
受診率向上を図ります︒
健康づくり団体を支援し︑ウォ
ーキングなど軽度な運動や減塩運
動を推進し町民の健康づくりの意
識向上を図ります︒むし歯本数が︑
県内でワースト６ 位の状況である
ことから︑むし歯予防に効果があ
るフッ化物洗口を中学３ 年生まで
実施します︒

◆ごみ環境

◆教育の振興

収集されるごみの排出量は増加
傾向にあり︑ごみ処理経費の増大
につながっています︒リサイクル
の促進を図り︑分別徹底と生ごみ
処理対策︑マイバックの推進を図
ります︒
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校舎改修︑空調設備整備︑特別
支援教育支援員などの配置取り組
みに加え︑学力・能力向上のため︑
ハード・ソフト両面に一層力を注
ぎます︒
西小学校︑一武小学校︑錦中学
校の特別教室の空調設備工事︒小
・中学校の各教室に電子黒板と実
物投影機︑併せてタブレットＰＣ
を導入しＩＣＴ環境の整備︒また
指導主事を配置し︑教職員の指導
力向上を図り︑特別支援教育支援
員による学習補助以外にも放課後︑

長期休業期間の学習支援を行いま
す︒

◆社会教育
地域人権教育指導員を活用し︑
人権教育の充実と更なる啓発を図
ってまいります︒にしきセミナー
や活き活き大学などを充実し︑各
分野のリーダー育成と地域コミュ
ニティーづくりに取り組んでまい
ります︒

◆消防・防災体制

地震︑台風︑大雨︑大規模災害
に対して︑減災の観点から各地区
の自主防災組織内訓練の啓発︑避
難誘導の支援・安否確認の体制づ
くりを図り︑被災時の救援物資は︑
町内３ 地区の防災備蓄倉庫に備蓄
を進めます︒
消防団の役割は非常に重要であ
り︑施設や資機材の充実に努めます︒

◆社会資本の整備
上水道事業については︑一武地
区に続き︑西地区の施設更新事業
に着手し安全で安定した水の供給
に努めていきます︒
下水道への接続︑合併浄化槽設
置を進め︑環境の整備を図ります︒
公営住宅は︑長寿命化計画によ
り白坂団地の外壁塗装工事を実施
します︒
錦大橋歩道橋架設工事に着手し︑
自転車・歩行者の安全確保など︑

社会環境の改善に取り組みます︒
住宅リフォーム経費の一部を助
成することにより︑消費を促し︑
経済活性化︑居住環境の向上を図
ります︒

◆行財政改革

あらゆる面で経費の削減や収入
の確保に努め︑財政指標は改善さ
れました︒しかし︑国の方針次第
では大きな変化が訪れる可能性が
あります︒変化に対応するために︑
改革の歩みを止めず︑新たな行財
政改革大綱に基づき改革に努めま
す︒
住民サービスの向上と効率・効
果的な事業運営︑町民の目線に立
つ質の高いサービスの提供に取り
組んでいきます︒

公約しました事柄の遂行に向か
って︑職責の重さを認識し︑町づ
くりの理念として掲げております
﹁人の和を大切にし︑老いても安
心して暮らせる町︒若人に夢と希
望 が も て る 町︒﹂の 実 現 の た め ︑職
員とともに︑常に前向きに全力を
奉げていく決意です︒
錦町長 森本完一

広報紙用として編集しています︒
原文は錦町ホームページをご覧下
さい︒

（９）

69

その他
165,748
（3.4％）

町債
378,124
（7.7％）

26

町税
957,884
（19.5％）

繰入金
167,001
（3.4％）
繰越金
30,000
（0.6％）

源
財

国庫支出金
802,677
（16.4％）

自主
依存 財源

県支出金
409,265
（8.4％）

一般会計

その他の
自主財源
205,295
（4.2％）

歳入

4,900,722千円

地方譲与税
66,348
（1.3％）

地方交付税
1,718,380
（35.1％）
その他
10,015
（0.2％）

（単位：千円）

議会費
92,956
（1.9％）

土木費
750,581
（15.3％）

長

の

声

4,900,722千円

民生費
1,589,580
（32.4％）

43
衛生費
439,671
（9.0％）
労働費
29
（0.0％）

町民一人当たりが納める

歳出

税金は約８万４千円です︒

総務費
585,160
（12.0％）

町民一人当たりに使われる

公債費
491,771
（10.0％）

一般会計

農林水産業費
245,308
（5.0％）

72

10

消防費
185,853
（3.8％）

商工費
39,718
（0.8％）

26

49

予算は総額約 万円です︒

教育費
470,080
（9.6％）

町

平平平平平平平平平平平成
成成 年度当初予算決まる
るるるるるるるるるるるるる
平

（単位：千円）

平成 年度一般会計及び各特別会計予算が︑３月 日
から開かれた第一回定例議会で決まりました︒
一般会計の予算額は︑歳入歳出 億 万円︑前年度当
初予算に比べ︑６億８０90万円多くなりました︒
主な増加要因は︑錦大橋歩道橋架設工事︵４億１２００
万円︶︑各小学校及び中学校へのＩＣＴ環境整備事業︵１
億９８６万円︶となります︒
詳しい当初予算内容については︑広報５月号以降で説
明します︒

平成２６年度一般会計予算

２月末現在の人口11,400人

錦町の勝訴が確定

園田耕輔前町長が最高裁判所に上告した、町が園田氏に損害賠償を求めた訴訟で、平成26年2
月25日、最高裁判所第三小法廷、岡田喜代子裁判長ほか4名の裁判官は、全員一致で、「１、上
告を棄却 ２、上告審として受理しない ３、上告費用および申し立て費用は上告人兼申立人ら
の負担とする」判決を言い渡しました。これで9年半にわたる長く重苦しかった係争が終結する
ことになります。
この裁判は、町発注工事の入札で町内2業者を指名しなかったのは、「町長選挙で自分を支持
しなかったことへの意趣返し」として一審熊本地方裁判所及び二審福岡高等裁判所は、園田氏の
故意を認め、町に対し損害全額の支払いを命じていたものですが、園田氏はこれを不服として最
高裁判所に上告したものです。
判決により、速やかに町が被った損害金（53,134,854円利息含まない）支払いを履行してもら
います。
錦町長 森本 完一
（10）

３月９日、錦町ボランティア連
性化、向上につなげることを目的

を数え、福祉教育、災害など地域

同フェスティバルは今回で７回

ティアへの理解を深めました。

３００人を超える来場者がボラン

錦勤労者体育センターで開催され

ボランティアフェスティバル」が

発症したが病気とうまく付き合う

一さんが講演され、「１型糖尿病を

ク２０１３年度日本代表、大村詠

トの表彰、続いて競技エアロビッ

め、福祉功労者、テーマ、イラス

ん、岡村里咲さんが総合司会を務

球磨商業高校２年の中川実希さ

ありがとうございます。

を行っていただいております。

を音声録音、ひよこ会は、点訳

木綿葉の会では、広報にしき

としています。

社会における多様なボランティア

ことで、やってできないことはな

絡協議会主催「第７回にしきまち

活動の重要性が注目される中、活

い、ともに生きている」と話され
ました。
ボランティアスクール、ワーク
キャンプに参加した各小・中学校、
高校生が、目が見えない疑似体験、

き地域の方と交流ができたと発表

家に寄ってください」と手紙が届

た、花が咲くころには、いつでも

方から「元気をもらうことができ

西小学校は、花の宅配便を届けた

きたと活動発表を行い、代表校の

わかりやすく紹介され来場者は、

ティア団体ごとに活動の内容が

クキャンプの活動報告やボラン

のボランティアスクール、ワー

会場内のパネルには、各学校

い「花は咲く」を歌われました。

を込めて会場と一緒に手話を使

介護の難しさなどを学ぶことがで

がありました。

ボランティアの多様さに驚かれ
ていました。
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手話サークル道とクレヨンの森
の皆さんは、震災を忘れない思い

たくさんの品が並ぶバザー

動発表を行うことにより一層の活

西小が協力校発表を行いました

住宅リフォーム経費を補助します
地域経済の活性化と居住環境の向上を図るため、個人住宅のリフォームを行う場合、経費の一部を
補助しています。役場地域整備課へ申請ください。
○対象要件
・町内に住民登録している ・世帯が町税、使用料など滞納していない
・町内に所有し、自らが居住している住宅（貸家は対象外）
○補助の対象となるリフォーム
・町内の業者（個人の事業主も可）が施行する事業費20万円以上のリフォーム
○補助額 工事費の2割（上限は20万円）
○対象となる工事の例
浴室、台所、洗面室及びトイレの改修、給排水衛生設備、給湯設備、オール電化
※解体工事、車庫や物置の工事は対象外です。
○町水道、下水道の区域にあっては、町水道、下水道に接続することが必要です。
※詳しくは、地域整備課管理係までお問い合わせください。
（３８－４４１８）

錦町の公共料金が改定されます
水道料金
４月１日より、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対
料金
処するための施策に要する経費に充てるため、消費税率が８％へ引き上 口径（㎜） 水量
10㎥まで
918円
13
げられます。 これに伴い、町が徴収しております下記の使用料も改正
されます。改定後の料金については、錦町ホームページまたは担当課へ
2,970円
20
お問い合わせください。
3,186円
30
改正される料金
40
30㎥まで 3,402円
水道・下水道・山林使用・行政財産・青年会館・総合グラウンド・勤労
3,618円
50
者体育センター・農業就業改善センター・農村婦人の家・武道館・コミ
5,454円
75
ュニティセンター・弓道場・介護予防拠点施設・保健センター・町有山
7,290円
100
林使用・錦町インターネット
97円
超過料金１㎥増

錦町の光インターネットをはじめませんか？
町のお知らせをお届けしているあいねっと放送は、通信速度が“はやい”光ケーブルを使っています。
すでに「告知端末」が設置されているご家庭は、工事なしで光インターネットのご
利用が可能です。光回線は速度が“はやい”に加え、基地局から離れているご家庭
でも速度の低下がありませんので、快適にインターネットがお楽しみいただけます。
ADSL回線

告知端末

光回線

……

はやい

速度低下

速度一定
※ 回線能力は理論値です。

○初期設定手数料１０,８００円 ○月額利用料金４,６４４円 ※（プロバイダー料＋回線利用料）
※告知端末が未設置の場合はご相談ください。（減免申請制度があります）
[お申込み] 利用料金の口座振替手続きのため、通帳印をご持参下さい。
お問い合わせ先 企画観光課 ☎３８－４４１９
（12）

町営住宅入居者募集について
【募集期間】
住宅名
間取り
家 賃

４月９日（水）
～４月１８日
（金）
白坂団地（８戸）
3DK
14,600円～23,000円程度

【入居日】６月

野間団地（３戸）
3LDK
20,000円～29,800円程度

【入居資格等について】
格等について】
・原則、同居する親族がいること・世帯全員の収入が基準内であること・住宅に困窮していること
・町税などの滞納がないこと・入居者が暴力団員でないこと
【申込み方法】
下記の書類を地域整備課に提出ください。
・町営住宅入居申込書 ・所得証明書（平成25年度）又は、平成24年分の源泉徴収票
・納税証明書（平成22・23・24年度分）又は、3年間滞納がないことの証明書
・住民票謄本 ※入居決定後、連帯保証人2人の連署する請書等を提出していただきます。
問合せ 地域整備課 管理係 ☎38－4418

狂犬病予防接種は義務です
狂犬病は、発病するとほぼ100%死に至る恐ろしい人畜感染病です。法律で全て
の飼い犬は、生涯１回の登録と年１回の予防接種が義務付けられています。違反
した場合、20万円以下の罰金に処せられます。毎年必ず予防注射を受けましょう。
町が行う予防注射の詳細な日時について登録済みの方へは通知文を郵送してい
ます。未登録の方は、別途お問い合わせください。
≪実施日≫
動物病院でも接種することができます。
木上地区：4月15日(火)、5月13日(火) 午前中
登録後、死亡、飼い主、住所、犬の所在などの
一武地区：4月16日(水)、5月14日(水) 午前中
変更は届出が必要となります。
西 地 区：4月17日(木)、5月15日(木) 午前中
≪料金≫
問合せ 住民福祉課 環境係 ☎38－1112
○犬登録手数料 3,000円（新規登録のみ）
○予防注射料
3,070円

ル情報
ブ
ラ
ト
者
消費
！
！ こんな勧誘されてませんか？ ！
！
○
「絶対損はしません。」
「あなただけ」「今回限定」「震災復興」「オリンピックにむけて」
興味を引くような巧みな言葉で勧誘
○
「口座番号を教えてください。」「損した分を取り戻しますから、
手数料を振り込んでください。」
口座番号を聞き出したり、ATM に行くよう指示し、金額入力の
ところで「あなたの番号は“９９８７８９”です。」と言って
９９８，７８９円を振り込ませる手口もあります。

☆☆アドバイス☆☆
ATM に行かせたり、すぐ振り込むよう言われたり、口座番号を聞き出すのは、詐欺の
手口の一つです。
「役場○○課から」と口座番号を聞き出す電話が発生しています。十分
に注意しましょう！

電話勧誘・振り込め詐欺に注意しましょう！
【お問い合わせ先】 住民福祉課
（13）

町民相談室

☎３８－１１１２

団員抽選 ６月５日︵木︶
事前学習会 ７月 日
︵土︶
研修実施日 ８月５日
︵火︶
〜
８月９日
︵土︶︵４泊５日︶
場所 台湾︵台北︑高雄︶
事後学習会 ８月 日
︵土︶
●高校生リーダー募集
く ま モ ン 青 少 年 大 使 の 小・
中学生をサポートしてくれる
高校生を募集しています︒
募集期間 ４月 日︵月︶
〜５
月 日︵月︶
選考面接 ５月 日︵土︶
第１回研修会 ６月 日︵土︶
時間 午前９時〜午後４時
募集期間 ４月 日︵月︶〜５
月２日︵金︶
受講料 ２万円
実
※地試験対策のみを受講は
５千円︵テキスト代別︶
問合せ 職業訓練法人 人吉
球磨能力開発センター
☎２２ ２４７５

歯科
歳以上 歳未満
薬剤
歳以上 歳未満
受付締切 ４月 日︵土︶
試験期日 ５月 ・ 日
問合せ 自衛隊熊本地方協力
本部 人吉地域事務所
☎２２ ４７０４

12

⼿話奉仕員養成講座

聴覚障害者の社会参加を支
援するため講座が開催されま
す︒
場所 人吉カルチャーパレス
期間 ４月 日から７月 日
の毎週水曜
詳細は︑錦町役場住民福祉課
までお問い合わせください︒
☎３８ １１１２

ミツバチに対する農薬
危害防⽌について

カンキツ類の開花期防除で
は︑ミツバチに危害が生じな
いよう︑近くの養蜂家と事前
に情報交換を行い︑散布時に
ミツバチや巣箱に農薬がかか
らないよう十分注意しましょ
う︒
問合せ 熊本県農業技術課
☎０ ９ ６ ３ ３ ３ ２ ３ ８ １
又は球磨地域振興局までお尋
ねください︒

〜東⽇本⼤震災復興⽀援企画〜

﹁琥珀勾⽟づくり﹂

−

30

−

⼟地及び家屋価格等
帳簿の縦覧について

22

−

12

30

−

10

30

−

21

11 26 28 30

⾼齢者のための
無料職業紹介

30

中学生の皆さん︒自分の体
験・夢・希望を発表してみま
せんか︒９月 日︵土︶
に熊本
県庁で開催される大会におい
て最優秀賞受賞者は代表とし
て︑九州ブロック代表２人に
選出されると全国大会へ出場
す る こ と が で き︑
﹁ミ ク ロ ネ
シア諸島自然体験交流﹂に参

29

20 20

高齢者の生きがいを高め︑
健康で明るい生活を過ごして
いただくために熊本さわやか
長寿財団では︑職業相談・紹
介を行っています︒
相談日 毎週 月・水・金
時間 午前 時〜午後４時
場所 人吉保健所総務福祉課
問合せ 熊本県高齢者無料職
業紹介所 ☎２２ ２６２５

東日本大震災復興支援企画
として﹁琥珀勾玉づくり﹂を
開催します︒昨年︑
ＮＨＫ﹁あ
まちゃん﹂でも取り上げられ
て い た 琥 珀 で つ く る 勾 玉 は︑
毎回大変好評いただいています︒
開催日 ４月 日︵土︶
午前 時〜午後０時 分
会場 県立装飾古墳館 山鹿
市鹿央町岩原３０８５
材料費 ８７０円
申し込み ４月１日から
募集人数 先着１００名
問合せ 県立装飾古墳館
☎０９６８︵３６︶２１５１

12

25 28

加することができます︒
第２回研修会 ７月 日︵金︶
土地または家屋の納税義務
詳しくは︑県のホームページ 事前学習会 ７月 日
︵土︶
者の方は︑土地価格等縦覧帳
をご覧ください︒
本研修 ８月５日︵火︶〜８月 簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦
問い合わせ
９日︵土︶︵４泊５日︶
覧することができます︒
熊本県くらしの安全推進課
事後学習会 ８月 日
︵土︶
期間 ４月１日〜５月 日
グローバルジュニアドリーム ︵土︑日︑祝日を除く︶
☎０９６ ３３３ ２２９４
事業について詳しくは︑県の 時間 午前８時 分〜午後５
グローバルジュニア
ホームページをご覧ください︒ 時まで
ドリーム事業
縦覧場所 錦町役場税務課
﹁２級⼟⽊施⼯管理技⼠﹂
〜くまモン青少年大使派遣〜
持参品 印鑑・身分証明書
試験対策講座 受講⽣募集
●団員募集
法人︑代理人の場合は委任状
小学５・６年︑中学生の皆
月実施の土木施工管理技 が必要です︒
さん！くまモン青少年大使と 士試験を予定している方への︑ 問合せ 錦町税務課
して今年の夏︑台湾で︑高雄 試験対策講座を実施します︒
☎３８ １１１４
市の子どもたちとの交流して
試験の申し込みについても
幹部⾃衛官採⽤試験
くれる団員を募集しています︒ ご相談下さい︒
募集期間 ４月 日︵月︶〜５ 訓練期間 ７月〜 月の土曜 受験資格
月 日
︵木︶
日
日間
一般・技術
歳以上 歳未満
31

14

お
知
ら
せ
−

26

10

12

10

10

23

10

27

12

30

21

24

募
集

﹁少年の主張﹂県⼤会
作品募集

情報の広場
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−

−

−

31

−
−

15

⾃動⾞税の納付について

26

熊本県では︑自動車税の納
税通知書を５月初めにお送り
しています︒６月２日︵月︶ま
でに︑お近くの金融機関やコ
ンビニエンスストア︑熊本県
の各広域本部︑各地域振興局︑
自動車税事務所で納めていた
だきますようお願いします︒

13

31

⾃動⾞税の加算について

環境への配慮から︑排気ガ
スや燃料性能が優れた環境負
荷の小さい自動車︵新車︶は︑
登録の翌年度の自動車税が軽
減されます︒ただし︑一定年
数を経過した環境負荷の大き
い自動車は加算されます︒
平
※成 年度に自動車税が加
算される自動車
・ガソリン・ＬＰＧ車 平成
年３月 日以前に新車新
規登録された自動車
・デ ィ ー ゼ ル 車 平 成 年３
月 日以前に新規登録され
た自動車
問合せ 熊本県県南広域本部
収税課
☎０９６５ ３３ ２１８４

情報の広場

奨学金申込みについて
錦町は、将来有能な人材を育てる目的で、経済的理由により就学困難な学生に対して奨学金の受付を
行います。
○月額貸与金額 高校：２万円 大学・短大：５万円 高校専門：４万円 各種学校：４万円
○返還期間 貸与年数の３倍以内の期間
○資格 ３年以上錦町にお住いの方の子弟
申し込み締切り
４月２５日
☆返還金免除制度
錦町の奨学金をご利用になられた方が、学校を卒業後、錦町に定住された場合に
は返還金が２分の１免除になります。
手続きの方法などお気軽にお問い合わせください。
教育振興課 学校教育係
☎３８−４４５０

くま川鉄道

人吉温泉
190
100
220
110
250
130
330
170
370
190
370
190
420
210
520
260
520
260
570
290
630
320
690
350
690
350

有料広告

相良藩
願成時
190
100
220
110
290
150
330
170
370
190
420
210
470
240
470
240
520
260
570
290
630
320
690
350

川村
190
100
220
110
250
130
290
150
330
170
370
190
420
210
470
240
520
260
520
260
570
290

駅間普通旅客運賃表

４月１日から消費税率が引き上げられることに伴い、新運賃での営業を実施することに
なりましたのでよろしくお願いいたします。
肥後西村
220
110
250
130
290
150
330
170
370
190
370
190
420
210
470
240
520
260
520
260

一武
190
100
220
110
250
130
290
150
330
170
330
170
370
190
420
210
470
240

木上
190
100
220
110
250
130
290
150
290
150
330
170
370
190
420
210

◆お問合せ先◆
くま川鉄道株式会社
TEL0966 ‐ 23 ‐ 5011（平日 9:00 ～ 17:30）
ホームページ http://www.kumagawa-rail.com
フェイスブック https://www.facebook.com/Kumatetu5011

おかどめ
幸福
190 あさぎり
100
220
190
東免田
上段：大人運賃
110
100
250
220
190 公立病院前
下段：小児運賃
130
110
100
250
190
220
190
多良木
130
100
100
110
250
220
220
190 東多良木
290
130
110
110
100
150
190
220
220
250
290
330
新鶴羽
100
110
110
130
150
170
190
370
220
220
250
290
330
100
190
110
110
130
150
170

会 員 募 集
●概ね60歳以上の健康な方

剪定作業・除草作業・農作業全般・清掃作業等
あなたの経験を活かしませんか？
※下記までお電話ください。

錦町シルバー人材センター
錦町一武1587 番地
（15）

TEL ３８－４３５１

湯前

「広報にしき」に
広告を載せませんか？
広報紙などに掲載する有料広告を
募集しています。ご希望の方は掲載
希望月の前月１０日までに企画観光
課に申込書を提出してください。
詳しくは錦町ホームページをご覧
ください。

錦町子育て支援センターからのお知らせ
４月、新年度の始まりです。
錦町子育て支援センターは、子育て中や妊娠中のみなさんの集いの場として錦町保健センターに開設
しています。今年度も新しい出会いを楽しみにたくさんの方に来て頂けるよう楽しい支援センターにし
ていけたらと思います。また、親子のふれあいや子ども同士、保護者同士の交流ができるよういろいろ
な企画を行いますので、どうぞ、気軽に遊びに来てください。みなさんのお越しをお待ちしています。

錦町子育て支援センタ―事業案内

☎ ⑤ ３８-２０４８

子育て広場

子育てサークル

子育て相談

開設日：月曜日～金曜日
時 間：10時～17時
＊健診他行事など都合でお休み
や午前中の時もあります。

・毎週木曜日
・10時～正午まで
＊木曜日が祭日の時は他の
曜日に活動します。

☎⑤38－2048
・電話相談
・面接相談（秘密厳守）

４月の子育て広場情報
月

火

水

１
２
広 場
広
８
９
７
赤ちゃん広場 広 場
広
14
15
16
広 場 広場（午前） 広
21
22
23
赤ちゃん広場 広場（午前） 広
29
30
28
お休み
祝 日
広

場
場
場
場
場

木
金
３
４
サークル 広場（午後）
11
10
サークル
広 場
18
17
サークル お休み
25
24
サークル
広 場
5/1
２
サークル
広 場

４月の子育てサークル
（毎週木曜日・10時～正午まで）
開催日
内
容
３日（木）
10日（木）
17日（木）
24日（木）
5/1日（木）

・はじめまして
・親子エアロビクス
・お誕生会・貸し出し絵本
・身体測定
・親子遊び

・活動内容は変更することがあります。
・各自着替え、帽子、お茶を持参下さい。

赤ちゃん広場
（第1.3月曜日・10時～11時30分）

子育て広場は
保健センターのプレイルームで親子遊びが楽し
めます。好きな時間に来て好きな時間に帰るこ
とができます。子育て広場情報を見ておでかけ
ください。

こんにちは赤ちゃん訪問
生後２ヶ月の赤ちゃんがいる家庭の全戸訪問を
行い、子育ての応援をしています。保健センタ
ーの職員が赤ちゃんに会いに伺います。育児に
ついての質問等、気軽にお尋ねください。

７日（月）

21日（月）

赤ちゃん広場が始まり
ました。
親子のふれあい遊びや絵本の読み聞かせの
の読み聞
み聞か
かせの
後、赤ちゃんを持つ保護者同士の情報交換
をおこないます。赤ちゃんと一緒におでか
けください。

3月13日（木）親子エアロビクス

チャイルドシートの貸し出しについて
錦町では、町内にお住いの家庭に子どもを連れ
ての里帰り等で自動車を利用される際に、無料
でチャイルドシート貸し出しを行っています。
貸し出す期間は２週間以内です。台数に限りが
ありますので、電話（38-1112）で確認のうえ、
住民福祉課窓口に申込みください。申込みには
印鑑を持参ください。

山室まり先生ありがとうございました。
４月から田崎ひとみ先生になります。
（16）

免除申請の対象期間が拡大されます
国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保
険料の免除を申請することができます。平成２６年４月からは、申請時点の２年１カ月前の月分ま
で申請ができるようになりました。
◆ご注意ください◆
○申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります。
○申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校及び各種学校（修業年限1年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が
一定額以下であることが条件です。
承認期間は4月から翌年3月までです。なお承認を受けた次の年度も在学予定である場合、4月初
めに再申請の用紙が送られてきますので、引続き特例制度をご希望の場合は、必要事項を記入の上
ご返送ください。

出張年金相談予約制のご案内【平成26年４月開催予定】
毎週月曜日

第2・4水曜日

第1・3・5水曜日

毎週金曜日

人吉市役所

錦町総合福祉センター

多良木町役場

人吉市役所

7日･14日･21日･28日

９日･23日

2日･16日･30日

4日･11日･18日･25日

【相談時間】
月・水曜日⇒9：00～17：00

金曜日⇒9：40～16：20

※12：00～13：00の時間帯は除く

ご予約の方法
◎八代年金事務所出張相談予約担当
電話：0965－35－6123
受付時間：
（平日）
午前９時～午後５時
（第２土曜日）
午前９時半～午後４時

※ご予約の際は、ご相談者様と配偶者の方の基礎年金番号がわかるものをご準備のうえ

開催日の３日前までにお電話下さい。
出張年金相談は八代年金事務所が熊本県社会保険労務士会へ業務委託をして行うものです

お忘れはありませんか？

４月は新生活が始まり︑
慌ただしい時期です︒年金
や健康保険は左記の場合︑
届出が必要となります︒

○住所を変更したとき
︵転入・転出・転居︶
○職場の健康保険をやめた
とき ････
離職票等が必要
です
○職場の健康保険に加入し
たとき ････
新しい保険証
が必要です
○その他︑氏名などが変わ
ったとき

保険料
︵税︶の納付は︑届
出した日からではありませ
ん︒
届出が遅れると保険料
︵税︶をさかのぼって納める
ことや保険料︵税︶が二重払
いになることがあります︒
詳しくは︑錦町役場 健
康保険課まで
☎ ３８ １―１１３
（17）

人吉球磨地域レジ袋削減推進協議

２種類の幟旗を贈呈したあと︑市

﹁レジ袋有料店はエコ優良店﹂の

のぼり

会︵人吉球磨の市町村長・人吉球磨

町村や人吉球磨広域行政組合︑人

2355
1960 1975

151.4
135.31

140

広域行政組合代表理事で構成︶は︑

単位：㎏

2500

2000

159.77 156.5

吉保健所の職員︑人吉球磨のゆる

キャラが参加し︑チラシの手渡し

プラスチック製容器包装収集量推移

184.1

160

レジ袋有料化とマイバッグ持参運動

を推進しています︒

20

や店内放送を利用するなど︑買い

物客にマイバッグの利用を呼び掛

︑ 日に︑

レジ袋有料化協力店のゆめマート多

けました︒

同協議会では︑２月

良木店・人吉店でマイバッグキャン

レジ袋が削減され︑ごみ減量と地

マイバッグを持参することで︑

キャンペーンでは︑ゆめマート㈱

峡温暖化防止に効果があります︒

ペーンを行いました︒

からの寄付金で製作された﹁マイバ

178.16

レジ袋は︑人吉球磨地域で１年間

180

単位：トン

ッグ地球に対するおもてなし﹂と

200

※資源ごみを除く

に約２︐
３００万枚
︵重さ約２３０

トン︶が使用されており︑また︑

そのレジ袋を人吉球磨クリーンプ

ラザで焼却するために使われる経

費 は ︑ 約 １ ︐１５ ０ 万 円 と い う 多

額の費用が費やされています︒お

買い物の際は︑マイバッグを持参

しましょう！

人吉球磨クリーンプラザごみ搬入量推移

18

1935
1775

1680

1500

120
100

12月

１月

平成24年度

２月

平成25年度

2000

12月

平成24年度

１月

２月

平成25年度

平成25年度のごみ搬入量は前年度と比べて増加しています。
ごみ減量化のため、プラスチック製容器包装・紙製容器包装の分別徹底と生ごみの水切り徹底にご協力を
お願いします。
※ ごみ搬入量は可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、有害ごみの搬入量の集計です。
※ 生ごみ処理機、生ごみ処理容器（コンポスト）の購入には補助金が出ます。
※ 分別・収集について分からない事がある場合は住民福祉課環境係38-1112へお問い合わせください。

マイバッグ 地球に対する おもてなし
マイバッグを持参することで、
レジ袋を削減し、
ごみの減量化と地球温暖化防止
につながります。
お買い物にはマイバッグを持参しましょう！
熊本県ごみゼロシンボルマスコット
「ゼロッピー」

人吉球磨地域レジ袋削減推進会
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錦町地域包括支援センターだ より
錦町地域包括支援センターだより
春光うららかな季節をむかえました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
新年度がスタートし地域包括支援センターは、今年度も皆さんが住み慣れた地域で、
安心して暮らせるような地域づくりに取り組んでいきます。今月は地域包括支援セ
ンターの役割についてご紹介します。

悩み

疑問

相談事

一人で抱えこんでいませんか？
こんな時お役にたちます！

地域包括支援センター
介護や健康のこと

権利を守ること

●介護予防について知りたい
●要介護認定の申請を頼みたい
●身体の機能に不安がある
●今の健康を維持したい

●悪質な訪問販売の被害にあった
●財産管理に自信がなくなったと
きは？
●虐待にあっている人がいる
●虐待をしてしまう

様々な相談事

暮らしやすい地域のために

●一人暮らしの高齢者が心配

●ケアマネージャーってどんな

●食事の準備ができない
●サービス事業者に不満があるが
直接言いづらい

仕事をしているのですか？
●高齢者が暮らしやすい地域づく
りのための体制づくり

介護に関すること、 福祉や医療、 健康のことなど一人で悩まず何でもご相談ください。

錦町地域包括支援センター ☎３ ８ － １ １ １ ３
♥お 願 い ♥

★ おしらせ ★

ご家庭で使われなくなったシャワーチ

太極拳教室を毎週月曜日10：00～、保

ェア、浴槽台などの入浴補助用具はあ
りませんか？もしありましたら、包括

健センターで行っています。たくさん
のご参加をお待ちしています。※今年

支援センターまでご連絡いただくと助
かります。

度から土曜日の教室はなくなり、先生
も第２月曜日に来ていただきます。
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“じんぞう” の働きを知っていますか

腎臓は血液をろ過し
リスロポエチン）の刺激を受けてつ

細胞が、腎臓から出るホルモン（エ

血液（赤血球）は骨髄の中にある

また、腎臓は血圧を維持するホルモ

調整しています。

ントロールすることによって血圧を

腎臓は、塩分と水分の排出量をコ

☆血圧を調節する！

て、老廃物や塩分を尿
くられます。腎臓の働きが悪くなる

ンを分泌し、血圧が低いときに血圧

ネフロン

☆血液をつくる司令官！

として追い出し、必要
とホルモンが出てこなくなってしま

☆老廃物を体から
追い出す！

なものを体内に留める

を上げます。

☆体液量・イオンバランスを
調節する！

うため、血液が十分につくられず貧

腎静脈

腎臓は体内の体液量やイオンバラ
ンスを調節したり、体に必要なミネ
ラルを体内に取り込む役割も担って
います。腎臓が悪くなると体液量の
調節がうまくいかないため、体がむ
くんでしまいます。また、イオンバ
ランスがくずれると、疲れやめまい
ネフロンの働き

“必要なもの”をこし出す

再び血液に運ばれる

3. “不必要なもの”は尿として出される

若返りセミナー受講募集

血糖値が高いと、老化がすすむ・
けがや病気が治りにくくなる・認知
症にかかりやすいなどの影響が出ま
す。
いつまでもすこやかで若々しさを
保つために食事を見直してみません
か？
対象者
～ 歳
血糖値でお悩みの方
参加費 無料
場 所 保健センター
時 間 午前９時 分から
午後１時 分まで
持参品 最近の健診結果・筆記用
具・エプロン・三角巾
定 員 先着 名
お申込み 錦町保健センター
☎３８ ー２０４８

30 30

働きをしています。腎

尿（膀胱へ）

血になります。

集合管
尿の流れ

74

わかれば選べる”私の食”
お口の健康で血管が若返る♪
(土)
・調理実習

など、体にさまざまな不調が現れま

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝｴｰﾜﾝｼｰ

血液（入）

臓の働きが悪くなると

2. 必要なものは吸収され

尿細管

す。

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝｴｰﾜﾝｼｰ

☆強い骨をつくる！
骨の発育には複数の臓器が関わっ
ています。その中でも腎臓は、カル
シウムを体内に吸収させるのに必要
な活性型ビタミンＤをつくっていま
す。腎臓の働きが悪くなると活性型
ビタミンＤが低下し、カルシウムが

由加

由 加

鶴 嶋

保健師

吸収されなくなって骨が弱くなるな
鶴嶋

３

どの症状が出てきます。
保健師

効果測定（体重・HbA1c など）
地域の習慣が私の高血糖の原因？
(土)
・調理実習

6/21

1. “不必要なもの”と

糸球体

20

5/24

２

“不必要なもの”がこし出されて
きれいになった血液
“不必要なもの”と
“必要なもの”が混ざった血液

遠位曲
尿細管

糸球体

ネフロンとは、
「血液を濾過し
て老廃物などを体の外に追い
出す」働きをする腎臓の基本
単位で、糸球体と尿細管で構
成されています。
このネフロンがひとつの腎臓
に約100万個ずつあり、流れ
こんだ血液を濾過し尿をつく
っています。

尿が出なくなり、老廃

尿道

ボーマン嚢 近位曲尿細管
尿（膀胱へ）

膀胱

容

内

回 期日

血液（出）

ネフロン

物や毒素が体に蓄積し

腎動脈

こんなにある
腎臓の働き

〜 “あなたの体を正常な状態に保つ” 大切な臓器です 〜
尿毒症になります。

腎臓

30

効果測定（体重・HbA1c など）
私の
“高血糖の原因”は？
(土)
・調理実習

4/26

１

尿管

尿管

（ 協和発酵キリン株式会社
知ろう防ごう慢性腎臓病より ）
血液
血液

腎臓

こんにちは 保健師 です
シリーズ腎臓病①
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栄 養士
ーマ

今月のテ

糖尿病を予防・改善する食事

③

先月号の「１日に必要なエネルギー量の求め方」に続き、今回はエネルギー源となる三大栄養素の配分量を
計算し、自分の身体に必要な栄養や食事量を確認しましょう。
★☆★

☆

☆

★☆★

＜一 人 一 人 、 体 に 合 わ せ て 食 事 量 が 決 ま り ま す＞
（

）の中に、自分の数値をあてはめて計算してください。

総エネルギーが決まったら、三大栄養素（炭水化物、脂質、たんぱく質）に配分します。
三大栄養素の総エネルギーに占める比率は･･･
●炭水化物

５５～６０％ … クリーンエネルギーと言われ酸素がなくてもエネルギーに
なります。

なぜ、炭
、炭水化物のエネルギー比率が５５～６０％と多いのでしょう？
炭水化物はエネルギーになった後、燃焼カス(代謝産物)がでません。カスがでないエネルギーを一番
必要としているところは 脳 です。１回の拍出で心臓からでる血液量の２０％が脳に行きます。
そして食事からとった炭水化物のうち、４８％が脳に行きます。

●脂

質

２０～２５％ … 体の中で合成できない必須脂肪酸がとれるように

たんぱく

●蛋白質

１０～１５％ … 体中で合成できない必須アミノ酸がとれるように

４．私の穀類の量をだしましょう。
１日のエネルギー所要量は前回計算したｃを用いて下さい。
①ｃ１日のエネルギー所要量(kcal)× ０．６ ÷ ４(kcal) ＝ ｄ１日の炭水化物量(g)
（ｃ
kcal）× ０．６ ÷ ４(kcal) ＝（ｄ
ｇ）

※１

バランス食 １～３群で摂れる炭水化物量
バランス食の群分けはシリーズ最後に掲載します。
※１

嗜好品や調味料から摂る砂糖量
高血糖の人=10g、血糖が正常な人=20g

※２

※２

②ｄ１日の炭水化物量(g)― 約８０(g) ― 砂糖(g) ＝ ｅ４群でとれる炭水化物量
（ｄ
ｇ）― 約８０(g) ― １０または２０(g) ＝（ｅ
ｇ）
100g中のご飯の炭水化物量=37g

g)
③ｅ４群でとれる炭水化物量(g) ÷ ０．３７ ＝ ｆ１日のごはん量(g)
（ｅ
ｇ）÷ ０．３７ ＝（ｆ
ｇ）
④ｆ １日のごはん量(g) ÷ ３(食) ＝ １食のごはん量(g)
（ｆ
ｇ）÷ ３(食) ＝（
ｇ）
・－
－・－・
－・
－・－・
－・-・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・【例】１日のエネルギー所要量１５６５kcal、正常血糖値の人の場合
①の計算：ｃ １５６５(kcal) × ０.６ ÷４(kcal) ＝ ｄ ２３５(g)
②の計算：ｄ ２３５(g) － ８０(g) － ２０ｇ ＝ ｅ １３５(g)
③の計算：ｅ １３５(g) ÷ ０.３７ ＝ ｆ ３６５(g)
④の計算：ｆ ３６５(g) ÷ ３(食) ＝ １２２(g)・・・１食のごはん量
次回は、脂質とたんぱく質の配分量の計算方法を掲載予定です。
（21）

栄養士 塚本 有喜

婚活コーナー
「そろそろ結婚を・・・」
そんなあなたへ
参 加 者 ひとこと…
参加
ひと こと …

◆２月はこんなことしました！◆
お雛通り散策＆食事会（あさぎり町合同）
錦町参加者…1人
ミニボーリング＆食事会（錦町イベント）
参加者…10人

ま た 一 緒 に ボー
また
ボ ー リ ン グ する
すると
もっ
も
っ と 話 せ るか
るかも…。
[ 3 0 代 女性
女性]

◆４月イベントプラン◆
ミニミニ食事会…友達同士２,３人集まればセッテ

ボーリング場では、ストライク、スペアを
取るたびにハイタッチで歓声の上がる女性
陣。おとなしかった男性陣も左右のレーン
を交互に投げるアメリカン方式での 2 ゲー
ム目からは、エンジンがかかり、笑顔やヘ
ン顔、ハイタッチで盛り上がりました。
打ち解け合ったゲーム後ならではの雰囲気
で楽しい食事の時間が過ごせました。(^.^)
☆1 組のカップルが成立☆

ィングOK。連絡下さい！
お見合い食事会…お互いのタイミングしだい！
＊女性参加者をお待ちしています。勇気を持って
一歩、踏み出して下さい＊
イベントに参加してみたい方は、いつでもお気軽
にお申し込み下さい
相談員が親身になって対応します。
◇申込先：住民福祉課 住民係
 0966-38-1112
メールアドレ ：nishiki-konnkatsu@ezweb.ne.jp
メールアドレス：nishiki-konnkatsu@ezweb.ne.jp

「親子で考える人権標語」 表彰式
３月２日、錦町青年
作品は、青年会館、西・木上
会館で、「親子で考える
コミュティセンターに掲示して
人権標語」の表彰式が
ありますので、ご利用の際には
行われました。
ご覧ください。
昨年 月の人権週間
に、親子で人権につい
て考えるきっかけづく
りとして、小・中学生
を対象に錦町人権推進
協議会が募集を行った
ものです。
優秀賞に 人が選ば
れ、表彰式では、小田
教育長から賞状と賞品
が手渡されました。
その後、一人一人に
標語を発表してもらい、
素晴らしい作品に皆が
やさしい気持ちになり
ました。
12

43
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錦町図書館
みんなで
楽しんだ！！

４月は

春の図書館まつり
クイズラリー参加のお友だちには
しおりのプレゼント！！

日時

４月19日（土）
AM10時～12時

図書館からの
お知らせ

新刊
案内

☆毎月第３土曜日 14:30 から読み聞かせ会を行っています。その後、ウンスンカルタも
行いますので、どうぞ聞きに来てください。
☆講座室が使用できるようになりました。空調完備ですのでどうぞご利用ください。

一 般 書 書 名
名曲を奏でる名画アルバム

著

者

児 童 書 書 名
パディントン妙技公開

著 者
マイケル・ボンド

おむかえワニさん

陣崎 草子

さようなら、私

小川

糸

アブダクティ

牧野

圭祐

とっておきの笑いあり ！もう一丁!!

降りてゆく生き方 日と水と土 河名

秀郎

ちびっこちびおに

あまんきみこ

健ちゃんの贈り物

赤川 次郎

survival ism 70億人の生存意志
バリア★ブレイク

宮袋

秀美

サンタの友だちバージニア

村上ゆみ子

スープジャーのお弁当

奥園

壽子

きえた ぐらぐらの は

コルネーリア・フンケ

■一般書

スープジャーのお弁当
奥園 壽子（世界文化社）

「かんたん＆おいしい」で定評のある奥園壽子さんによる、スー
プジャーレシピ集です。
仕込み時間ゼロ～ 5 分、片手鍋またはフライパンひとつで
手軽にでき、和洋中エスニックまでバラエティーに富んだ選
りすぐりのレシピ集になっています。全レシピ、科学調味料
不使用なのも奥園さんならではのこだわりです。
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■児童書・絵本

きえた ぐらぐらの は
コルネーリア・フンケ（ＷＡＶＥ出版）

抜けた歯を枕の下に置いておくと次の日の朝には妖精がプレゼン
トをもってきてくれる？そんなことがあったら素敵ですよね。
アナの歯はもう 3 日も前からぐらぐらしています。
「もうすぐ抜
けるの」アナは小さな弟ベンにいいました。
世界で人気のドイツ人ファンタジー女性作家よる絵本。
こころ温まるメッセージ、やさしいメッセージが潜んでいます。

274

さん

早 田 美 季
（一武西原）

を少しだけ 。
…スミマセン公共
の場を （
…笑）
『孝則さん（主人です）！今日
まで本当にありがとうございま
した！これからもよろしくお願
いします。楽しい老後を目指し
ましょうね！』
おかげさまで結婚生活も十二年
目に突入します。

こんにちは。一武西原の早田
美季と申します。まさかこのコ
ーナーのご縁が巡って来ようと
は （
…汗）
タイトル通り思いつくままに
考えておりましたところ、なん
と結婚記念日が近づいているで
はありませんか。そこで、この
場をお借りしまして感謝の言葉

思い
つくまま

七～八年のブランクがある上に、
同時にゴールしなければなりませ
ん。ドキドキしながらスタートラ
インに立ちました。スタート直後、
愛志は猛ダッシュ！見失わないよ
うにとにかく必死でした。初めて
二人で走る２キロのコース！励ま
し合いながらの 分！そして、今
まで味わったことの無いような感
動のゴールが待っていてくれまし
今度は、我が家のヒーロー愛志
た。
との話を聞いてください。２００
その後、興奮が収まらないその
３年８月 日、元気に産声を上げ
日のうちに、来年の参加の約束を
ました。まだ分娩室にいる時、連
して目標も立ててみました。愛志
れて来られた愛志は、まるで見え
ているかのように私をじーっと見
つめているのです。親バカが
はじまってしまった瞬間で
した（笑）
そんな愛志もやがて小
学二年になります。今年
の二月には、人吉春風マ
ラソン大会ファミリーの
部を二人で走りました。
独身時代にはあちこちの大
会に参加していましたが、そ
の頃から、いつか我が子と一緒に
走りたいという思いがありました。
19

12月、 新田原基地航空祭
「楽しかったョ！」

14

春風マラソン、 もうすぐゴールです。

は記録更新だそうです。私はと
いうと、兎にも角にも愛志の姿
を見失わないようについて行く
ことでしょうか（笑）
これからも一日一日を大切に
して、祖父母にも助けていただ
きながら、目標に向かって歩ん
で行きたいと思います。

夏休みにお父さんとクワガタを捕りにいきました。

（24）

田原晴美

梅の花 見れば偲はゆ 古への
歌詠み人の 人恋ふる詩
大切に 一日ひとつ 梅干を

坂本敦子
しまゆるばい 賞味期限ぎりぎりだ
しまゆるばい 早起きせんば間に合わん

食べて三百 六十五日

にて何故人が健やかならん

一年生 色鮮やかな ランドセル

土も気も 病みし原発跡地

人力車初 乗りの吾子 かしこまり

一年生 ３キロの道はきつかばい
田原晴美
菜の花の 黄色が続く 線路かな
春セーター すーっとかろき 足取りに
桜漬 何の記念日に 使おかな
坂本敦子
卒業式 日本の未来 頼んだよ

西

鬼塚

古賀

次号の（五月号）の笠
◆衣替え
◆そんくりゃー
締切日 短歌・俳句・狂句とも
四月十日（木）企画観光課必着

二人の頬に 蒼き風ふく
洗濯の 下着たためば とーたんの
ばあちゃんのだと 指して当つるよ
小指から 中指までを 折り曲げて
２と言へる いくつと聞かれ
亡母使ふリハビリ用の ゴムボール
吾子が見つけて ばあちゃんといふ

卒業式 祖父・父のおかげ 晴れ姿
大寒波 白銀に輝く 市房山
大寒波 霧氷とつららの 球磨盆地
園児達 春風に誘われ 皆エール

Ａ・良子
段取りは まづ起き出でて

園児達 くまモンメダル 輝いてる
春日和 土筝の子子が こんにちは

「う・うっまい」孫の一言で 箸踊る

スイツチをいの一番に炬燵に点ける
生更ぎて 誕生日来し 立春の

霜柱 児童踏み踏み 通学す
白紅の 梅満開の 校舎跡
Ａ・良子
内戦の つづく無情の ウクライナ
白梅に 小寒い風に 春の鳥

井

み う

美羽
西 久保
あらた

（宏・紀代）

新太
（貴臣・梨佳）
西下井手ノ口
（陽一郎・葉子）

とうや

桃矢
西内門

（雅己・加奈子）

ま な

愛奈
西内門

林

宮本

岩本

田中

本村

西

西村

幸野

早也佳（あさぎり町）

幸弘（西京の峯）

郁美（西下大鶴）

博文（水上村）

歳）木上村松

上野

茂久 （

多田男（

（

ヒトエ（

忍

スマエ（

則男（

歳）一武東方

歳）木上目郎

歳）一武元忠ヶ原

歳）一武狩政

歳）西 久保

ご誕生・ご結婚・おくやみ︑とも
※
に二月受付分です︒更に錦町役場窓
口での受付分のみとし︑承諾を頂き
ました方々を掲載しております︒

久保田

83

78

99

60

89

格別寒き 日となりにけり
今ソチは オリンピックの 真最中
少年同士の 金銀メダル
くり返し 痛みある度 小さくなる
肋摩りて 命かなしむ
白 梅 に 春 日 照 る こ そ 貴けれ
寒きに耐えて 花の咲くゆゑ

（25）

ご
結
婚

85

ご
誕
生

平成26年
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〇世帯 3,833 世帯（＋5） 〇人 口 11,400 人（＋1） 〇男 5,355 人（＋4） 〇女 6,045 人（−3） （26）
〇町 木・か し 〇町 花・ツクシイバラ 〇町 鳥・ほおじろ
〇町の面積 84.93 ㎢

町公式ホームページ http://www.nishiki-machi.com
町公式facebookページ https://www.facebook.com/town.nishiki

２月末人口動態 （ ）は、先月比

