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皆さまのお陰で「広報みなみあそ」は創刊200号です
これまで、南阿蘇村の歴史を綴ってきた「広報みなみあそ」は皆さまのお陰をもちまして創刊 200 号の節目を迎
えました。記念号として、初の全ページフルカラーで作成しましたので、ぜひご覧ください。

南阿蘇村民憲章
私たちは、多様性を認め合いみんなが誇れる南阿蘇村をつくるため、
この憲章を定めます。
みずと緑あふれる美しい自然を愛し、守ります
ながい歴史により育まれた伝統や知恵を受け継ぎ、伝えます
みんなで描く豊かな未来、やさしさにあふれた村を創ります
あその自然と共に営む暮らしを大切にし、活力ある村を築きます
そして、いつも心に蘇る、私たちのふるさと南阿蘇

広報みなみあそ200号記念特集記事

広報みなみあそ 200 号の軌跡
2005 年 2 月 13 日に、旧白水、久木野、長陽村
が合併して誕生した南阿蘇村。その誕生とともに
「広報みなみあそ」の創刊号は2005 年 3 月に発行さ
れました。
そして、創刊号の発行から 15 年と 8 カ月が経過
した 2021 年 11 月。広報みなみあその節目となる
第 200 号を発行することができました。この特集
では、村民の皆さんと歩んできた南阿蘇村のこれ
までを広報紙と共に振り返ります。

2005 年 3 月号（創刊号）
「南阿蘇村 誕生」

記念すべき「広報みなみあそ」の創刊号。当時の村長職務執

行者、旧久木野村長飯法師一幸さん（第二駐在）の挨拶と、当
時は分庁方式であったため各庁舎ごとに実施された開庁式の様
子が紹介されました。
特に、合併当時は平成の大合併での合併後で唯一「村」を選
択した自治体として、全国的にも話題となりました。また、2
月 5 日にオープンした「あそ望の郷くぎの」の落成も記事内で
伝えるなど、ま
さに現在の南阿
蘇村の第一歩と
なる瞬間を伝え
た記念すべき号
となりました。

8月1日

11 月 3 日

2009 年

2010年

6 月 25 日

2月5日

4 月 22日

村 地 産 地 消﹁か な ば あ
ちゃん﹂お披露目式

東海大学阿蘇キャンパス
と﹁地 域 総 合 交 流 に 関 す
る協定﹂締結

﹁南 阿 蘇 桜 公 園﹂記 念 碑
除幕式

5 月 15 日

村歌﹁大地の讃歌﹂完成

新上五島町姉妹町村提携
調印式

南阿蘇村誕生記念式典
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12 月 5 日

2008年

﹁南 阿 蘇 村 湧 水 群﹂が﹁平
成 の 名 水 百 選﹂と し て 選
出される

10 月8 日

2006年

﹁村 木﹂﹁村 花﹂﹁村 鳥﹂﹁村
民のチョウ﹂制定

2月 13日

南阿蘇村が誕生

南阿蘇村のあゆみ
2

2005 年

2008 年 8 月号
「平成の名水百選」

2008 年 6 月 25 日、竹崎水源などの村内 10 カ所の水源が
「平成の名水百選」に選定されました。
地域の皆さんが大切に守り受け継がれてきた水源は、こ
れからも村民の憩いの場として多くの人々を癒します。

2012年 8月発行

九州北部豪雨
災害特集号
「平成 24年7月
九州北部豪雨」
7 月 11 日深夜から 12 日未明まで降り続
いた大雨により、立野地区に甚大な被害を
もたらした「平成 24 年 7 月九州北部豪雨」
。
新所区のお2 人の尊い命が失われました。
記事の中では、土砂災害で自宅を失った
井川岑生さん（新所区）の発災当時の様子
を詳しく伝える貴重なインタビュー記事を
掲載するなど、これからの災害への備えと
してもぜひ読んでいただきたい特集号です。

2011年

2015 年
4月1日

2016 年
4 月 15 日

4月1日

4 月14日

熊 本 地 震︵前 震︶午 後 9
時 分︵村の震度5弱︶

白 水・久 木 野・長 陽 中 学
校が統合して︑南阿蘇中
学校が開校

周年記念

道 の 駅﹁あ そ 望 の 郷 く ぎ
の﹂登録

南阿蘇村合併
式典
10

2 月 26 日

長 陽 西 部・立 野・長 陽 保
育所が統合して︑ちょう
よう保育園開園

2 月 15 日

みなみあそコミュニティ
南
セ ン タ ー︵ mont-bell
阿蘇店︶オープン

9 月23 日

2人の尊

華やか

長陽︑立野︑長陽西部小
学校が統合して︑南阿蘇
西小学校開校

消防団女性分団
に誕生

7 月 12 日

阿蘇地域が世界ジオパー
ク加盟認定

4月 1 日

2014 年

九州北部豪雨
い命を失う

1 月 9日

2012 年

26
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2016年5月発行

熊本地震災害特集号
「平成28年熊本地震」

南阿蘇村にとって決して忘れることができない大きな傷跡を

残した「平成 28 年熊本地震」
。村西部を中心に甚大な被害をも
たらしました。
表紙と 1 ページ目の被害写真で、改めて地震被害の大きさを
強く読者に印象付けるとともに、この特集号では多くの写真を
用いて、当時の被害の状況を詳細に伝えながら、被災者が求め
ていた震災初期に実施された様々な支援策なども掲載しており、
まさに広報紙が果たすべき役割が詰まった一冊となりました。

10 月 31 日

2 月 15 日

7 月 23日

上天草市と包括連携協定
を締結

村内初の災害公営住宅で
ある下西原第1団地の落
成式開催

8 月 27 日

立野地域長期避難解除

4 月 16 日

長 陽 大 橋 ル ー ト︵応 急 復
旧︶開通

2021.11
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3 月 25 日

2019 年

熊本地震災害犠牲者南阿
蘇村追悼式

南 阿 蘇 鉄 道 部 分 運 行︵中
松〜高森︶開始

25

12 月 24日

南阿蘇村新庁舎落成式

7 月31 日

2017 年

県道 号俵山トンネル
ルート部分開通

4月 16日

熊 本 地 震︵本 震︶午 前 1
時 分︵村の震度6強︶

南阿蘇村のあゆみ
4

2016 年

2017 年 4 月号 「役場新庁舎運用開始」
2015 年 9 月 に 着 工 し、熊 本 地 震 で の
工事中断があったものの 2017 年 2 月に
完成した役場新庁舎。これまでの分庁方
式と比べ、大変便利になったとの声が多
く聞かれました。
南阿蘇村が地震からの創造的復興を目
指す過程で誕生した新庁舎は、新たな復
興のシンボルの 1 つとして南阿蘇村を象
徴する建物となりました。

2021 年 4 月号
「復興の架け橋」
新阿蘇大橋開通
熊本地震で崩落した阿蘇大橋に代わり、
建設された新阿蘇大橋。橋の袂に建設され
た展望所とともに連日多くの観光客が訪れ
るなど、新たな観光スポットとしても南阿
蘇村に多くの観光客を呼び込んでいます。
また、5 月 5 日には新阿蘇大橋周辺で東
京五輪の聖火リレーが開催されるなど、南
阿蘇村の復興のシンボルとして、全国的に
も大きく報道され、まさに「復興の架け橋」
と呼べる存在です。

2019 年

2020年
10 月 3 日

3月7日

4月1日

4 月 23 日

5月6日

8 月6日

南阿蘇村ICT交流セン
ター落成

南阿蘇村で東京2020
五輪聖火リレーが開催

南阿蘇村複合施設ＬＯＯ
Ｐみなみあそ内南阿蘇村
図書室がオープン

中松︑白水︑両併小学校
が統合して︑白水小学校
が開校

国道325号阿蘇大橋
ルート︑新阿蘇大橋開通

57

号現道部開通

第1回みなみあそ復興マ
ラソン大会開催

8月8日

国道

県道 号俵山トンネル
ルート全線開通
28

1 月 25 日

JR豊肥本線全線開通

12月 1 日

高野台防災公園が完成

9 月 14日

2021 年

2021.11
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南阿蘇村と歩んだ 16 年

「広報みなみあそ」創刊号の婚姻夫婦欄に掲載のあった古澤博之さん麻紀さん夫婦、出生記事欄に掲載のあった下

田裕斗さんに南阿蘇村と共に歩まれてきたこれまでの16年とこれからについてお聞きしました。

これからも『村』のままで

古澤博之さん、麻紀さん（第四駐在）

旧久木野村の最後の日となった 2005 年 2 月 12日の夜に婚姻届を提出され、翌 13日の南阿蘇村誕生と
共に夫婦となられた自営業（Y ショップふるさわ経営）の古澤博之さん、麻紀さん夫婦。
「結婚当時の南阿
蘇村（旧久木野村）は本当に何もなかった場所だったが、合併してからは様々な施設や観光客が増えて栄
えて明るくなったように感じる」と話されます。
夫婦それぞれの印象について聞くと、博之さんは「自営業なのでほとんど毎日一緒
にいるが、嫌になったことはない。買い物も一緒に行く」と、麻紀さんは「一緒にい
て楽しい !! これがまず思うことで、一番大事なこと」とお互いに
笑みを浮かべながら話されます。
これからの南阿蘇村については「合併時に投票で『村』が選
択されたが、正解だったと思う。これからも『村』のまま（印
象や雰囲気など）であってほしい」とのこと。また、十五
夜に地域で毎年実施されている行事のこと（子どもたち
が夜に地区の家を回り、お供えのお菓子をいただく）
を話され「夜に子どもたちだけで外を歩けるほど治安
が良い証拠、地域で子どもを大事にしていることが分
かる。これからも続いてほしい」と話してもらいました。
これからも地域の身近で便利なお店「Y ショップふるさ
わ」として南阿蘇村と共に古澤夫婦は歩まれます。

これまでも、これからも南阿蘇村と共に
下田裕斗さん（下田）
合併直前の 2005 年 1月 27 日生まれの下田裕斗さんは、現在高校 2年生
で熊本北高校に通われています。学科は理数科で、得意科目を活かしなが
ら大学進学を目指して日々、勉学に励まれています。
南阿蘇村の良いところを聞くと「自然豊かでのどかなところ。静かであ
り落ち着く」と話してもらいました。都市部だったら車や工事の音、人の
声などで勉強に集中できないかもしれないとのこと。去年の入学式直後か
らコロナ禍のため高校での通常授業の実施が困難であった環境のなか 1 年
半を過ごされ、家での学習時間を増やさなければならなかったことについては「一度やる気になったら長
時間集中して頑張ることができる自分の長所に気付くことができた」と前向きに話してもらいました。
毎朝 6 時前には通学のために家を出る裕斗さん。駅までの送り迎えをしてもらっている祖父の裕二さ
ん（下田）への感謝の言葉もありました。これからの南阿蘇村については「商店や人が増え、もう少し活
気のある村になればいい」と話され、最後に「社会人になっても南阿蘇村に残りたい、この村が好きだ」
と答えてもらいました。
まさに南阿蘇村の 16 年 8 カ月と共に歩まれてきた裕斗さん。これからも南阿蘇村とともに輝かしい将
来に向けて進まれます。
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「広報みなみあそ」

歴代担当の皆さん

みあ
こ れ ま で の「広 報 み な
た歴
そ」の 歴 史 を 綴 っ て き
出の
代担当の皆さんを思い
。
号と一緒に紹介します

2005 年 3月号（創刊号）
『南阿蘇村の船出を
期待感の中取材』

合併して初めての広報担当。他市町村などの広報紙
を参考にしながら読みやすい広報紙を心がけました。
初取材は、新村の開庁式。南阿蘇村の
船 出 を「ワ ク ワ ク」し た 期 待 感 の 中、
写真撮影していたのを鮮明に覚
え て い ま す。取 材 を 通 し て、
様々な人と交流ができうれ
しかったです。

川﨑 利文（教育委員会所属）
2005年3月（創刊号）から2009年度まで担当

2010年4月号
『 想像させる写真
を目指して』
私が担当した最終号。広報の先輩からのアドバイ
ス「想像させる写真」を目指してシャッター
を切りました。表紙は
横 撮 り か ら 縦 撮 り へ、
広報紙のデザインにも
少し変化を加え、読者に
少しでも印象に残る広報
紙づくりを心掛けました。
今村 一行（総務課所属）
2010年度担当

2016年5月号
『発行できなかった
広報紙』
平成28年4月に熊本地震に襲われ、委託している印
刷会社も被災し、発行を成し遂げられなかった平成28
年5月号。翌月、臨時的に災害に関する号
外を発行しました。被害の状況を写真に
収めるため、被害の大きかっ
た地区を回りながら変わり果
てた光景に愕然としたことを
覚えています。
古澤 さとみ（住民福祉課所属）
2014年度から2017年度まで担当

2012 年 4月号
『学び舎に別れ』
3村合併後、初めて閉校となった長陽地区3
小学校の閉校式を取材した号。
母校の閉校式でもあったため、さまざまな思
い出が蘇り、止まらない涙を拭いな
がらシャッターを切りま
した。時代の節目となる
貴重な場面に立ち会えた
こと、歴史ある３小学校の
最後を特集として制作でき
たことに感謝しています。
岩根 奈央子（住民福祉課所属）
2011年度から2013 年度まで担当

2019 年 2月号
『繋がりを感じた号』
村の成人式を取材した号。前年まで担当職
員として式典を準備していたため行事の流れ

がわかり、取材に役立てることができました。
また、震災時に避難所で自発的に
手伝いをしてくれた学生さんが
成人を迎えていて笑顔で撮影
に応じてくれたことで、
仕事も人も繋がってい
ることを感じた瞬間
でした。

安岡 実可子（子育て支援課所属）
2018年度から2019 年度まで担当

2021.11
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麦わらの一味

復興
ヒノ、国
いよいよ設置！

編

仲間の像

英社

Ⓒ尾田栄一郎 /集

ン
ビ
ロ
ニコ・
に
村
蘇
南阿
！
！
場
登
華麗に

ロビン像 除幕式
10 月 9 日、南阿蘇の山々を一望できる旧東海大
学阿蘇キャンパスにおいて、
「週刊少年ジャンプ」連

載でアニメなどでも大人気の漫画『ONE PIECE』に
登場するキャラクター、ニコ・ロビンの像の除幕式
がおこなわれました。
蒲島郁夫熊本県知事をはじめ、㈱集英社週刊少年
ジャンプ編集長の中野博之様、東海大学学長の山田
清志様、熊本県営業部長兼しあわせ部長の「く
まモン」などの来賓を迎え、フリーアナウンサー

の樫山結様の司会で盛り上がった式典は
YouTube によるライブ配信を実施。南阿蘇中
学校吹奏楽部によるワンピースのテーマ曲
『ウィーアー！』の演奏と、ロビンの技の名前
でもあり熊本県の県花でもある「リンドウ」を
用いた、東海大学フラワーデザイン部による製
作のフラワーアレンジメントが式典に花を添え
ました。

ヒノ国復興のストーリー

〜南阿蘇村編〜

す
地震 の被 害や 教訓 を後 世に 伝承
備が
る。震災 ミュ ージ アム の拠 点整
古学
予定されている東海大学には「考
た。
者」のニコ・ロビンが駆けつけまし

『ONE PIECE』作者 尾田栄一郎様直筆の色紙

、
南阿 蘇村 の「復 興」が花 開く よう
、記
歴史 の語 り部 とし て研 究を 重ね
こな
憶と 教訓 を語 り継 ぐ手 助け をお
います。

Ⓒ尾田栄一郎 /集英社

ONE PIECE 熊本復興プロ
ジェクトやニコ・ロビンの
詳細については熊本県特設
サイトをご覧ください
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令和4年（2022年）4月から水道料金が改定されます
※令和3年 9月定例議会で水道条例の改正が可決されました。

水道は、生活に欠かせない「水」を住民の皆さんに届ける重要なライフラインです。本村の水道事業は、安全・安
心な「水」を安定的に供給できるよう、水質の管理や水道管の整備更新、水害・地震などの災害への対策など、さま
ざまな事業に取り組んでいます。また、財源確保の手段として、有利な財源措置のある制度を積極的に活用し、水
道事業の健全な維持管理に努めています。
しかし、財源の確保や安定経営が厳しい現状であり、抜本的な収入構成の見直し（料金改定）を視野に入れなけれ
ばならない時期に来ており、原価に見合った料金収入が必要になっています。また、旧村からそのままの水道料金
体系を引き継いでいるため、地域ごとに水道料金が異なっているという問題もあります。
安定した事業経営を継続させるため、また、需要者間の負担の公平性の観点から、令和 4 年 4 月ご利用分（令和 4
年 5 月請求分）から料金の改定をさせていただくこととなりました。利用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
※久木野地区の一部の地域につきましても、令和 4 年 4 月から村で管理をすることになりましたので、改定後の水
道料金が適用されます。

水道料金改定の背景
合併前からの料金が新村にそのまま引き継がれているため、地区・集落ごとに水道使用料金が異なっています。
老朽化が進む管路や施設を計画的に更新するための財源の確保が困難です。
水害・地震などの災害への対策や、急な断水時のバックアップ体制の整備を進めるための財源も確保する必要があります。

将来にわたる厳しい経営環境
水道事業は独立採算制のため、運営費や建設費は皆さんからいただいた税金ではなく、水道料金収入で賄わなけ
ればなりませんが、水道料金だけでは不足するため、毎年、必要な経費を企業債（借金）のほか、普通会計からの繰
入金として補填しています。このような企業債や繰入金への大きな依存は、村財政の圧迫の要因の 1 つとなってい
ます。その上、今後加入者の減少などによる上下水道料金収入の減少と施設更新費用の増大が見込まれるため、一
層厳しい財政状況になっていくことが予想されます。

今後 10 年間の収支見込

企業債（借金）約 986 百万円

（令和 3 年度〜令和 12 年度）

約 956百万円（96百万円／年）
老朽化により孔食した水道管

収入

内訳

加入金等 約 6 百万円

水道料金 約 950百万円

繰入金 約 664百万円

資金不足 1,650 百万円（165百万円／年）
その他 251 百万円

支出

維持管理費 約941百万円

企業債返済
318百万円

建設改良費 1,096 百万円

合計 約 2,606 百万円（261 百万円／年）

耐久年数を過ぎているポンプ設備

新料金表
■令和 4 年（2022 年）4 月利用分からの新料金は次のとおりです。
基本料金

基本水量

1,100 円
（税込み 1,210 円）

10 トン

従量料金（1トン当たり）
110円
（税込み121円）

ご理解、ご協力を
お願いいたします。

※10トンまでは基本料金のみで、11トンから1トン当たり121円の従量料金が加算されます。
※白水地区の量水器使用料、基本水量ごとに異なる基本料金、長陽地区の量水器口径別に異なる基本料金は廃止します。
※臨時給水についても、通常料金と同じ料金体系を適用します。
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改定による影響

※ 改定後の（

）の金額は、改定前後の増減額です。

1月あたりの現行料金と新料金（影響額）は次のとおりです。
（消費税込み）
使用水量目安

7t

10t

20t

30t

50t

100t

対象の
イメージ

長陽地区13㎜契約（基本料金1,100 円、基本水量10トン、従量料金110 円／トン）
現行料金

改定後

1,100円
1,210円

（110円）

1,100円
1,210円

（110円）

2,200 円
2,420 円

（220円）

3,300 円
3,630 円

（330円）

5,500 円
6,050 円

（550円）

長陽地区20㎜〜25㎜契約（基本料金1,430円、基本水量10トン、従量料金110円／トン、51トンから121円／トン）
現行料金

改定後

1,430円
1,210円

（▲220円）

1,430円
1,210円

（▲220円）

2,530 円

3,630 円

2,420円

3,630円

（▲110円）

（0 円）

5,830 円

11,880 円

6,050円

12,100 円

（220円）

（220 円）

白水地区7t契約（基本料金660 円、基本水量7トン、従量料金132円／トン、メータ器使用料55円）
現行料金

改定後

715円

1,111円

1,210円

1,210円

（495円）

（99円）

2,431 円
2,420 円

（▲11円）

白水地区12t契約（基本料金1,100 円、基本水量12トン、従量料金132 円／トン、メータ器使用料55円）
現行料金

改定後

1,155円
1,210円
（55円）

2,211 円

3,531 円

2,420 円

3,630 円

（209円）

（99円）

白水地区20t契約（基本料金1,870 円、基本水量20トン、従量料金132 円／トン、メータ器使用料55円）
現行料金

改定後

1,925 円
2,420円

（495円）

3,245 円
3,630 円

（385円）

5,885 円
6,050 円

（165円）

白水地区50t契約（基本料金4,840 円、基本水量50トン、従量料金132 円／トン、メータ器使用料55円）
現行料金

改定後

※白水地区のメータ器使用料
55円は廃止します。

4,895 円

4,895 円

11,495 円

3,630円

6,050 円

12,100 円

（▲1,265円） （1,155円）

（605 円）

※新しい水道料金での請求は、令和4年5月請求分（令和4年4 月利用分）からとなります。
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11月30日は
「年金の日」です!!
厚生労働省では、国民一人ひと
りが「ねんきんネット」などを活用
しながら、高齢期の生活設計に思
いを巡らしていただく日として、
11 月 30 日（いいみらい）を「年金
の日」としています。
この機会に、
「ねんきんネット」
で自身の年金記録や年金見込額を
確認し、将来の生活設計について
考えてみませんか。
「ねんきんネット」を利用すると、
パソコンやスマートフォンからいつ
でも自身の年金記録を確認できるほ
か、自身の年金記録からさまざまな
条件を設定した上で、年金見込額の
試算をすることもできます。
利用については、日本年金機構
ホームページをご覧ください。
■問い合わせ
熊本東年金事務所
℡096（367）2503

ねんきんネット

ASO草原フェスティバル
2021を開催します
クラフト体験などの様々な体験
や草原マルシェ、阿蘇ユネスコジ
オパークなどの活動紹介がおこな
われます。
また、数量限定であか牛サイコ
ロステーキのふるまいやガラポン
抽選での豪華プレゼントも準備。
ぜひ、ご参加ください。
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■子育て支援課『みなっこ』……
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■税務課 ………………………
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南阿蘇村ホームページ
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詳しくは、村ホームページ掲載
のチラシをご覧ください。
■期日
11月 6 日（土）
午前 10 時から午後 2 時
■場所
阿蘇草原保全活動センター
阿蘇市小里 656-6
駐車場は、はな阿蘇美駐車場ま
たは内牧湧水池の駐車場をご利用
ください。
■問い合わせ
（公財）阿蘇グリーンストック
℡0967（32）3500

村 HP

ダンスレッスン
生徒募集中
熊本県野外劇場アスペクタにて
ダンスレッスンをしています。現
在は3歳から高校生に対して、ヒッ
プホップダンスやガールズヒップ
ホップダンスを教えています。
（大
人も募集 !!）
リズム感をつけたい、柔軟性を
高めたい、表現力を高めたい人に
おすすめです。
ダンス未経験の人も、どなたで
も来ていただけるよう「楽しく！」
をモットーにレッスンをおこなっ
ています。ぜひご参加ください‼
■レッスンスケジュール
いずれも毎週月曜日（月4 回）
キッズクラス（3〜9 歳）
18:00〜19:00
ジュニアクラス（10歳〜中学生）

19:00〜20:00
フリークラス（高校生〜大人）
20:00〜21:00
■問い合わせ
代表 堀田
℡080(5281)5321

メール shiichan0104＠icloud.com

山火事にご用心！
山火事は、例年春先のほか、秋か
ら冬にかけて発生しています。空気
が乾燥し、森林内の落葉などが燃え
やすい状態になっており、強風など
によりたき火が燃え移り、山火事発
生の危険性が高くなります。
山火事が一旦発生すると消火は
容易ではなく、また、長い年月を
かけて育てた貴重な森林を一瞬に
して失うことになります。
このようなことにならないよう、
次のことにご留意ください。
①枯草などのある火災が起こりや
すい場所では、たき火をしない
こと。

②強風時および乾燥時には、たき
火、火入れをしないこと。

③火入れをおこなう際は、許可を
必ず受けるとともに、十分な実
施体制をとること。
④たばこは、指定された場所で喫
煙し、吸い殻は必ず消すこと。
■問い合わせ
農政課 林務整備係
℡0967（67）2706

Hot News

南 阿 蘇 村 の 話 題

いつまでもお元気で 100 歳の表彰とお祝い

写真左から2番目 後藤センさん（吉田一）

後藤センさん（吉田一区）が 100 歳を迎えられ、特別養
護老人ホーム水生苑にて村から表彰状とお祝いが贈呈さ

写真中央 光木殖さん（両併二）

光木殖さん（両併二区）が 100 歳を迎えられ、村から表
彰状とお祝いが贈呈されました。

れました。後藤さんは大正 10 年 9 月 10 日生まれ。とて

光木さんは大正 10 年 8 月 10 日生まれ。表彰状をお渡

もお元気で、施設の催しに積極的に参加され周りの皆さ

しする際は、背筋を伸ばし、しっかりとした声で「ありが

んのお手伝いをされています。

とうございます」とお礼の言葉をいただきました。

施設の利用者の皆さんとも親睦を深め、日々楽しそう
に過ごされている様子をうかがうことができました。

9

足腰が強く、身の回りのことはすべて自分でおこなわれる
とのことで、とても元気な様子をうかがうことができました。

30 九州電力株式会社熊本支店との包括連携協定を締結しました

写真、右から二番目 九州電力株式会社執行役員熊本支店長 川畑健二様、一番右 九州電力株式会社熊本支店大津営業所長 宮原雅之様

南阿蘇村と九州電力株式会社熊本支店は、9 月 30 日に

■主な取り組み

地域課題の解決に関する包括連携協定を締結しました。

①防災・減災に関すること

本協定により、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、

②カーボンニュートラル（温室効果ガスの実質ゼロ）の実

さまざまな地域課題に適切に対応していくとともに、熊

現に向けた取組みに関すること

本地震からの復旧・復興を進める南阿蘇村の更なる発展

③魅力ある村づくりに関すること

に向けての取り組みが期待されます。

④その他、地域の活性化などに関すること
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白水小学校初めての運動会

旧白水・中松・両併小学校が統合し、2021 年 4 月 1 日に開校した白水小学校

で初めてとなる運動会が開催されました。
当初は 9 月 18 日に予定されていた運動会でしたが、九州に上陸した台風 14 号のもたらした雨の影響
で延期となり、9 月 19 日の実施となりました。コロナ対策として、入場者の制限、児童・先生・保護者
ともマスク着用と消毒の徹底や、リアルタイムでの動画配信などの対応がとられた運動会。その様子を
紹介します。
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シニア向けスマートフォン教室開催について
南阿蘇村では、シニアでスマートフォンを触ったことが

ない人や、これから初めて購入を検討されている人を対象
にスマートフォン教室を開催します。講師と役場職員が初
めてのスマートフォン操作体験をサポートします。スマー
トフォンは無料で貸し出しますので、まずはお気軽に体験
してみませんか。今年最後の開催となりますので、是非、
ご参加ください。
■日 時：11月26日（金）午前の部（午前10時から12時）、午後の部（午後1時30分から3時30分）
■会 場：役場2階 大会議室
■定 員：午前の部、午後の部 各20人
■参加料：無料
■持参物：筆記具
■協 力：KDDI株式会社
申込期限

11 月 19 日（金）下記問い合わせ先まで申し込みください。
〈問い合わせ〉政策企画課

℡0967（67）2230

一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社を設立

本村の特産品である蕎麦の買い取り関連事業や過疎・高齢化による
耕作放棄地などの農地保全事業、公共施設を活用した新規就農者の育

成事業など、本村の地域農業を支える拠点となる「一般社団法人南阿
蘇村農業みらい公社」の設立総会が、社員・役員、来賓が出席し、9
月 24 日に南阿蘇村役場で開催されました。
設立総会では、定款、事業計画書、予算書などが承認され、理事長
には、吉良清一南阿蘇村長、副理事長には、藤原健志（株）あそ望の
郷みなみあそ代表取締役が選任されました。
本村の農業は、阿蘇の恵まれた水や自然を活用し、米を基幹産物と
しながら雑穀類、野菜や花、畜産など多種多様な農業生産がおこなわ
れていますが、産業構造の転換や農産物の価格低迷、高齢化などによ
る後継者不足や耕作放棄地の増大が深刻な課題となっています。
このような状況を鑑み、近い将来危惧される本村農業の衰退に歯止
めを掛けるためには、従来実施している事業以外の新しい施策を打ち
出すことが重要であることから、担い手農家の補完および新規就農者
への経営管理向上へ向けた研修など、地域に根差しながら本村の地域
農業を支える拠点とし、本村農業の振興・維持・発展に寄与することを目的とした農業公社の設立に至りました。
設立総会で、理事長である吉良村長は、
「地域と密に交わり、村の農業の後継者となるような優秀な人材が育つた
めの事業にこれから取り組んでいきたい」との挨拶がありました。
今後の具体的な運営は、社員総会や理事会で決定され、10月1日から事業が展開されています。

〈問い合わせ〉農政課 農政係
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℡0967（67）2706

矢部阿蘇公園線整備促進地元期成会が
吉良村長に整備促進の陳情活動

9月28日、矢部阿蘇公園線整備促進地元両期成会（南阿蘇村側：市𠩤康孝会長、山都町側：木村隆盛会長）は、合
同で南阿蘇村吉良清一村長と山都町梅田穰町長に対し、主要地方道矢部阿蘇公園線の整備促進に向け陳情を申し入
れました。
これは、熊本県が新たな国土構造の形成、グローバル化、国土強靱化などの社会・経済の要請に応える目的で、6
月15日に発表した、今後20年から30年間の中長期的な視点で検討をおこなう「熊本県新広域道路交通計画」の新た
な新路線として追加した阿蘇山都道路に、
矢部阿蘇公園線を含めた道路整備を進めてもらうよう陳情されたものです。
これを受け、吉良村長は、
「皆さんのこれまでの長い活動が、先日の新路線『阿蘇山都道路』という形で公表があっ
たものと思う。今日、この陳情書を受け、
皆さんの思いを県や国に対し、しっかり伝

阿蘇山都道路は赤丸部

え、阿蘇山都道路構想が現実味を帯びてく
る様に取り組んでいきたい」と述べました。

阿蘇山都道路
写真中

左：市𠩤康孝会長（第三駐在）
中：木村隆盛会長、右：吉良清一村長

『鉄道近接工事』にご注意ください! !
鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事故や感電事故など、大惨事を引き起こす可能性があります。
建物の建設・解体や、庭木や山林の木の伐採など、線路に近接した作業をおこなう場合は、事前に JR 九州へご相
談ください。

近接工事
概ね 8m

線路内

近接工事
概ね 8m

※作業内容や環境条件、使用重機によっては8ｍ以上の場合でも近接工事の適用となる場合があります。

〈問い合わせ〉
■℡096（326）6965 JR九州 熊本鉄道事業部
■詳しくはJR九州ホームページをご覧ください。 安全へのお願い JR 九州

検索
JR 九州HP
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令和 4 年度 保育所等入所申込のご案内

令和 4 年度保育所等入所申込の受付をおこないます。入所を希望す
る人は、受付期間中に申込みをしてください。現在、保育所等に入所
している人で、引き続き入所を希望する場合も申し込みが必要です。
また、令和 4 年度の年度途中に入所を希望する人や村外の幼稚園等
利用の人も入所受付を開始しますので早めにご相談ください。

必要書類や保育料などについては、村ホームページをご確認ください。

■保育所の入所にあたっては次のいずれかの事由（保育の必要性）に該当することが必要です。
①月64 時間以上就労している
②妊娠中か出産後間もない
③保護者が病気、または身体に障がいを有している
④長期間にわたり疾病状態にある、または障がいを有する親族を介護している
⑤震災、火災、風水害などで災害の復旧にあたっている
⑥起業準備を含む求職活動を継続しておこなっている
⑦就学（職業訓練校における職業訓練を含む）している
⑧育児休業中に既に保育を利用している子どもの継続利用が必要

⑨その他村長が認める①から⑧に類する状態
■申込受付期間
11 月 15 日（月）から 11 月26 日（金）まで（土日、祝日を除く）
午前 9 時から午後 4 時まで

〈問い合わせ〉子育て支援課

村 HP

℡0967（67）2715

『みなみあそ減塩応援プロジェクト』

Part18

JSH減塩食品を使った減塩食品レシピ

減塩のっぺ汁
材料

1人分（5人分）

減塩で！
おうちごはん

〈作り方〉

①こんにゃくは湯のみでちぎり、さっと茹
でる。里芋は、一口大に切り、塩でもむ。
ごぼうは、ささがきか半月に切る。他の
材料はサイコロ状に切る。
②鶏肉を油で炒めて、他の材料も入れ、水を加えて煮る。
③野菜が柔らかくなったら、減塩白だし粉末を加えて、水溶き
片栗粉でとろみをつけ、小ねぎをトッピング。

【一人分栄養価】

一般的な
のっぺ汁に比べ
て

40％減塩
（塩分 1.6％）

エネルギー：207kcal
タンパク質：9.7g、脂質：7.9g
炭水化物：38.7g、食塩相当量：1.0g

※村では JSH（日本高血圧学会）減塩食品リストに掲載されている商品を薦めています。

〈問い合わせ〉健康推進課 保健係
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℡0967（67）2704

﹁減塩白だし粉末﹂
あそ望の郷物産館にて
販売中！

鶏コマ切り ………20g （100g）
大根 ………………40g （200g）
人参 ………………15g （75g）
ごぼう ……………15g （75g）
里芋 ………………26g （130g）
生椎茸 ……………20g （100g）
こんにゃく ………30g （150g）
厚揚げ ……………35g （170g）
小ねぎ ………………5g （25g）
油 ……………………1g （小さじ 1強）
水 ………………150 ㏄ （750 ㏄）
減塩白だし粉末 …1.6g （2P（8g））
水溶き片栗粉 ……適量 （適量）

※JSH：高血圧学会減塩食品リスト掲載品

今回使用した JSH減塩食品

税務課からのお知らせ

税

所得税（住民税）申告時に経費として
減価償却費を計上した人は、
固定資産税対象の「償却資産の申告」が必要です

固定資産税の対象となる資産には、土地・家屋以外に償却資産があります。
償却資産とは、会社や個人で工場や農業・商店などを経営している人が、その事業のために用いること

ができる資産（構築物、機械および装置、工具、器具および備品など）をいいます。
償却資産を所有している人は、毎年 1 月 1 日（賦課期日）現在所有している償却資産につ
いて、1 月31 日までに申告が必要です（地方税法383 条）。
申告する償却資産は、農業や営業所得のある人が所得税（住民税）申告時に作成した収
支内訳表の減価償却資産欄に計上されている資産が概ね対象となります。

詳しくは村HPへ

固定資産税の償却資産と所得税（住民税）における減価償却資産の違い（抜粋）
固定資産税（償却資産）
目的

所得税（住民税）減価償却資産

土地や家屋のように所有する「資産（財産）」に対する財産課税
税額＝課税標準額 ×1.4％

「構築物」→フェンス、門、外構工事、塀、舗装路面、農業用ハウスなど
「機械および装置」→太陽光発電設備、クレーンなどの建設機
対象
械、籾摺り機、乾燥機など
となる
「車両および運搬具」→大型特殊自動車など
資産例
「工具、器具および備品」→パソコン、レジスター、畦塗機、管理機など

課税対象となる所得を計算するうえで、一要素
となる減価償却費を算出するためにおこなう計
算（所得を計算するうえでの「経費（損金）
」
）

12月31日現在所有する建物、機械、車両、工具、
器具および備品などの使用または期間の経過に
より減価する資産

※自動車税・軽自動車税、家屋・土地などの固定資産税の対象資産は除く

〈問い合わせ〉税務課

℡0967（67）2703

阿蘇税務署からのお知らせ

令和3年分の法定調書の提出は、令和 4 年1 月31 日まで
給料、報酬、不動産の使用料などを支払った場合には、源泉徴収票や支払調書などの法
定調書（一部を除く）を一年間の支払分を取りまとめて税務署に提出する必要があります。
令和 3 年中の支払に係る法定調書の提出は、令和 4 年 1 月 31 日（月）までとなっていま
すので、正確に記載し、期限までに提出してください。

国税庁 HP
法定調書について

なお、マイナンバー制度の導入により、法定調書の提出義務者（支払者）は、原則とし
て金銭などの支払を受ける人および支払者などのマイナンバーまたは法人番号を記載する
必要があります。法定調書の提出について、不明な点がありましたら、国税庁ホームペー
ジをご覧ください。

年末調整でお困りのときは 税務職員ふたば にご相談ください

国税庁 HP
チャットボット

年末調整に関する疑問は、国税庁ホームページ税務相談チャットボットの「税務職員ふ
たば」にご相談ください。問合せ内容をメニューから選択するか、文字を入力することに
より、人工知能（AI）を活用して自動で答えます。土日・夜間でもご利用いただけます。
詳しくは、国税庁ホームページ「チャットボット（ふたば）に質問する」へ！
また、令和 3 年分の年末調整の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

〈問い合わせ〉阿蘇税務署

℡0967（22）0551

国税庁 HP
年末調整

※自動音声案内
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健康推進課からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課 ℡0967（67）2704

特定健診を受診していない人は
個別健診が受診できます
今年度、特定健診や後期高齢者健診（集団健診・個別健診）をまだ受診していない人は、病院で受診する個別健診
を受診することができます。健康を維持し、病気を予防するためにぜひ個別健診をご活用ください。
【受診期間】
令和 4 年 2 月 28 日（月）まで
【受診対象者】
国保被保険者（40歳から 74 歳の人）
後期高齢者医療被保険者（75 歳以上の人）

【個別健診を受診するには】
個別健診には、村が発行する受診券が必要となります
ので、健康推進課保健係 ℡0967（67）2704 までお申
し込みください。

【受診できる医療機関】
阿蘇立野病院
上村医院
寺崎内科胃腸科クリニック
藤本医院
渡邉内科
熊本セントラル病院
【自己負担金】
国保被保険者の人
①特定健診を初めて受診される人・昨年度受診して
いない人 → 1,500円
②昨年度に引き続き受診される人 → 800円
後期高齢者医療被保険者の人 → 800 円

南阿蘇村子育て支援センター わくわくひろば

℡0967（65）8580

「わくわくひろば」は、乳幼児から就学前のお子さん
と保護者が一緒に遊べる、親子の交流や育児の情報交
換の場です。毎月楽しい行事などをおこなっておりま
す。どなたでも無料で利用できますので、子育てに不
安を感じたとき、一緒に子育てをする友だちが欲しい
ときなどお気軽にお越しください。
■開設日時

■場

所

毎週火〜金曜日（祝日は閉所）
午前10 時〜午後 3 時
※9月より毎週土曜日を開所しています。
LOOP みなみあそ 2階
大字河陰145 番地 3

11月行事予定（午前 10 時 30分から）

参加の際には、必ず事前予約を !!
4 日（木）
9 日（火）
12 日（金）
18 日（木）
25 日（木）
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8月〜11月生まれのお誕生会（要予約）
大きくなあれ！（身体測定）
動物とふれあおう（要予約）
散歩に行こう！
ベビーマッサージ（要予約）

2021.11

「うんどうかい」頑張りました

〈お知らせ〉
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、開
所日時の変更や、行事予定の変更、中止の可能性
があります。村ホームページ、またはわくわくひ
ろば℡0967(65)8580にてご確認ください。

No.
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ハートが たくさん の 村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、
明るい南阿蘇村をつくりましょう。

人権とはなんですか?
人権とは「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」
あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利」であって、
だれにとっても大切なもの、日常の思いやりの心によって守られなければならない
ものです。今回は、
「男女共同参画社会」について紹介します。

男女共同参画社会とは、男女が互いに人権を尊重し、

いを受けないこと」
「男女が個人として能力を発揮する

「女性」や「男性」というイメージに当てはめることなく、

機会が確保されること」
「その他の男女の人権」とされて

一人ひとりが持っている個性や能力を十分に発揮でき

いて、男女が平等に能力を発揮できる機会が設けられ

る豊かな社会のことです。今回はそんな男女共同参画

るようになっています。

社会について紹介します。
○女性活躍推進法
○男女共同参画社会の現状

ここからは男女共同参画社会に関連した女性活躍推

まず、男女共同参画社会の現状について説明します。

進法について紹介します。正式名称は「女性の職業生活

現在の日本は、国際的な指標で他国と比較しても女

における活躍の推進に関する法律」と言い、仕事で活躍

性が能力を発揮する機会が十分とは言えない状況にあ

したい全ての女性がその能力を存分に発揮できる社会

ります。

の実現のために2016年の4月に施行された法律です。

その状況は政策・意思決定過程の女性の参画率の低さ

国や自治体、企業などの事業主に対し、行動計画の

や、男女間の賃金格差、家事・育児へ参画する男性割合

策定や女性の活躍状況の公表を求めており、当初は従

の低さなどから見えてきます。また、昔から日本に根

業員が300人以下の事業主では努力義務となっていまし

付いている男性は仕事、女性は家事・育児という考え方

たが、改正により2022年4月から100人以下の事業主の

も、このような状況を作り出す原因となっています。

み努力義務が課せられ、101人以上の事業主には義務が
課せられるようになります。また、この法律による罰

○男女共同参画社会基本法
この法律は男女共同参画社会を実現するための重要
な法律として1999年に施行されました。

則規定などは設けられていませんが、実施義務を怠っ
たことによる企業のイメージダウンにつながることが
あります。

この法律では男女共同参画社会を「男女が、社会の対
等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

○まとめ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

今回は男女共同参画社会について紹介しました。法

て男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

整備により徐々に男女の格差を改善しようとする動き

益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

がみられますが、未だに女性の管理職率の低さや賃金

社会」と定義し、5つの基本理念を掲げました。この基

の格差など様々な問題が残っています。この問題を解

本理念はそれぞれ「男女の人権」
「男女の個人としての尊

消し、男女が平等に生活できる社会を作っていきましょ

厳が重んぜられること」
「男女が性別による差別的取扱

う。

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。

総務課 人権政策係

℡0967（67）1111
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南阿蘇村

vol.49

新しい協力隊員が入りました！
東京で生まれ育った私ですが、雄大な山々や大自然、村民の皆さんの温か
さに惹かれ南阿蘇村で暮らしたいと幼い頃から思っていました。また、南阿
蘇村は祖父母の故郷でもあるため、村のために働けることを嬉しく思います。
担当業務として、両併小学校跡地に 10 月に設立された「南阿蘇村農業み
らい公社」で農業関係の業務に携わることになりました。
私は農業初心者です。これから沢山学び、新しくできる公社と共に成長し
ていきたいです。人とのつながりを大切に、精一杯努めて参ります。皆さま、
どうぞよろしくお願いします！

たのうえ ゆ

な

名前：田上由菜
出身：東京都
担当業務：有機農業推進プロジェクト
趣味：パン作り、猫と遊ぶこと
特技：英語、サックス演奏

〜退任のご挨拶〜
2018 年 11 月に復興推進課の協力隊として採用され、袴野と乙ヶ瀬、そ
して、少しだけ立野の復興関連の取り組みに携わりました。
あっという間に３年が過ぎ、思ったような成果を出すことはできませんで
したが、担当地区の住民さんと一緒に地区を盛り上げる取り組みを考え、実
際に作業をおこなうという業務は、難しくもあり、楽しくもあるものでした。
担当地区の住民さんを始め、所属課の役場職員の皆さん、同じ業務担当の集落支援員北里さん・本田さん、仲間
の協力隊員、コーヒー栽培関係者など多くの皆さん、これまでのご協力とご助力、ご指導をありがとうございました。
引き続き、村民として暮らしていきたいと思いますので、皆さま、今後とも、どうぞよろしくお願いします！ 先輩
隊員の五十嵐さんから引き継いだこの協力隊通信作成、次は後輩隊員の野津さん、よろしくお願いします！
（政策企画課 熊本地震による被災集落の再生関連業務担当

Vol.103

相談室 から
ご注意ください！

2021.11

南阿蘇消費者相談室 ℡0967（67）2244

相談日 火曜・木曜日 午前10時〜午後３時 南阿蘇村役場総務課

高森町消費者相談室 ℡0967（62）1111
相談日 月曜・水曜・金曜日 午前９時〜午後４時

訪問販売のきっかけは、一本の電話から！

村内の一人暮らしの高齢女性が、とある 1 本の電話を
受けました。優しい女性の声で「どこか痛いところはない
ですか？」ですって。そりゃ、誰しも痛いところの一つや
二つはありますよね。女性が「ある」と答えたところから
事は始まります。
都合の良い日を尋ねられ、まずは男性社員 A が訪ねて
きます。ツボを押して悪いところを探すとかで、あちこ
ち痛いところが見つかりました。次に「体調管理のために、
ビワの温熱治療の機械があるけど、使ってみませんか？」
との帰り際の一言。あくまでも、お試しを匂わせて、ま
ずは声掛けのみ。その場で契約を勧めるようなことはし
ません。次の約束を取り付けて、男性社員 A は、ひとま
ず退散。
数日後に今度は男性社員Bが訪問。ついに、販売開始です。
まず、
「いくらくらいなら払えますか？ 100 万、70 万、
30 万」と、いきなり金額提示。30 万くらいなら払えるか

22

お問い合わせ

南阿蘇

大田 政史）

なと思わせるのが、彼らのやり方です。相談者の女性も
体調不良が少しでも改善するならばとの思いで、一番低
い金額で購入を決めました。上手に誘導された女性は、2
カ月後、温熱療法の機械の調子を確認するとの名目で訪
問してきた新たな男性社員 C から、
「温熱療法をしながら
一緒に飲むと更に症状が緩和される」と半年分で 36 万円
の健康食品を勧められ現金一括払いをしてしまいました。
これを次々販売と言わず、何と言いましょうか。今回、
この内容以外に販売方法に問題があったことから、全額
返金となりました。
問題発覚のきっかけは、巡回の包括支援の職員からの
連絡です。見守りの大切さを実感しました。困っている
ことが言えずに悩んでいる人も多いようです。少しでも
何か気になることがありましたら、南阿蘇消費者相談室
に繋いでください。また、あら、私も同じようなことがあっ
たと気付かれた人は、早めにお電話くださいね。

電気バスで震災遺構を巡ろう

南阿蘇村と九州電力株式会社との連携事業のひとつとして、南阿蘇村や関係機関で整備した
震災遺構などを、村内外に広く周知することを目的に、
「電気バスで巡る！南阿蘇村震災遺構周
遊モニターツアー」を実施します。実施の詳細は下記のとおりとなっていますので、ぜひご参
加ください。

電気バスで巡る！南阿蘇村震災遺構
周遊モニターツアー行程表

ツアー概要

12 月12 日までの土曜日、日曜日、祝日

参

無料（アンケートに協力していただきます）

申

そ

加
込

の

費

午前午後、各 1 便ずつ約3 時間

予約申込・詳細はコチラ↑

※ガイドも同乗します

先 （一社）みなみあそ観光局

右上QR コードから申し込みください

他

※申込締切は、ツアー運行前々日の12時まで

見学箇所の一つである「旧長陽西部小学校」は、金曜日
も午前 10 時から午後 4 時まで見学可能です。

数鹿流崩之碑展望所

旧東海大学阿蘇キャンパス

旧長陽西部小学校

新阿蘇大橋展望所ヨ・ミュール

なんでも南部分署
住宅防火 いのちを守る 10 のポイント
全国的に火災の発生件数は減少傾向にありますが、火災の多くが住宅部分
から発生し、毎年多くの人が亡くなっています。住宅火災で亡くなった人の
約 7 割が 65 歳以上の高齢者となります。次の「住宅防火 いのちを守る 10 の
ポイント」を確認して、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。

「住宅防火 いのちを守る10のポイント」
4 つの習慣

①寝たばこは絶対にしない、させない
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
③こんろを使うときは火のそばを離れない
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

阿蘇広域消防本部予防課
TEL:0967-34-0119

6 つの対策

①
（出火防止）火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する
②
（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、10 年を目安に交換する
③（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、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する
④
（初期消火）火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく
⑤
（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把握し、備えておく
⑥
（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おこなう
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!!
〈問い合わせ〉阿蘇広域行政事務組合 消防本部 南部分署

TEL0967（62）9034

火事・救急 119
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みなみあそ観光局便り
11/26 は「いい風呂の日」！新たな「立ち寄り温泉マップ」を片手に湯巡りはいかが？
秋が深まり、一段と寒くなってきました。この時期、観光案内所でも大人気の「立ち
寄り温泉マップ」が、この度リニューアルします！ 豊かな温泉に恵まれた地「南阿蘇」。
その特徴は、それぞれの温泉が近場にありながらも泉質に個性があり、立ち寄り温泉と
して利用できる施設が多いことです。今回温泉マップのリニューアルにあたり、新たに
熊本地震から復旧した「アコンカグアリゾーツ」
「小山旅館」の2施設が加わり、立ち寄り
温泉を楽しめる施設は村内に全13カ所、家族風呂のある施設は全5カ所になりました。
「アコンカグアリゾーツ」は、以前は140年以上の歴史を誇る栃木温泉「荒牧旅館」で
した。熊本地震で設備が損傷し再建困難と思われていましたが、この度プールやバーを
備えたリゾートホテルとして新たに生まれ変わりました。
同じく栃木温泉の「小山旅館」も施設や泉源の損壊の激しい状態でしたが、この度名前
もそのままに無事復旧を完了。ロビーから望む鮎返りの滝、川のせせらぎを楽しめる露
天風呂などの以前の魅力もそのまま残っています。
これで熊本地震で被災し再開を目指していた温泉旅館は全て復旧しました。ぜひこの
時期に、地元の名湯巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか？

〈問い合わせ〉
（一社）みなみあそ観光局

℡0967（67）2222

NPO法人クラブ南阿蘇からのお知らせ
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隣の落ち葉吹き寄せて

肥後狂句︵阿蘇御神火会︶

迷惑千万

酸欠になり救急車

髷げ掴み反則で負け

熱の入り

熱の入り

調子はずれの子守歌

生娘の血は味の良え

眠られん

抜ける髪には逆らえん

蚊曰く

手に負えん

藪ではじっと待ってます

白酔

松山キヨ子

桐原

大塚ほたる

藤本じゅん子

蚊曰く

松嶋よう子

晴代

栗を剥く忙しさもまた楽しんで

征男

倉石

庭の隅灯りのごとく曼珠沙華

藤本

敬吾

肥後狂句

見たい食べたいでも法度

下田喜八郎

つまづいて 左の膝が不甲斐なひで
昔からの田減らさした
栗柿桃の今が旬

今が旬

短歌

老の身体は未知なる世界よ

移動するただそれだけで支えいる

畑より野菜を持ちて味噌汁を
食べる独居の小さき幸せ

松山みなみ

※作品を提出される際は、必ず「お名前」
「連絡先」を
ご記入ください。

伸び放題の庭の草

鄙住まひ栗飯の栗大盛りに

中島

蘇水

〈提出日〉毎月5日締め切り
〈宛先〉
〒869-1404 南阿蘇村大字河陽1705-1
南阿蘇村役場 政策企画課企画係
〈Eメールアドレス〉skikaku@vill.minamiaso.lg.jp
〈お問い合わせ〉政策企画課企画係 TEL0967（67）2230

手に負えん

虫喰いの栗も大事に渋皮煮

菊池

俳句︵火の国俳句会︶

名月へ闇深くする朴がしわ

藤本じゅん子

兼題︵秋の山︶

足老いて遠くなりけり秋の山

征男

藤本

中島

秋の山夕陽に総身燃やしをり

色絵の具ぶちまけて描く秋の山

松嶋よう子

敬吾

名も知らぬ小さき花や秋の山

菊池
蘇水

密避けて林道ウォーク秋の山

「広報 みなみあそ」では、団体加盟の作品の他、
村民の皆さんの作品をお待ちしています。俳
句や短歌、イラストなど、どしどしお寄せくだ
さい！

高森高校発信!! 南阿蘇検定（第8回）
の わき なつ み

高森高校 2 年の野脇渚未さん（高森町）が大好きな南阿蘇村の魅力を楽しく知ってもらいたいという思いか
ら、総合的な探究の時間に「南阿蘇検定」を作成してくれました。ぜひ挑戦してみてください。

第15問 つは何でしょうか？（ヒント：日本人といったら…）

あそのみなみのあきまつりでは、毎年恒例の人気プログラムが 2 つあります。
「抽選会」ともう一

❶ パンの詰め放題

❷ 米掴み

❸ サバイバルゲーム

第16問 ❶ 草村大成さん ❷ 煉獄杏寿郎さん ❸ 吉良清一さん
南阿蘇の現村長はこの中のどなたでしょうか？

※答えは 12月号にて

第7回（10月号）の解答
第 13 問
第 14 問

❷「400年以上」

戦国時代、戦火に散った中村伯耆守惟冬の妻子が、戦いに散った惟冬とその家臣たちの御霊を弔う
ために桜の苗木を植え、一心に行をおさめたというところから「一心行」の名がついたとされます。
❶「浴衣を着ること」 夏のお祭りを存分に堪能できる面白いアイデアです。
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図書室だより

おめでとうございます
夫
妻
夫

新刊情報！
〜新刊図書案内〜

妻
夫
妻

〈敬称略〉

ロー マッシュー ジョーダン〈白川〉
杉本 彩佳〈白川〉
森野 紫文〈第八駐在〉
渡邊 青空〈第八駐在〉
井川 雄太〈立野駅〉
副島美由紀〈熊本市中央区〉

こんにちは赤ちゃん
らん

た

ゆう

【出版】 講談社
【著者】 有川ひろ

わ

文藝春秋
東野圭吾

【出版】
【著者】

KADOKAWA
湊かなえ

【出版】
雑学の森
- ハマる！ウケる！カシコくなる！ -

青春出版社

【出版】
野菜の恩返し
- 野菜もよろこぶ魔法の103 レシピ - 【著者】

主婦の友社
平野レミ

ドキュメント

〈

〉内は世帯主・行政区

な

そう

【出版】
【著者】

透明な螺旋

〉内は保護者・行政区

菊池藍太郎くん 〈昭一・奈津子・第四駐在〉
今村 優那ちゃん〈伊貴・晃子・第七駐在〉
植原
想くん 〈正太郎・愛・東下田〉
今村 和湖ちゃん〈祐一朗・麻衣・喜多〉

■一般
みとりねこ

ろう

〈敬称略〉

〈

こ

おくやみ
下田 広義
工藤
眞
岩本 良喜
荒牧 德義
渡邉 知俊
藤本 末信
後藤 一男
古澤ゆり子

〈敬称略〉

67歳〈本人・両併一〉
83歳〈本人・白川〉
86歳〈本人・吉田二〉
92歳〈本人・第五駐在〉
84歳〈本人・東下田〉
88歳〈本人・下田〉
65歳〈本人・袴野〉
88歳〈本人・立野駅〉

※戸籍届出時の住民登録に基づき記載しておりま
す。
（同日転入の場合は除く）

■児童書
社協告知板

モノのできかた図鑑
（輪切り図鑑クロスセクション）

次の方から南阿蘇村社会福祉協議会に寄
付をいただきました。
香典返し

【出版】
あすなろ書房
【著者】 スティーブン・ビースティー

くろくんとちいさいしろくん

【出版】
【著者】

あつかったらぬげばいい

【出版】
白泉社
【著者】ヨシタケシンスケ

童心社
なかやみわ

【出版】
3 分間ミステリー
- かくされた意味に気がつけるか？ - 【著者】

ポプラ社
高木敦史

【出版】
【著者】

小峰書店
庄司タカヒト

遊んで学べる算数マジック 3

利用者の読みたい本に少しでもお応えできるよう、リクエス
トや予約なども受け付けています。
（要望にお応えできない
本もありますので、ご了承ください。
）

皆さんのご利用お待ちしております。
〈問い合わせ〉
南阿蘇村図書室 ℡0967（65）8581
教育委員会 ℡0967（67）1602
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〈敬称略〉

山室
岩本
大塚

鈴子・両併二 〈亡夫・山室幸一〉
孝之・吉田二 〈亡父・岩本良喜〉
春美・埼玉県 〈亡父・小堀明〉
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NOVEMBER

日

10/31

月

火

2

1

水

3

木

4

金

5

土

6

7カ月児健診

固定資産税（第3期）
国民健康保険税（第4期）
納付期限日

（白水保健センター）

8月〜11月生まれの
お誕生会（要予約）
（わくわくひろば）
渡邉内科

南阿蘇村河陰
0967（67）1777

馬原内科医院

高森町高森
0967（62）0646

7

可燃ごみ 長陽

8

可燃ごみ 白水・久木野

ビン・缶類 白水・長陽

9

10

大きくなあれ！

（わくわくひろば）

可燃ごみ 長陽
ビン・缶類 久木野

可燃ごみ 白水・久木野

11

12

歯っぴい健診

動物とふれあおう

13

（白水保健センター）（要予約）
（わくわくひろば）

乳幼児のための
おはなし会

11：00〜11：20
（南阿蘇村図書室）
渡邉総合内科クリニック
高森町高森
0967（65）2201

14

可燃ごみ 長陽

15

可燃ごみ 白水・久木野

新聞・雑誌・ダンボール
白水・長陽

16

17

可燃ごみ 長陽
新聞・雑誌・ダンボール 久木野

可燃ごみ 白水・久木野

18

19

散歩に行こう！

育児相談

（子育て支援課）
）

20
乳幼児のための
おはなし会

（わくわくひろば）

14：30〜15：00
（南阿蘇村図書室）

追加健診
【特定健診等】

（白水保健センター）

廃食油回収日

阿蘇立野病院

南阿蘇村立野
0967（68）0111

21

可燃ごみ 長陽

22

可燃ごみ 白水・久木野

ビン・缶類 白水・長陽

23

24

可燃ごみ 長陽
ビン・缶類 久木野

25

可燃ごみ 白水・久木野

26

27

3歳児健診

（白水保健センター）

ベビーマッサージ

（要予約）
（わくわくひろば）

乳幼児のための
おはなし会

11：00〜11：20
（南阿蘇村図書室）

藤本医院
南郷谷リハビリテーション
クリニック
高森町高森
0967（62）3351

28

可燃ごみ 長陽

29

南阿蘇村中松
0967（67）0020
可燃ごみ 白水・久木野
不燃ごみ 長陽

ペットボトル 白水・長陽
不燃ごみ 久木野

30

12/1

可燃ごみ 長陽
不燃ごみ 白水
ペットボトル 久木野

12/2

可燃ごみ 白水・久木野

12/3

12/4

村県民税
（第4期） 村県民税
（第4期）
国民健康保険税（第5期） 国民健康保険税（第5期）
口座振替日
納付期限日

平田医院

高森町高森
0967（62）0216

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 白水・久木野

各種行事やイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の状況により急な変更の可能性があります。 発熱により医療機関にかかられる際には、必ず事前の電話をお願いします。
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ほり た

し

ほ

堀田 志保さん（立野）

村上 蓮斗くん（男）

H30年

11月11日

11月19日

みんな大好き！

畑仕事や
食器洗いを
手伝ってくれます

かば しま

椛嶌 あきちゃん（女）

▲

保護者／涼太さん・知佳さん

生まれ

ふじ わら

か

い

ツイッター

▲

生まれ

じぃじ、ばぁば、
いつもありがとう！

LINE メニューでの
受信設定を
必ずお願いします

下田

藤𠩤 嘉生くん（男）

第六駐在

下田

乙ヶ瀬

保護者／祥太さん・奈菜さん

保護者／剛士さん・のりこさん

保護者／恭一さん・奈緒美さん

人口

■応募方法 誕生月の前月５日（５日が休日の場合は５日以降直近の平日）までに、写真・

【お問い合わせ】政策企画課企画係

▲

創刊 200 号の節目を機に、これまでの「広報みな
みあそ」全てをデータ化し、村公式 HP へ掲載しまし
た。右 QR コードを読み取っていただき、ぜひご覧
ください。
注：データ容量が大きいため、Wi-Fi（ワイファイ）通信環境下での閲覧を
成
オススメします。

男

5,002

女

5,315

計

10,317

世帯数

（−14）

（−14）

（−28）

4,657

（±0）

令和3年9月30日現在
（前月比）

㈱城野印刷所

編集
後記

℡0967
（67）2230

南阿蘇村

一言コメント・お子さんの氏名と生年月日・保護者の氏名・連絡先を添えて
役場政策企画課企画係までお申し込みください。

URL http://www.vill.minamiaso.lg.jp/ 印 刷
E-mail skikaku@vill.minamiaso.lg.jp

３歳の誕生日を迎えるお子さんを募集します

フェイスブック

TEL 0967
︵67︶
2230
FAX 0967
︵67︶
2073

生まれ

ライン

た いち

H30年

11月5日

れん と

むら かみ

村上 太一くん（男）

▲

H30年

お外で遊ぶの
大好き♪

〒869︲1404 熊 本 県 阿 蘇 郡 南 阿 蘇 村 大 字 河 陽 1 7 0 5 番 地 1

さい

南阿蘇村役場政策企画課

生まれ

南阿蘇村
公式 SNS 運用中 !!

編 集・発 行

H30年

11月1日

200

Vol.

お問い合せ先☎0967
︵67︶1111

y
p
p
a
H
３
y
a
d
h
t
Bir

お誕生日
おめでとう

11
月号

凛とした佇まいが素敵な堀田志保さんは、アスペクタの
カルチャークラブなどでダンスレッスンを開かれているダ
ンスの講師。自身もテレビ番組への出演や、ダンスコンテ
ストで決勝大会に出場するなどの華々しい経歴を持たれて
います。
今年の 3 月から開始したアスペクタのダンスレッスンに
は現在、保育園児から高校生までが参加。
「とにかく楽し
く！」をモットーに日々のレッスンをおこなわれています。
ダンスの上達はもちろんですが、ダンスを通して自己表現
の楽しさや積極性、努力することの大切さ、充実感を知っ
てもらい、ダンス以外にも活かしてもらえたら嬉しいと話
されます。特に、保育園児などの小さい子たちは自らダン
スを披露できる機会が欲しいと話すようになるほどの自信
と自主性が生まれたとのこと、コロナ禍でイベントや祭り
などが少なくなり、子どもたちがダンスを披露できる場が
ないことが今とても悲しいとも話されます。
また、
「南阿蘇の子どもたちは良い意味で自由、しっか
りと自分を持っており自信に溢れている」との面白い話を
聞くことができました。堀田さんのダンスレッスンの詳し
くは 12ページに掲載しています。

むら かみ

広報みなみあそ
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