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新年のあいさつ

髙巢 泰葊
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ます。
また昨年８月には、令和２年７月豪雨に続
き記録的な大雨を観測いたしました。
この大雨により、町道や町河川等の公共土
木施設及び、農地や水路等の農業土木施設で
件、約６億２，０００万円の被害が発生し
ました。その他にも小災害等が数多く発生し
ており、早期復旧に向け全力で取り組んでい
るところです。
新型コロナウイルス感染症や大雨に伴う災
害等多くの天災に見舞われた年ではありまし
たが、明るい話題も数多くございました。
一昨年から延期となっていた、東京２０２
０オリンピックが７月に開催され、和水町出
身のバドミントンプレーヤー葊田彩花選手
が、バドミントン競技女子ダブルスに出場し、
５位入賞を果たされました。
前十字靭帯断裂という大怪我を負いながら
も、最後まで全力で戦う姿は、私達に勇気と
感動を与えてくれました。
また、町内の中学生達も大変活躍しており
ます。６月に開催されました、第 回熊本県
中学生バスケットボール優勝大会におきまし
て、三加和中学校男子バスケットボール部が
初優勝を果たし、７月には熊本県中学校総合
体育大会水泳競技大会において、菊水中学校
水泳部の生徒が２つの種目で１位に輝き、第
回全国中学校水泳競技大会にも出場してお
ります。
更に、 月に開催された玉名荒尾中体連駅
10

和水町長

新年明けましておめでとうございます。
町民の皆様におかれましては、希望に満ち
た輝かしい新春をお迎えのことと心からお慶
びを申し上げます。
平素より、町政に対しまして、ご理解とご
協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
年頭に当たり謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。
昨年を振り返りますと、新型コロナウイル
ス感染症の第３波で感染拡大が広がる中、新
年を迎えました。
その後も感染の拡大と減少を繰り返しなが
ら、６月下旬に従来型のウイルスが変異した
「デルタ株」による、第５波が猛威を振るいま
した。
現在、第５波も落ち着いておりますが、皆
様ご承知のとおり更なる変異株である「オミ
クロン株」が発見され、日本国内におきまし
ても、第６波が懸念される状況となっており
ます。
町といたしましては、昨年の５月中旬に開
始した、高齢者施設等への新型コロナウイル
スワクチン巡回接種を皮切りに、これまで２
回の接種を進めて参りました。
現在、皆様への３回目のワクチン接種に向
けて、医療従事者等への接種など、環境を整
備しているところでございます。
町民の皆様におかれましては、ワクチンの
接種と併せ、基本的な感染対策の徹底に引き
続きご協力賜りますよう厚くお願い申し上げ
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61

伝 競 技 大 会 に お き ま し て、菊 水 中 学 校 男 子
チームが、大会新記録での優勝を果たしまし
た。
葊田選手や町内の中学生達のこうした活躍
を聞くたびに、心から感激しており、今後も
町をあげて応援して参る所存でございます。
町政に関しましては、これまで昨今の人口
減少や少子高齢化の問題への対策、また、和
水町の活性化のために多くの施策を講じて参
りました。
その中でも菰田橋の架け替えが決定し、す
でに工事へ着工されております。町の縦軸に
当たる道路の整備も目に見えて進んでおり、
また住宅用地造成事業による「藤田さくらタ
ウン」分譲地も造成した 区画が完売してお
ります。更に学校跡地活用事業で取り組んで
いる企業誘致に関しましても、複数の町外企
業の進出が決定しております。
このような事業に引き続き粘り強く取り組
むとともに、当町の将来像であります「笑顔
輝き 魅力あふれる和水町」の実現に向け、
町民の皆様の声を町政に活かし、町議会をは
じめ各種機関と連携をとりながら、町民が安
心して暮らすことができるまちづくりの創造
に迈進して参ります。
結びに、今後とも町政に対するご支援とご
協力を賜りますようお願い申し上げますとと
もに、皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念申
し上げまして、年頭の挨拶とさせて頂きます。
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新年明けましておめでとうございます。町

が動かされました。和水町出身でバドミント

ような努力を積み重ねてきたことが伺えて心

見ると、この日のために何年間も血のにじむ

志垣 信行

民の皆様も健やかに新春をお迎えのことと心

和水町病院事業管理者

スがありました。東京オリンピック、パラリン

からお慶び申し上げます。

蒲池 恭一

ピックが昨年夏に開催され、本町出身の葊田

和水町議会 議長

和水町民の皆さま、明けましておめでとう
ございます。

ン女子ダブルス世界ランキング 位だった葊

ヶ月前に右膝前十字靭

出たので、ご心配された人も多かったと思い

かったのですが、有明地区では感染者が多く

も受けられたとのことで、早く回復し再び活

場され根性を見せてくれました。その後手術

を発揮できず残念でしたが、装具をつけて出

帯断裂という大けがをしてしまい十分に実力

田彩花選手は、開催

ます。また春には有明地区の公的病院である

年でした。和水町では感染者は少な

荒尾市民病院、くまもと県北病院に続き当院

今原稿を書いているのは２０２１年の 月

躍されることを願っています。

に対する意識が高く、協力体制も整っていた

も高かった為であり、町民の皆様の感染予防

た。これは和水町ではワクチン接種率がとて

波に対しても和水町では感染者はわずかでし

７月から猛威をふるったデルタ株による第５

その後ワクチンの集団接種が順調に進み、

中和抗体を使用するカクテル療法は

ます（休日や夜間は行っていません）
。治療も

れ、町立病院でもこの方法で検査を行ってい

で行うＮＥＡＲ法は、

検査に関してはＰＣＲ検査と同じ核酸増幅法

できません。ただ対策もかなり進んでおり、

い時期にウイルスは活動しやすいので安心は

す。このまま増えなければ良いのですが、寒

下旬です。コロナウイルス感染数は全国的に

からだと感心しております。今年は３回目の

滴で高い効果が得られ、多くの患者さんは翌

大幅に減少し、熊本も感染者０が続いていま

ワクチン接種も予定されています。円滑にワ

日か翌々日には解熱し、重症化も防ぐことが

してしまいました。紙面をお借りして心から

クチン接種ができるよう町立病院としても最

回の点

分程度で結果が得ら

大限協力したいと考えております。

お詫び申し上げます。

止に追い込まれ皆様には大変ご迷惑をおかけ

もクラスターが発生し、外来閉鎖や入退院中

された

昨年も一昨年に続きコロナウイルスに翻弄

彩花選手が女子バトミントンダブルスで出場

幸いにして人的被害はありませんでしたが、

1

和水町議会を代表いたしまして、謹んで新
し、町民に感動と勇気を与えてくれました。
次回のパリオリンピックでの更なる活躍を期
待したいところです。
日にかけて、局地

避難所２か所を開設し、多くの方が避難され

1

年の御挨拶を申し上げます。
町民の皆さまには、輝かしい新春を迎えら
れたこと、心からお慶び申し上げます。また、
日から

的に猛烈な雨が降るなど九州北部地方は記録

昨年は、８月

支援、御指導を賜り、心より厚く御礼申し上

的な大雨となりました。本町においても長期

旧年中は和水町議会に対しまして、温かい御
げます。

間に渡り前線が停滞し、警戒レベルでは最も

内においても緊急事態宣言が発令されるなど

ました。河川や道路、農地、山林も大きな被

11

さて、昨年は世界各国で感染拡大が広がっ

社会生活が大きく変化する年となりました。

害が発生し、現在、復旧に向け取り組んでい

高い緊急安全確保が発令されました。

全国的に感染者数が増加し、医療従事者をは

るところです。

た新型コロナウイルスの影響により、日本国

じめとする方々へのいわれのない偏見や差別、

今年４月には、私ども議員は４年の任期が

また、不確かな情報に惑わされる差別やいじ
めなどの様々な問題が発生しており、改めて

満了し、町民の皆様方の審判を受けることに
覚し、議員としてより一層の資質向上に努め

なりますが、議員一人ひとりがその責務を自

本町においても、町イベントや学校行事、

るとともに、議会の活性化に引き続き取り組

町民の生活を守ることや人権問題への取組の

地域の諸行事などが中止され、飲食業、観光

みながら、町民の皆さんの負託とご期待に応

重要性を感じております。

業においては予約キャンセルなど事業の継続

とを心よりお祈りし、新年の御挨拶とします。

で実り多く、大いなる飛躍の年となりますこ

ますとともに、本年が皆様にとりまして幸せ

理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ

どうか、本年も町議会に対し、さらなるご

ります。

えるべく、誠心誠意尽くしてまいる所存であ

このような中、スポーツ界でも大きなニュー

れて良かったと思います。地の利もあったで

中止論なども出ていましたが、やはり開催さ

パラリンピックが開催されました。直前まで

さて昨年は１年遅れで東京オリンピックと

最後になりますが、今年も皆様が健康で過

でマスクの着用や手洗いは感染が完全に収束

しれません。ただ感染しないことが大切なの

いますので、入院することも少なくなるかも

できます。今年は内服治療薬も出てくると思

ごされますことを祈念して新年のご挨拶とい

するまで続けなければならないと思います。

たします。

しょうが、日本選手の活躍が毎日伝えられス

本選手だけでなくどの国の選手であれ勝った

ポーツニュースを見るのが楽しみでした。日

時の喜びの表情、負けた時の悔しがる表情を

3│広報なごみ│2022 January│

1

15

1

30

12

に大変ご苦労されております。
本町では、令和３年３月から医療従事者へ

％の接種が

65

のワクチン接種が始まりました。５月から高
％、全体で

齢者のワクチン接種が開始され、接種率は
歳以上の高齢者は

89

回目の接種に向け
3

て準備が始まっているところです。

完了しました。現在は第

95

令和３年度

中学生の「税についての作文」
優秀作品紹介

11月13日土、玉名市民会館大ホールで、令和３年度
中学生の「税についての作文」表彰式が開催されまし
た。

今年度は荒尾玉名地域の中学生3,925人から1,108
編の応募があり、和水町からは４人の生徒が表彰され
ました。

また、
「税についての作文」の募集について、特に協
力が顕著な中学校として三加和中学校に全国納税貯蓄
組合連合会から感謝状が贈られました。

・和水町教育長賞………………………………池田啓太郎（菊水中学校３年）
作文募集推進校感謝状…三加和中学校
・全国納税貯蓄組合連合会

彩里（三加和中学校３年）
なべしま

真唯（菊水中学校３年）
い

いけ だ けい た ろう

・和水町長賞……………………………………谷㟢

ま

たにざき

わ

の

よしなが

さい り

・玉名税務署長賞………………………………鍋島

希和（三加和中学校２年）
・熊本県納税貯蓄組合連合会会長賞…………吉永

熊本県納税貯蓄組合連合会会長賞

わ

が少なくなり、生活に余裕がなくなっ

てしまう。そして、お年寄りが増える

ばかりで子供が少なくなる。すると、

また一人あたりの税金が増え、所得が

減って、物価が低くなり、経済が停滞

してしまうという悪循環につながりか

ねない。

私 は、義 務 教 育 は 先 行 投 資 だ と 思

う。今からしっかりと基礎を学び、社

会にでて働くようになったときに税金

払われており、税金が給料として支払

の教職員のお給料や経費も税金から支

また、学校に勤務している先生達など

書にいたるまで、税金が使われている。

や国の防衛などいつもあたり前だと

てきていると思う。例えば、道路整備

金、他にも気づきにくいところで返っ

がいたりするが、私は、義務教育や年

近年、税に関して、さじを投げる人

を支払うことで還元されていっている

われている人達のことを公務員といっ

思っているところにこそ、税金が使わ

日本には、義務教育という制度があ

たりする。毎年、各教科の教科書が配

れていたりもする。あまり気づかない

のではないかなと思う。また、税金の

られるときなどには先生方が、教科書

ようでも、税金は私たちの役に立って

り、年齢に応じて、小学校、そして中

は税金で買ってもらったもののため、

いる。何気ないことにも感謝し、いつ

支払いには、年金の前払いだという考

大切に使用する事を話される。公務員

ものあたり前にもたくさんの人の努力

学校に通っていく。小学校、中学校に

には、警察官や消防士などさまざまな

と労力があって、その上に成り立って

え方もある。

職が含まれている。その職業は共通し

いるということを忘れてはいけないと

み、一 人 あ た り の 支 払 う 税 金 が 高 く

し か し、現 代 で は 少 子 高 齢 化 が 進

な人は減ると思う。

人々がそうなってくれれば、自分勝手

とは不可能だろうが、少しでも多くの

思う。誰もが等しくこのように思うこ

なってきている。このままいけば、所得

るためにあるのだと思う。

て、皆が安心安全でより豊かに暮らせ

は、設立から個人で使用する机や教科

『みんなのために』

吉永 希和
の

よし なが

二年
三加和中学校
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玉名税務署長賞

『みんなの生活と命を守る税金』

短くなった方や、休業中に賃金を受ける
ことができなかった方に支給される「対応
休業支援金」
、国民一人当たり一律十万円
支給された「特別定額給付金」
、これらは
すべて税金から出されたものである。他に
も、コロナウイルスのワクチン接種や、Ｐ
ＣＲ検査など、税金のおかげで無償で受
けることができている。私の母は、高齢者
の方々の介護をする老人ホームに務めてい
る。コロナウイルスは高齢者の方ほど重症

和水町長賞

た、その基準でも、飲食料品など一部生活必

需品の税率を８％に据え置くことで、所得

が低い人ほど税負担が重くなる「消費者の

逆進性」を緩和している。また消費税だけ

でなく企業側のメリットとしては、軽減税率

対象品目の売上低下の緩和ほか、テイクアウ

トや出前、宅配サービスの需要増加など、

お互いにメリットがあることが分かった。

私は、今まで「税」について深く考えてい

なかった。しかし、いざ調べてみるとこんな

感染してしまうと、すぐに広まる可能性

とがある。それは、百均やダイソーなどでよ

私は、今まで税について気になっていたこ

た。しかし、この制度のデメリットはないだ

側にもお互いにメリットを生むことが分かっ

て知ることができた。私たち買う側にも売る

にも「税」って大事なんだということを改め

が高く、心配だと話していた。そんなとき

くあることで、物によって税のかけられ方が

ろうか。そう考えた時、調べてみることにし

『軽減税率の
メリット、デメリット』

患者が報告されると、それからわずか数

に日本にワクチンが導入され、税金のおか

異なるということだ。ある日、買い物をして

た。すると、対象品目の棲み分けの曖昧さ

化しやすいものもあるので、母は一人でも

か月ほどの間にパンデミックと言われる世

げもあり、母や高齢者の方々はすばやくワ

いると、 ％だと思って買った時、 ％でな

２０１９年、 月初旬、中国の武漢市

界的な流行となった。日本でも驚くほどの

クチンをうつことができた。早急に施設の

く耳にするようになった。そんなときに救

が伝えられ、
「医療崩壊」という言葉もよ

た。ニュースでも毎日多くの新規感染者数

なり、経営が厳しくなるお店が増えていっ

の呼びかけによりお客さんも入ってこなく

た。すると、十分な営業ができず、自粛

設の使用制限などの要請や指示が行われ

映画館、飲食店など多くの人が集まる施

自粛をはじめ、学校の休校や、百貨店や

回目の緊急事態宣言が出された。外出の

て税金を納めていきたいと心から思う。私

できる年齢ではないが、将来、責任を持っ

ムだと思う。私はまだ税金を納めることの

るこの世の中だが、私はすばらしいシステ

税金について、さまざまな声があがってい

の中でも私たちを救ってくれている税金。

このような、おもいがけない世界的危機

てくれるヒーローのような存在にみえた。

私は、税金は私たちの生活と命まで、守っ

認されていないそうだ。このことを聞いた

は、まだ一人もコロナウイルス感染者は確

からか、母が務めているその老人ホームに

皆さんがワクチンを接種することができた

税の軽減税率制度をさすことが多いことが

では２０１９年

月以降に導入された消費

される税率をいう。この「軽減税率」日本

より低い税率を適用すること、または、適用

変えることを「軽減税率」といって標準税率

めだということです。この、物によって税を

費税増税による消費者の負担を軽減するた

それは、物によって税を変えることで、消

け方が違うのには理由があった。

ないのかと思いました。しかし、この税のか

ろうか、税は平等にしないといけないのでは

てしまうと不利になってしまうものはないだ

のかけ方が違うのか。ものによって税をかえ

く８％で売っていた。なぜ、商品によって税

のおかげでお互いが平等な関係になっている

「税」は難しいことだが、この「軽減税率」

いがこの制度は間違いではないと感じた。

このことから私は、確かにデメリットは大き

おこる可能性があるということが分かった。

制度の見直しや、新制度導入の検討などが

なければ、それを補うための増税や現税収

べ、税収が少なくなり、また税収が十分で

り深く調べていくと、税収が減るという問題

まうなど、デメリットになることもある。よ

にとっては、外食を控える消費者が増えてし

た、飲食店などの税率が

などのデメリットがあることが分かった。ま

10

％に増やした場合と比

もあった。この制度を導入すると、すべての

対象品目の税率を

10

いった。２０２０年、４月 日、全国に一

世主かのように現れたのが「税金」であ

たちが税金のおかげで助かったように、納

分かった。この制度が導入されたのは、消費

10

％になる事業者

新型コロナウイルスの影響で生活が苦し

めた税金が必ず誰かの希望になっていると

のでとてもいい制度だと思った。

る。
くなっている方に支給される「生活困窮者

者を思っての行動だと知ることができた。ま

10

例目の新型コロナウイルス感染症

い

確信して。

10

で第

谷㟢 真唯
ま

たに ざき

三年
菊水中学校

り

スピードでみるみる感染者数が増加して

12

自立支援金」
、要請が行われ、勤務時間が
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鍋島 彩里

さい
なべ しま

三年
三加和中学校

16

1

和水町教育長賞
池 田 啓太郎

ろう
た
けい
だ

り、電車やバスの料金も高くなる。授業
では、環境の整っていない所で勉強せざ
るを得なくなる。また、教科書代をはら
わなくてはならない。そうなると授業に
参加できない人たちも出てきて、家で働
かなければいけない人たちも出てくると
思う。これが続くと、勉強をできなかっ
た人たちが大人になり、社会をになうこ
とになり、悪循環が起こると思う。
僕たちには学校で勉強できる権利があ

りお金がかからないなどを、あたりまえ

町を安全に歩ける。病院に行ってもあま

今、僕たちは勉強ができる。きれいな

し値段が高くなるので嫌だなと思ってい

直税は、計算がめんどくさくなるし、少

保障されていることを知った。僕は、正

権利は、税を納める国民の義務によって

る。このあたりまえのように感じていた

のように感じて生きている。しかし、こ

たが、自分や他の人たちの権利が保障さ
れていると思うと、社会に貢献した気持

大会などが行われる陸上競技場などの施

金が使われている。さらに部活動では、

の建設や、机、椅子、教科書などにも税

られている。次に、授業では、教育施設

路、橋、電車、バス、信号も税金でつく

に安全に通うためのゴミのないきれいな道

なと思いました。これから大人になって

ワンフォーオール・オールフォーワンだ

困っている人のために使われる。まさに、

災害時やコロナウイルスの感染対策など

税金は一人一人がみんなのために納め、

だけでなく他の人々の権利も守っている。

このように、税は、自分の権利を守る

ちになりうれしい気持ちになる。

設づくりにも税金が使われている。この

さらに多くの税金を負担しなければいけ

ろう。学校に通う時、整備されていない

もし、税金がなかったらどうなるのだ

つか自分も助けられる時がくると思う。

すれば、もっとより良い社会になり、い

思ってちゃんと納めようと思った。そう

ないと思う。しかし、みんなのためだと

道路や橋をわたらなければならなかった

の税金で成り立っている。

ように、あたりまえの学校生活は、多く

学校に目を向けてみると、まず、学校

り立っている。

れらのあたりまえは、税金があるから成

『ワンフォーオール・
オールフォーワン』

いけ

三年
菊水中学校

まちの話題
令和 3 年度 和水町防災講習会

11月27日土、旧春富小学校体育館で、
「和水町防災講
習会」を開催しました。春富校区の自主防災組織と消防
団など、約100人が参加しました。

本収三氏を講師に迎え、「熊本県の災害発生リスクとマ
イタイムラインの作成」をテーマに、豪雨災害や地震の
発生するメカニズム、防災マップを活用したマイタイム
ラインの作成手順について、お話をしていただきまし
た。

熊本県危機管理防災課自主防災組織活動支援員の川

川本氏によると、「一人ひとりがマイタイムラインを
作成し、災害の脅威が迫る前に、早め早めの避難を心が

け、いつ避難を開始するかを明確にしておくことで、い
ざという時にあわてずに避難することができ、命を守る
ことにつながる」とのことでした。
今回の講習会は、参加者一人ひとりが防災について考

える良い機会となり、地域の防災力向上につながる大変
有意義なものとなりました。

くまもとマイタイムラインガイドブック
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まちの話題
なごみ町ガイドブック（移住定住編）完成！
11月10日水、
「菊池川流域の恵み」体験協議会の役員
３人が来庁、なごみ子ども出版社の事業成果について、
町長と教育長に報告されました。
令和３年度の成果品「なごみ町ガイドブック」は、菊
水中学校１年生の坂本翔くんを含む県内中高生５人が社
員となり、「行ってみよう！住もう！和みのなごみ町」
というテーマを自主的に決め、記事執筆、写真・動画
データの撮影やデザイン編集を行い完成したそうです。
社員の日常生活や最長片道きっぷの旅（北海道稚内駅⇒
佐賀県肥前山口駅）のレポート、元社員の近況報告な
ど、移住定住を考えるきっかけとなるような情報を等身
大で伝えています。
道の駅きくすいにある和水町移住定住支援センターに
て、数量限定で無料配付中ですので、興味のある人はぜ
ひご覧ください。成果品の一部（動画）は、右の二次元
コードにアクセスし、YouTube で見ることができます。
なお、なごみ子ども出版社では、令和４年度の社員
（中高校生）を募集中です。パソコンをもっと上手に使
いこなしたい人、デザインやクリエイティブなことに興
味がある人の応募をお待ちしているそうです。

右から「菊池川流域の恵み」体験協議会の
前垣芳郎会長、髙巢町長、三次浩美協議会役員、
岡本教育長、山本博協議会事務局長

YouTubeの動画はこちらから

【お問い合わせ】
「菊池川流域の恵み」体験協議会
なごみ子ども出版社 glocallabo@gmail.com

いっぱいゴミを拾ったよ！ ～菊水ひまわり園ゴミ拾い～
11月１日🈷🈷🈷🈷
🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷 🈷🈷🈷🈷 🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷🈷
周辺のゴミ拾いを行いました。
毎年ボランティアでゴミ拾いを行っていますが、昨年から新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、園児
がごみを探し、保育士が拾うという方法で行っています。
園児たちは、手にバケツを持って、「先生、ゴミあったよ～」「こっちにも見つけたよ」と言いながら、小
さなごみまで見つけ、一生懸命にごみ探しに取り組んでいました。
ゴミ拾いを終えた後には、「駐車場には、たばこのゴミが沢山あったね」「公園の中には、マスクがいっぱ
い捨ててあったよ」と、どんなゴミがあったのか、園児同士で話す様子も見られ、ゴミへの意識を高めた子
どもたちでした。

菊水ひまわり園の子どもたち。広場がきれいになって笑顔！
7│広報なごみ│2022 January│

和水町の

か
旨 ん

❶ 和水町に開業した
きっかけ
❷ お店の特徴

も

Café

restaurant

moto

ハンバーグピーズセット

小籠包の生地を使った白いもっ
ちりオリジナルバンズとジュー
（ポテト、ドリンク付き） 650円 シーな黒豚ハンバーグ

❶ 西吉地の工場兼店舗から始まり40年目。最初は、先代
社長が南関素麺を作っていたが、冬の商品を作りたいとい
う思いから、台湾人に教わって、小籠包やちまきを開発。
今の店舗は、平成23年の４月に開店。隣接する家族湯
の待ち時間での利用や、近所の人も一服される憩いの場
となっている。
❷ 美味しいごはんと雑貨販売。食材は臭みが少なく甘
みがあるこだわりの熊本県産黒豚を使用。小籠包や黒豚
100％のハンバーグ、メンチカツ等も人気。テイクアウ
トで一番人気のハンバーグ弁当やお持ち帰り商品も豊富。

割烹料理店

お弁当

住／和水町大田黒284
営／食事：平日11：00～18：00（オーダーストップ17：30）
土日祝11：00～20：00（オーダーストップ19：30）
テイクアウト：平日10：00～18：00、
土日祝10：00～20：00

休／木曜
他／ハンバーグセット（ご飯、スープ、ドリンク付き）1,000円

オリジナルカレー（サラダ、ドリンク付き）600円
その他セットメニューやデザート、ドリンクあり
全ての商品テイクアウト可

☎0968-34-4244

古酒屋

550円

たこおやじ

たこやき（８個入り）１パック 400円、

２パック 700円、３パック 1,000円

❶ お祭りが好きで、町のために何かせなんと
40年前に趣味程度で「たこやき」の移動車か
ら始め、15年前、津田交差点に店を構えた。
まさかこんなに長く続くとは、お客様に感謝。
コロナ禍でもテイクアウト専門だったおかげ
で、あまり影響はなかった。これからも体が続
く限り頑張りたい。
❷ とにかく40年間材料を一つも変えず、材料
もおしまず、低価格。儲けよりも人に喜ばれる
仕事が出来ることがありがたい。

カラオケ喫茶

地元の食材を使った郷土料理や
割烹料理が味わえるお弁当

❶ 今年で創業133年、現在のご主人が５代目となる。
明治22年、江田が宿場町だった頃に『焼豆腐の煮つ
け』を提供する店として開業。その後、『肉うどん』、
『チャンポン』と代替わりの度に提供メニューを変化さ
せ、４代目から仕出しと弁当の現在のスタイルとなる。
❷ 明治から続く老舗で、和水町で一番古い飲食店。
故郷に対する想いを大切にしており、割烹料理だけで
はなく、辛子蓮根やガネ飯などの郷土料理も出している。
修行で培われた確かな技術は、地元の旬な食材の美味
しさを余すことなく引き出す。その上品な味わいは、法
事や祝い事、おせち料理、お弁当など、色々なシーンで
利用できる。

住／和水町江田4354-3
営／完全予約制
休／不定休
他／お客様のご予算に合わせ
て、鉢盛、弁当の他、仏事
料理、お祝い料理承ります。

☎0968-86-2003

ふわふわのたこやきに独自
で配合したソースとかつお
ぶし、青のり、マヨネーズ

住／和水町津田1265
営／14：00～20：30
休／不定休
他／お好み焼き １枚
（普通）400円、（大）500円
※時間がかかるので、30分
前注文のみ。
ソフトクリーム
200円
やきいも 100g 100円
※毎年11月から

☎090-9071-5980

花

おまかせランチ

680円

料理好きな奥さんが、その日の

（要予約） 気分で作る日替わりランチ

❶ 歌が好きな旦那さんと料理好きな奥さんが退職を
機に、軽食を提供するカラオケ店を始める。
店を始めた当初は歌わなかった奥さんも、今では華
やかな衣装に身を包み、ステージ上で歌いあげるまで
になった。
❷ 口コミにより町外からも多くのお客さんが来られる
人気店。600円で歌い放題、美味しいランチやデザー
トも食べられることから、歌好きの人にとっては、１
日過ごせる憩いの場所になっている。店内は各テーブ
ルに消毒液を常備し、ステージにもアクリル板を設置
するなどコロナ禍でも気持ちよく歌うことができる。

住／和水町瀬川1997-3
営／12：00～17：00
19：00～22：30
休／毎週火曜、第一日曜
他／シフォンケーキと珈琲の
セット 500円

☎0968-86-4207
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ぷらす

」特集第５弾は

なごみマルシェ

寿司、刺身、総菜の鉢盛り豪華
３点セット。

10,000円
❶ 40年程前から鮮魚の移動販売をしていたが、 営／完全予約制
お客さんからお願いされたのを機に、仕出し弁当
注文は３日前までにお願い
や鉢盛を提供するようになった。
します。
❷ 鉢盛りだけではなく、弁当一つにも新鮮な刺身 休／不定休
を入れるのがお店のこだわり。
魚は御主人が早朝に田崎市場で買い付けたも 他／仕出し弁当 1,500円
刺身弁当 1,000円～
の。魚屋の目利きが選ぶからこそ、本当に旨い魚
を食べることができる。
☎
0968-86-3741
店舗も構えず、看板も掲げていないのに、リピー
ターや口コミでお客さんが絶えない人気店となっ
ている。

９月号から５回連載してきた「和水町の旨かもん ! !」
特集では、忙しい中に快く取材にご協力いただきまし

和水町の「旨かもん

お弁当と軽食＋特集。

お祝い事、みんなで食べたい仕出し弁

当から好きなときに好きなだけ食べられ

鉢盛り３点セット

る軽食まで。お一人でも団体でも。コロ

ナに負けない、美味しいものばかり集め

ました。

様々なシーンに合わせて、色んな味を

楽しんでみてください。

前淵鮮魚店

!!

菊屋りんご店・みかん店

週替り弁当（国産チキンの炭火焼きステーキアンチョビバターソー
600円（ご飯大盛り可）

ス、カボチャサラダ、レッドキャベツのクミン風味）

❶ 菊屋としては53年前に開業。「１日１個のリンゴは医者いら
ず」ということわざから、数年前に店名をなごみマルシェ菊屋
りんご店とみかん店に変更。お客様の健康寿命を延ばしたい、
品質のいいもの、生産者がわかっているものを選んで販売。口
コミで来店される人も。みんながお店に来るのが楽しい、わく
わくすると思ってくれる100年企業を目指し試行錯誤中。
❷ コロナ禍でお家時間が増えた人たちに、今まで以上に美味し
くて身体に優しい無添加のお弁当やお惣菜を届けたいと思い、
イタリアンのシェフの「菊屋デリ」を新しく加えた。定番お弁
当（４種）と週替りのお弁当。もっとたくさんの人に知ってほし
い。予約注文でその日に調理。

オシャレで彩も良く、塩分
控えめで、柔らかな肉質
住／りんご店 和水町江田4102-3
みかん店 和水町板楠8
営／9：00～20：00
休／１月１日
他／手作りから揚げのお弁当500円、
国産鶏のチキン南蛮弁当500円、
手ごねハンバーグ弁当600円、
焼肉弁当500円
※全てご飯の大盛り可

☎0968-86-2176（りんご店）
☎0968-42-4120（みかん店）

美感遊創、緑彩館、上弦の月、紅さんざし

た。飲食店のみなさま誠にありがとうございました。
町内事業者のみなさまの町への愛着の深さ、町を元気
に、みんなに笑顔と幸せを届けたいという思いに、取材
をした私たちの方が励まされ、取材を通していろんな人
とお知り合いになれたことで、今後の仕事の幅も広が
りました。美味しいものをたくさん食べて少々体重増
( 笑）
。でも本当に美味しいものは人を笑顔にすると感じ
ました。これからも町内事業者のお役に立てるよう頑張
ります ! !

『生活応援商品券 コロナにま券』の
使用期限は令和４年１月31日月まで
お忘れなくご利用ください！
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湯上がりアイス プレミアム 410円
ノーマル 378円

❶ 地域活性化と三加和温泉郷のPRのため、４店舗で一緒に湯上りアイス「MILK
da MONO」を製作した。プレミアム３種、ノーマル３種で、パッケージに
は和水町の楽しいイラストが描かれている。「なごみ愛」が沢山詰まった個性
的なアイスを、是非めしあがれ。
❷ ６種のアイスは、和水町産の原材料にこだわっている。プレミアムは、ミル
クが濃くビーツの鮮やかなピンクがきれいな「ビーツミルク」、甘さ控えめで素
材本来の味とカラメルがほんのり苦い「パンプキンプディング」、ドライみか
んがのったほんのりみかんの酸味のあるクリーミーな「リッチみかんクリーム
チーズ」。ノーマルは、ジェラートのような食感でみかんや巨峰、レモネードの
それぞれの自然な味がミルクと合わさりミルキーに変化。「みかんとミルクが恋
をした」「ぶどうの甘い誘惑」「レモネードな目覚め」とネーミングも面白い。

濃厚でプチ贅沢を楽しみたい
人は、プレミアム
さっぱりした味がお好みの人
は、ノーマル

住／三加和温泉（大田黒）
営／店舗で異なる
休／店舗で異なる
問／各店舗に直接問い合わせくだ
さい

☎0968-34-2334
☎0968-34-4222
・上弦の月 ☎0968-42-4126
・紅さんざし ☎0968-34-4233
・美感遊創

・和水町緑彩館

木

金

１ 元日

土

母子健康手帳交付
問

健康福祉課 保健予防係
☎0968・86・5724

受付場所

健康福祉課

受付日時
毎週金曜日

午前９時～11時
（日程のご都合の悪い人は、
必ず事前にご相談ください）

６

７

８

ひ 牛乳パックの椅子作り週間

ひ ひろばの日 自由にご利用ください

ピ ピノッキオ 自由にご利用ください

ピ 英語であそぼ（ジョー先生とピノッキオ）

事前予約制

13

午前・午後

７か月児健診

Ｒ３年５月生
午後１時15分～
午後１時45分～
午後２時10分～
健康管理センター

ひ マンスリーフォト週間
事前予約制
午前・午後

誕生祝い

身体測定

ピ ピノッキオ 自由にご利用ください

20

１歳６か月児健診
Ｒ２年５月・６月生
午後１時10分～
午後１時30分～
健康管理センター

（牛乳パックの椅子作り予備日）

14

15

ピ ピノッキオ 自由にご利用ください

27

４か月児健診

Ｒ３年９月生
午後１時15分～
健康管理センター

ひ ひろばの日 自由にご利用ください
（マンスリーフォト予備日）

ピ 英語であそぼ（ジョー先生とピノッキオ）

21

補聴器相談

午前９時～正午
和水町福祉センター

ピ 鬼の面製作

頑張れ～！ハイハイレース（ピノッキオ）

22

事前予約制

午前11時～、午後３時～

ピ ピノッキオ 自由にご利用ください

28

無料法律相談

午前10時～正午
和水町福祉センター

29

事前予約制

（ジョー先生とひろば）

午前11時～、午後３時～

病

院

名（内科）

３日
月
９日
日
10日
月

問 和水町立病院
☎0968・86・3105

日

日直

宿直

１日
外
土

科 外

科

２日
外
日

科 外

科

３日
内
月

科 内

科

３日
月

23日 浦田医院（玉名市）
日 ☎0968・74・2412

総合診療

９日
外
日

科 外

科

10日
外
月

科 内

科

９日 玉名脳神経外科医院（玉名市） 15日 総 合 診 療
土
日 ☎0968・75・1511
16日
前田小児科医院（玉名市） 30日 大礒耳鼻咽喉科医院（玉名市） 10日 ながすクリニック（長洲町） 日 総 合 診 療
日 ☎0968・73・4133
☎0968・74・1333
月 ☎0968・78・0527
22日
外
科
土
16日 岡本外科医院（玉名市）
大林循環器科内科医院（玉名市）
日
病 院 名（外科）
日 ☎0968・74・2277
☎0968・72・3866
23日
外
科
日
23日 酒井医院（玉名市）
和水町立病院（和水町）
１日
29日
日 ☎0968・71・0777
☎0968・86・3105
土
外
科
土
玉名第一クリニック（玉名市） ２日 平山整形外科医院（玉名市） 30日 河野クリニック（玉名市） 30日
日 ☎0968・72・2345
☎0968・72・4165
日 ☎0968・72・4000
日 総合診療

１日 和水町立病院（和水町）
土 ☎0968・86・3105
２日
日

16日 さかき診療所（南関町）
日 ☎0968・53・1125

和水町立病院休日宿直医

８日
総合診療
土

ピ 鬼の面製作

休日在宅当番医
日

・保健・栄養指導を１時間程
度実施しますので、時間に余
裕をもっておいでください。

＊町立病院の日直医・宿直医
は、変更になる場合がありま
す。医師にかかる前には、必
ず事前に問い合わせをして、
担当医師の確認をしてください。

（ジョー先生とひろば）

ひ 英語であそぼ
ひ ひろばの日 自由にご利用ください

①妊婦本人のマイナンバー
（個人番号）がわかるカード
② 交 付 届出人（妊 婦など）の
本人確認ができる顔写真付
きの身分証明書（運転免許
証など）
③印鑑
④妊娠届出書等、妊娠の証明
ができる書類
⑤上のお子様の母子健康手帳
（※第２子以降の人のみ）
そ の 他

ひ 英語であそぼ
ひ ひろばの日 自由にご利用ください

はしご渡りにチャレンジ！（ピノッキオ）

持ってくるもの

総合診療
内

科

外

科

内

科

外

科

外

科
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日

２

１月

月

火

問い合わせ先
■乳幼児健診・健康相談 健康福祉課保健予防係
☎0968・86・5724
■こころの相談 健康福祉課障がい福祉係
☎0968・86・5724
■行政相談 総務課総務係
☎0968・86・5720
■無料法律相談・補聴器相談 和水町社会福祉協議会
☎0968・34・2366

人の動き

ひ 子育てひろば ピ ピノッキオ

３

人 口

前月比
世帯数
出生

9,561 人
－６

６人

死亡

４

11

男 4,562 人 / 女 4,999 人

男 －１人 / 女 －５人

12 人

前月比
転入

－４

12 人

転出

12 人

※外国人を含む統計です。

５

事前予約制

10 成人の日

令和 3 年 11 月末日現在（先月比）

3,827 世帯

ひ 牛乳パックの椅子作り週間

９

水

午前・午後

２か月児健康相談
Ｒ３年10月生
午前９時20分～
午前10時～
保健センター

ピ ピノッキオ 自由にご利用ください

12

ひ マンスリーフォト週間
事前予約制
午前・午後

16

誕生祝い

身体測定

ピ ピノッキオ 自由にご利用ください

ピ 誕生会

ピ 誕生会

17

18

19

１歳児健康相談
Ｒ２年12月生
Ｒ３年１月生
午前９時30分～
午前10時～
保健センター

行政相談

午前10時～正午
和水町役場 本庁
１階町民相談室

ひ 小物入れ作り～赤ほぺ～
12月のマンスリーフォト
～エンジェル～（ひろば）

23/30

事前予約制 午前・午後
（妊婦＆０歳児親子対象 )

ピ ピノッキオ 自由にご利用ください

ピ 手型足型アート、身体測定

ピ 手型足型アート、身体測定

24/31

25

26

31日は納期限日

町県民税
第４期
国民健康保険税
第６期
後期高齢者
医療保険料 第７期
12月のマンスリーフォト
～サンタクロース～（ひろば）

ピ ピノッキオ 自由にご利用ください

Ｒ１年10・11・12月生
午前９時30分～、午前10時10
分～ 保健センター

こころの相談

午後１時～５時 和水町中央公民館
ひ ひろばの日 自由にご利用ください
ピ ベビーマミー

（対象・生後２～６ヶ月）
（午後２時30分～）

子育てひろば
基
事

本
業

①親子の交流
③情報提供

ピ ベビーマミー

（対象・生後７～12ヶ月）
（午後２時30分～）

ピノッキオ
②育児相談
④子育て講座・講習

開設日

毎週

開
時

午前10時～正午、午後１時～４時

設
間

２歳児歯科検診

火・木・金

ピノッキオでは、
「親子の交流」
「子育て相談」
「子育ての情報提供」
「子育てサークル支援」などをとおして仲間つくりや子育てのサポー
トを行なっています。
開設日

毎週月曜～金曜

０歳から就学前の子どもとその保護者・妊婦・子育て支援に
携わる人 おじいちゃん、おばあちゃんの利用もできます。
和水町在住及び町内に勤務する人が利用できます。利用する
前に、電話で連絡をお願いします。

開
時

午前９時～正午、午後１時半～４時

新型コロナウイルスの影響で閉鎖・イベント等変更する場合
があります。町ホームページやひろばのメールでご確認くだ
さい。

その他

利用料

無料

利用で
きる人

その他

問三加和総合支所内和水町子育てひろば☎0968・34・3111
（内線787）
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設
間

新型コロナウイルスの感染拡大状況によって利用時間、活動
等を変更させていただく場合があります。
ご理解とご協力をお願いします。

問菊水ひまわり園内子育て支援センターピノッキオ亀丸・柗本☎0968・86・5655

町からのお知らせ

新型コロナワクチン接種券発送の
お知らせ
◦新型コロナワクチン３回目接種について
接種券の送付スケジュールは次表のとおりです。接種券が届いた人は同封の通知をよく
お読みいただき、接種をご検討ください（接種は任意）。
今後、段階的に接種券を発送しますが、国の方針により送付時期が変更になる場合もあ
ります。
対 象 者

送付時期

令和３年５月31日までに２回目接種を完了した人

令和３年11月30日（送付済み）

令和３年６月30日までに２回目接種を完了した人
令和３年７月31日までに２回目接種を完了した人

令和４年１月（予定）

令和３年８月31日までに２回目接種を完了した人

令和４年２月（予定）

令和３年９月以降に２回目接種を完了した人

令和４年３月以降（予定）

◦和水町に転入された人の３回目接種券の発行申請について
他自治体で２回目接種した後に和水町へ転入した場合や、何らかの事情により３回目の
接種券が令和４年１月末までにお手元に届かない場合は、接種券を発行するために申請が
必要です。
該当する人で、３回目の接種を希望する人は健康福祉課までお問い合わせください。
◦１・２回目のワクチン接種がお済みでない人はいませんか？
１・２回目の接種を希望する人は、健康福祉課へお問い合わせください。
（接種が可能な
日を御案内します）

和水町ワクチン接種コールセンター

TEL：0120–096–959（フリーダイヤル）
平日午前９時から午後５時まで（土日祝除く）
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町からのお知らせ

マイナンバーカードで
新型コロナワクチンの接種証明書 ( 電子版 )
が取得できるようになりました
◦ 新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）は、スマートフォン上で
専用アプリから申請・取得し、表示可能となります。
※マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンに限ります。

◦ 接種証明書（電子版）の申請には、マイナンバーカードが必要です。
◦ マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができるまで概ね１か月
かかります。お早めに申請・受け取りいただくようお願いします。
◦ マイナンバーカードの申請及び交付については税務住民課戸籍住民係
へお尋ねください。

接種証明書（電子版）の活用ポイント
Point １

目視確認

・紙の証明書と同様の内容がスマホの
画面で確認できる

氏名

接種証明
生年月日

1991年02月05日
最終接種日

2021年09月22日

Point ２

二次元コード読み取り

・スマホ等で二次元コードを読み取る
ことでも内容が確認可能
・二次元コードに含まれる電子署名に
より、偽造を防止

※ App Store または Google play で「接種証明書アプリ」と検索してください。

【ワクチン接種証明書に関する問合せ】
健康福祉課 保健予防係

☎0968-86-5724
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【マイナンバーカードに関する問合せ】
税務住民課

戸籍住民係

☎0968-86-5723

町 からのお知らせ
償却資産（固定資産税）の申告をお願いします
問

税務住民課 固定資産税係 ☎0968・86・5723
住民課 税務住民係
☎0968・34・3111

償却資産とは、事業をしている人がその事業をするために使用している資産（構築物、機械、装置、
工具、器具・備品など）のことです。令和４年１月１日現在で償却資産を所有している人は、下記期限
までに申告をお願いします。なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合は
課税されません。
申告書の提出期限 １月31日月
申告が必要な人
・町内で事業をしている個人または法人
・町内で事業はしていないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
※確定申告、住民税申告をされる人で、経費の減価償却費の欄に下表の償却資産をお持ちの人は、固定
資産税償却資産の申告も必要です。
申告方法
昨年申告があった人や課税標準額が50万円以上の人などには、12月中旬に申告用紙を郵送しています。
１年間の償却資産の増減を申告してください。
新たに事業を始めた人、課税標準額が50万円未満だが新たな償却資産を購入した人、申告用紙が届か
ない人は、ご連絡をお願いします。
償却資産の対象となるもの（業種別の例）
共
農

通

パソコン、コピー機、応接セット、看板、舗装路面、駐車設備など

ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車など

業

建

設

業

小

売

業

料 理 飲 食 業

農業用機械類、ビニールハウスなど
※トラクター・コンバインは、軽自動車の課税対象ですので、償却資産の申告の
必要はありません。
テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫など

陳列棚、陳列ケース（冷凍冷蔵付き含む）など

医（歯）科 業

レントゲン装置、手術機器、ベッド、歯科診療用ユニット、調剤機器など

理（美）容 業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、パーマ機、サインポールなど

不動産貸付業

門扉・塀・緑化設備などの外構工事など

住民健診申込書等（希望調査書）の回収方法が変わります
問

健康福祉課

保健予防係

☎0968・86・5724

令和４年度の住民健診実施分の希望調査（令和４年２月実施）は、町から郵送する封筒に返信用の封
筒を同封しますので、各世帯から郵送にてご提出をお願いします ( 役場へ持参されても構いません）。
提出までの詳細なスケジュールは、広報２月号でお知らせします。

・町から希望調査書を郵送します

・世帯員全員分を記入後、返信用封筒で返送してください

※今年度の住民健診実施分の希望調査（令和３年２月実施）は、町から申込書等を郵送し、各行政区長
様に回収していただく方法を採っておりました。
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町 からのお知らせ
和水町親善駅伝大会参加チーム募集中
問

社会教育課

社会体育係

☎0968・34・3047

分館（旧小学校区）対抗で開催していた親善駅伝大会は、大会方法を変更して開催します。競技部門
とフレンドリー部門に分け、どなたでも参加できる大会になりました。総距離は6.8㎞。職場の仲間やお
友達と一緒に参加してみませんか。
と き ２月６日日
受
付
午前８時
監督会議
午前８時20分
開 会 式
午前８時50分
スタート
午前９時30分
閉会式・表彰式
競技終了後
対象者 小学生以上の者で、和水町内に在住又は町内企業の在勤者
種 目 ①競技部門（１）分館対抗の部→分館（行政区）又は旧小学校区で編成
（２）職場、グループの部→職場やグループ等で編成
②フレンドリー部門→チーム編成は自由とし、各区間の走者人数は自由に決めることが可能
コース
区

間

距

離

１区

三加和公民館裏～三加和小中学校正門

1.0㎞

３区

三加和小中学校先～金栗四三の生家駐車場

2.3㎞

２区
４区
５区
計

三加和小中学校正門～三加和小中学校先（１周）
金栗四三の生家駐車場～有山地区消防小屋
有山地区消防小屋～三加和公民館裏

1.25㎞
1.45㎞
0.8㎞
6.8㎞

１月11日火
１月19日水午後７時から三加和公民館で開催
※監督が出席できない場合は、必ず代理の人が出席してください。
詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。
募集締切
監督会議

第２期玉名圏域定住自立圏共生ビジョン策定に伴う
パブリックコメント募集のお知らせ
問

まちづくり推進課

企画調整係

☎0968・86・5721

玉名圏域定住自立圏（玉名市・玉東町・南関町・和水町）では、４月から始まる第２期共生ビジョン
の策定に伴い、パブリックコメントを募集します。寄せられた意見は、後日ホームページなどで内容を
公表します（個人情報を除く）。
閲覧場所：和水町ホームページ、和水町役場本庁、和水町役場三加和総合支所
対 象 者：①和水町に住所を有する人
②和水町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
③和水町内の事務所または事業所に勤務する人
④和水町に対して納税義務を有する人
⑤①から④までの掲げる者のほか、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有す
る個人または法人その他の団体
募集期間：令和４年１月17日月～１月28日金
提出方法：持参、郵送、FAX、メール
提 出 先：和水町役場まちづくり推進課 企画調整係
〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886番地
☎0968・86・5721 FAX：0968・86・4215
📧📧📧📧msui@town.nagomi.lg.jp
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町からのお知らせ

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも禁止されています

止されています。

や親族に対するものなどは、禁止の対象

政 党 その 他 の 政 治 団 体 ま た はその 支 部
※

次の①から④まで及び⑥の項目
によって処罰されると、公民権
停止の対象となります。
①政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に
寄附をすることは、その時期や
名義にかかわらず、罰則をもっ
て禁止されています。また、政
治家以外の者が政治家名義の寄
附をすることも同様です。

名を表示したり、類推されるような方法

ません が、③ にあるように、政 治 家の氏

一
※般の政党支部は後援団体には当たり

④政治家の後援団体の
寄附の禁止
政治家の後援団体（いわゆる
後援会）が、選挙区内にある者
に対して、花輪等や、これに類
するものを出したり、後援団体
の設立目的により行われる行事
や事業に関する寄附以外の寄附
をすると、その時期や名義のい
かんに関わらず処罰されます。

で寄附することは禁止されています。

から除かれます。
政
※ 治 家 本 人 が 出 席 する 結 婚 披 露 宴 に お
ける祝 儀 や葬 式（通 夜 ）における香 典は
罰 則の対 象 から除 かれています。（ 選 挙
交の程度を超えている場合は処罰されま

に関 してなされた 場 合 や、通 常一般の 社

⑤年賀状等のあいさつ状の
禁止
政治家は、選挙区内にある者
に、答礼のための自筆によるも
のを除き、年賀状等の時候のあ
いさつ状（電報等も含む）を出
すことは禁止されています。
⑥あいさつを目的とする
有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体
（いわゆる後援会）が、選挙区
内にある者に対して、主として
あいさつを目的とする有料の広
告 を新聞・雑 誌・テレビ・ラ ジ
オ・インターネット等に出すと
処罰されます。政治家や後援団
体に対し、あいさつを目的とす
る有料広告を求めることも禁止
されており、威迫して求めると
処罰されます。

令和４年３月27日日

投票日

令和４年3月22日火

告示日

す。）

②政治家に対する
寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよ
う勧誘や要求をすることも禁止
されています。政治家を威迫し
て、あるいは、政治家の当選ま
たは被選挙権を失わせる目的で
勧誘や要求をすると処罰されま
す。政治家名義の寄附を求める
ことも禁止されており、威迫し
て求めると処罰されます。
③政治家の関係団体の
寄附の禁止
政治家が役職員や構成員であ
る団体や会社が、選挙区内にあ
る者に、政治家の氏名を表示し
たり、類推されるような方法で
寄附をすることは禁止されてお
り、選挙に関して寄附をすると
処罰されます。

みんなで
徹底しよう

政治家は

葬儀の
花輪・供花
秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典
病気見舞
地域の運動会等への
飲食物等の差し入れ
お祭りへの
寄附・差し入れ

政治家から
有権者は

受取らない！

求めない！

贈らない！

た、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁

寄附を
寄附を
寄附を

物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。ま

町内会の集会・
旅行等の催物への
寸志・飲食物の差し入れ
秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝
入学祝・卒業祝
落成式・開店祝等
の花輪
お歳暮・お年賀

三ない運動
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多

いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や

ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を
実現するために寄附禁止のルールを守りましょう

政治家の寄附禁止の対象例

和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙のお知らせ

任期満了に伴う和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙の選挙期日が次のとおり決定されました。

※選挙に関するその他の日程等については、１月開催の選挙管理委員会で決定する予定です。
※選挙に関する詳細等については、広報なごみ、町ホームページ等で随時お知らせする予定です。

和水町選挙管理委員会（総務課内）
☎ 0968・86・5720
問い合わせ先
和水町選挙管理委員会（本庁 総務課内）
☎0968・86・5720

│広報なごみ│2022 January│16

集

中止する場合があります。
問 クリーンパークファイブ
（長洲町名石浜 番地１）
☎ ０９６８・７８・４４３３

募
リサイクル体 験 受 講 者 募 集

50

24

10

18

とき １月６日、 日、 日、
日木の午後７時まで
１月 日日の午前９時から正午
まで
受付業務 マイナンバーカードの
受け取り ※交付通知書が届い
ている人が対象です。
ところ 菊水区域の人は、本庁税
務住民課 予約受付
☎ ０９６８・８６・５７２３
三加和区域の人は、総合支所
住民課 予約受付
☎ ０９６８・３４・３１１１
※マイナンバーカードの受け取
りや申請以外の窓口は開設して
いません。
※新型コロナウイルス感染防止
に伴い、事前予約制としており
ます。当日必要なものについて
は予約の際にお尋ねください。

お知らせ
令 和 ４年 １月 の マ イ ナ ン バ ー
カード申請受付等の時間外窓
口開設のお知らせ

30

とき ①１月 日月午前９時 分
～午後３時 ②２月２日水午前
９時 分～午後３時
ところ クリーンパークファイブ
講座名 着物リフォーム「チュー
ニックを作ろう」

42

13

確定申告無料相談会を
行います

23

20

27

次のとおり、申告相談会場及び
税理士会による確定申告無料相談

会場が開設されます。
開設期間 令和４年２月 日水か
ら３月 日火まで（土日祝日を
除く）午前９時から午後４時ま
で
ところ 玉名税務署 １階（玉名
市岩崎２７３番地 玉名合同庁
舎）※会場では、混雑を回避す
るため、入場制限を行う場合が
あります。
電話相談 玉名税務署
☎ ０９６８・７２・２１２５
※自動音声案内
※確定申告に関するご相談は、
「０」番 を 選 択 し て く だ さ い。
「確定申告電話相談センター」に
お繋ぎします（令和４年１月
日金から３月 日火まで）
。
【スマホでｅ ーＴａｘ 】
スマートフォン（以下「スマホ」
といいます）で所得税の確定申告
書を作成し、ｅ ︱Ｔａｘ で申告する
ことができます。給与所得、年金
収入や副業等の雑所得のほか上場
株式等の譲渡所得等・配当所得等
があり特定口座年間取引報告書を
お持ちの人などはスマホ専用画面
をご利用することができます。ス
マ ホ か らｅ ︱Ｔａ ｘ で 申 告 す る た
めに、次のいずれかの方法がお選
びいただけます。
①マイナンバーカード方式
「マイナンバーカード」と「マイ
ナンバー読取機能を搭載したスマ
ホ」をお持ちの人は、マイナンバー

カードの電子証明書を読み取っ
︱ ａｘ
て、スマホ専用画面からｅ Ｔ
で送信できます。
②ＩＤ・パスワード方式
事前に税務署で職員と対面によ
る本人確認を行った後に発行され
る「ＩＤとパスワード」があれば、
ス マ ホ 専 用 画 面 か らｅ ︱Ｔａ ｘ で
送信できます。
詳しくは、国税庁ホームページ
をご覧いただくか、最寄りの税務
署にお尋ねください。
国税庁ホームページ「確定申告書
等作成コーナー」 Ｑ Ｒコード

「はたちの献血キャンペーン」
協力のお願い

献血者が減少しがちな冬期は、
輸血用血液が不足しやすい季節で
す。このため、熊本県では１月～
２月の２か月間、成人式を迎える
「はたち」の若者を中心に、広く県
民の皆様に対して献血を呼びかけ
ています。
特に若い人たちで、献血をした
ことがない人は、是非ご協力をお
願いします。
問 税務住民課 生活環境係
☎ ０９６８・８６・５７２３
住民課 税務住民係
☎ ０９６８・３４・３１１１
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30

講師名 土山 千代子 氏
人
募集人員
募集期間 電話受付
１月４日火～ 日火
午前９時～午後４時
準備するもの
①着物をほどいた１枚布（洗濯
とアイロン済み）
②生地に合わせたミシン糸
③ ｃｍものさし
④裁縫道具、筆記用具
⑤弁当
⑥ミシンとアイロン（お持ちの
人）
⑦材料費 ５ ００円
受付方法 電話で受付。受講希望
者が多い場合は抽選となりま
す。新型コロナウイルス感染症
の状況によっては、延期または

くらしの情報

15

15

16

14

康子

かなしき原俳句会

快晴や光の跳ねる芝の霜 

弘子

し わす

菊水俳句会

宮中

永田

かつて母師走の空に椅子を出し



おこわあずき

嶋田

康雄

紘彦

俊一

三加和公民館図書室

いが栗の二つ並んで日向ぼこ



栗強飯小豆あちこち顔を出し



松子

中央公民館図書室

沈黙といふ対話あり冬木立 

日和良し神楽太鼓の鳴り響く  誠一

叩かうとすれば目の会う冬の蝿 貞
 子

鳥海の嶺の記憶やななかまど  明

池田

開館午前９時～午後10時（年末年始除く）

問

冬夕暮れ細き右弦の月を生む



和水町公民館図書室だより

俳友の儚なく逝きし師走かな  しん子

おいしかったの一言が



嬉しか

ひ孫の動画送る嫁
歌子

石原かわせみ


嬉しか

瀬上

銭があっても身動きが

桔梗


悲しか

避けて通れん老の道
二瀬


悲しか

茜

躾ちゅうては越ゆる親

道草

池田


悲しか

庄山

空き家ふえ出す我が田舎

福永すみれ


淋しか

隣も施設はってかす
井上りんどう


淋しか

三密避けて黙食か
高木せいや


淋しか



肥後狂句

文芸広場

☎0968・86・2022
☎0968・34・3047

１回につき１人５冊まで、２週間借りることができます。

１月17日は、
「防災とボランティアの日」です。1995年、未曽有の被害をもたらした阪神淡路大震災が起こっ
たこの年は、日本の「ボランティア元年」とも言われています。今年度、防災に関する本の紹介２度目の今回は、
非常時の食事だけでなく、どのようなものを備蓄しておいた方が良いかなど、特に「食」事情について参考にな
る本を紹介します。

「親子で学ぶ防災教室 

災害食がわかる本」


著者：今泉マユ子
非常時だけの食べ物という

よりは、
「災害時に食べるもの」

という意味で、なるべく食べな
れているものや、おいしいと思

うものを備えて生きる力につな
げる事を大事にしています。近

くの店でよく見かけるような商

品もカラーで紹介されている

ので、もしもの備えも気軽に始

めることができそうです。

「おかあさんと子どもの
ための 防災＆非常時
ごはんブック」


著者：草野かおる
「いざという時のため
の非常時ごはん」とし
て、どういうものをどう
いう形でどれだけ準備
し て お く か⁉ 想 定 さ れ
る、ありとあらゆる被災
の状況別の対処方法も
大変参考になる 1 冊で
す！
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【国宝】江田船山古墳の出土品の発掘
江田船山古墳の出土品発見の経緯は、熊本県公文書『官省一途

問

４

社会教育課

文化係

☎0968・34・3047

明治５年』（熊本県立図書館

蔵）に「白川県玉名郡内田郷江田村平民池田佐十受持ノ山開畑地中埋蔵物ノ儀ニ付伺書」として記載
され、出土品の種類や数量、発掘の理由などが書かれています。
ぎん ぞう がん めい た

ち

銀象嵌銘大刀については、「太刀大小12本

内１本に凡70字計ノ小文字アリ」と記載があり、発

見された時から、文字が判読できる状態であったことがわかります。当時は日本最古の文字として注
目されました。

発掘については、池田佐十氏が明治６年１月１日（元旦）の初夢で、この場所を掘れば宝物が出る

というお告げがあったことが由来となったことが書かれています。

その後、昭和18年と19年には、京都大学が江田船山古墳をはじめ町内の古墳を調査しています。

このような調査・研究結果等により、昭和26年６月９日付けで、江田船山・虚空蔵塚・塚坊主古墳
は、国史跡に指定されました。

出土品は、明治６年１月に発掘されたものと、昭和18年と19年に調査して出土したものを一括し

て、昭和39年５月26日に重要文化財として指定され、翌年の昭和40年５月29日には、国宝に指定さ
れました。

国宝の中には、銅鏡・冠

帽類・耳飾類・玉類・刀剣
類・武具類・馬具類など貴
重なものが数多くあります
が、「その他一括」の中に
は、「カエルの骨」「カキ

の貝殻」も含まれていま
す。

カエル骨片（国宝）

旬のものを簡単アレンジ

カキ貝破片（国宝）
問 健康福祉課 保健予防係

「和風アクアパッツァ」

☎0968・86・5724

［作り方］
①たらは塩、こしょうをし、あさりは
砂抜きしておく。しょうが、玉ねぎ
生たら････････････････････４切
はみじん切りにする。
塩･･････････････････ 小さじ1/3
こしょう･･････････････････少々 ②フライパンは中火で熱し、オリーブ
あさり･･････････････････160ｇ
油でしょうが、玉ねぎを炒める。あ
しょうが････････････････２かけ
さりを加えて軽く混ぜ、たらとミニ
玉ねぎ･･････････････････ 1/2個
トマトを加え、酒と水をふりかけふ
ミニトマト･･･････････････ 12個
たをし沸騰させる。
酒････････････････････大さじ２
水････････････････････大さじ４ ③５分程煮て、火を止め、器に盛り付
けて、みつばをのせレモンを添える。
オリーブ油････････････大さじ１
みつば･･･････････････････ 40ｇ
レモン････････････････････適量

［材料（４人分量）］
和風アクアパッツァ

ひとくちメモ＆栄養コメント
魚の種類を変更しても美味しくいただけます。ミニトマト以外でも、パプリカを加えると色どりもよくて美
味しくいただけます。
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空き家
コラム
ちょっと役立つ空き家の

2022 January

令和４年１月１日発行

豆知識をお伝えします

空き家の問題点と対策の取り組み

平成30年の総務省の住宅・土地統計調査によ

しまわずに、まずはご相談ください。

れば、全国の空き家の総数は、この20年で1.5倍

また、自身の所有ではないけれど近所に空き家

（576万戸→846万戸）と大きく増加、和水町でも

があるという人も、持ち主の人とお話しする機会

平成24年度の空き家調査では257戸、直近の調査

があれば、町への相談や空き家バンクへの登録を

でもその増加が見込まれています。

勧めてみてはいかがでしょうか。
空き家の利活用、空き家バンクの活用を通じて、

■ 発行／和水町
■ 編集／まちづくり推進課

■ 連絡先／☎0968・86・5721 FAX0968・86・4215
〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886番地

若い子育て世代が移り住んだり、改修してゲスト
ハウスや店舗を開業したりと地域に新たな活力を
与えた事例は全国に数多くあります。今後そのよ
うな事例も紙面で紹介していければと思っていま
す。

専門知識を持った地域おこし協力隊
による空き家等個別相談会

１月20日木

（出典：総務省「平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」
）

では空き家が増えることの何が問題なのでしょ
うか。
一番は周辺地域の防災・防犯の観点です。
空き家は地震や豪雨の際に倒壊するケースも多

■ H.P／https://www.town.nagomi.lg.jp/

■ E-mail／msui@town.nagomi.lg.jp

く、新たな被害の発生源になったり、救急活動の
妨げになったりすることが考えられます。
また、空き家を利用した犯罪として、放火や薬
物の栽培が挙げられます。特に放火はその空き家
だけでなく、火事の規模によっては周囲にまで火
の手が迫ることとなり、甚大な被害となってしま
います。
こうした空き家への対策として、県や市町村で
は勉強会や相談会を定期的に開催しています。荒
尾・玉名地区でも直近で個別相談会を予定してい
ます。空き家に関して気になることがある人はぜ

森林資源を大切にー
この広報紙はエコマーク認定の
再生紙を使用しています。

ひこの機会をご活用ください。新たな視点や思わ
ぬ気づきが得られるのではないでしょうか。
加えて和水町では、空き家バンク活用促進事業
として、不要物の撤去や改修に対する補助金を用
意しています。「お金がかかるから…」と諦めて

2022年

午前：南関町役場新庁舎（南関町関町64）
午後：長洲町中央公民館（長洲町大字2772-2）
相談は無料、詳細・ご予約は
荒尾・玉名地域空き家等個別相談会事務局
（092-711-5025）まで
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こんにちは、地域おこし協力隊の山谷（やまや）です。
最近はコーヒー屋『ひかるコーヒ』としてお声がけ
いただく機会も増え、９月には社会福祉協議会でコー
ヒーの淹れ方講座を、10月には道の駅きくすい、11
月には緑彩館で出張販売をさせていただきました。大
勢の人に自身で焙煎して淹れたコーヒーを飲んでいた
だいたり、コーヒーの楽しさをお伝えできたりして、
とても楽しかったです。
また、和水町にちなんで７：５：３でブレンドした、
深煎り「みどりのブレンド」と中煎り「みずいろのブ
レンド」の販売を開始し、ふるさと納税の返礼品とし
ても出品しています。
今後も協力隊活動の空き時間を利用し和水町のコー
ヒー屋としても活動していきますので、見かけた際は
お気軽にお声がけください！

