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月に高原公民館環境部、文化部合同で
12

願うばかりです。

来年は満開の藤の花を笑顔で楽しめることを

でいただければと思います。

しかし、この紙面上、そして動画で見て楽しん

皆さんにご覧いただく機会がないのが残念です。

染防止のために中止となってしまい、なかなか

今年は藤見のお茶会は新型コロナウイルス感

いに咲きました♪

剪定作業を行いました藤棚、今年もとてもきれ

昨年

藤の花が満開です♪
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満開の藤棚、上から下から楽しめる映像ができました。
ＹｏｕＴｕｂｅで見ていただくほか、公民館にまた来
ていただけるようになったら館内でも見ていただける
よう準備しますので、ぜひご覧ください♪
ＹｏｕＴｕｂｅはこちらから
ご覧いただけます。

今年もブッポウソウが
高原にやってきました

５月７日（木）の朝、外から何やら特徴的な

鳥の声、公民館敷地内にある巣箱を見るとブッ

ポウソウがとまっていました。暗い話題ばかり

続きますが、ブッポウソウの鮮やかな青い羽根

を見てうれしい気分になりますね。地域でもあ

ちこちでブッポウソウの声が聞こえたよ！とい

うお話も聞きますので、春がきたな～と感じま

すね。遠くからですが、なんとか写真も撮るこ

ともできました。

[２]
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特別定額給付金 申請のしかた・気を付けること
もうすでに各家庭に通知文書が郵送されていますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つと
して５月 13 日から特別定額給付金の申請受付が始まっています。「どう書いて出したらいいんだろう？」
「なんの書類がいるのだろう？」と分からないこと、お困りな点もあるかと思います。スムーズに申請して
いただくためこの紙面でもお知らせをさせていただきます。

世帯主の方あてに、世帯の方の全員分まとめた申請書が邑南町役場から郵送で届きます。
次のものを準備します。
申請のために準備するもの
〇申請書 （郵送で届いたもの）

書類のコピーは
役場本庁・支所、公民館
で、無料でできます。

〇世帯主の方の本人確認できるもの の写し
（運転免許証、 健康保険証、 年金手帳、 マイナンバーカード）

申請書に記入をします。

返
信
用

〇給付金を振り込んで欲しい金融機関の口座が分かるもの の写し
（通帳、 キャッシュカード）
※通帳は１枚めくったページ （口座名義等がカタカナで書いてある部分） の
コピーをお願いします。
〇返信用封筒
申請書と一緒に郵送で届きます。
「ないなー」 という場合は公民館へお知らせください。 予備をお渡しします。
〇おもて面には、 世帯主の方のお名前を記入してください。
日中に連絡が可能な電話番号を忘れずご記入ください。
（役場から、 この申請書の中身で確認が必要なことがあった際に連絡する場合がございます。）

〇うら面には、 給付金を振り込んで欲しい金融機関の情報を記入してください。
（金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義、 口座の分類 （普通 ・ 当座））
※郵便局の口座を記入する場合は記入する欄が違うのでご注意ください。
一番上と一番下にチェックを入れる箇所があります。確認の上、「✔」 を記入してください。
申請書のうら面に、世帯主の方の本人確認できるもの・給付金を振り込んで欲しい金融
機関の口座が分かるもの、それぞれの写しを貼り付けてください。
返信用封筒に入れて、封をして必ずポストに投かん。これで申請完了です。
※申請書は必ずポストに投かんをお願いします。窓口での直接の受付はできませんのでご了承ください。
手続きはややこしい部分もありますが、分からない場合は遠慮なく役場や公民館へお問い合わせください。
ただし、感染予防のためできるだけ電話でのお問い合わせをお願いします。

邑南町役場 町民課 特別定額給付金係 0855-95-1114（ＩＰ 050-5207-3006）

[３]
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お知らせ広場
[ 今やってること、みんなに見てほしいもの大募集！！ ]
今、なかなか集うことが出来ませんが、「こんなことを頑張ってるんよ」とか
「これ皆に見てほしいな～」「面白いものができたで～」など、皆さんの頑張って
いるものを公民館で発信をさせてください。写真や動画、はたまた文章でもどん
な形でも大丈夫です！公民館だよりなどの紙面上や動画での配信などなど、様々
なもので発信ができます。
また皆さんが公民館に気軽にお越しいただける状況になりましたら、館内での
展示等もさせていただきたいと思います。
どんな内容でも大丈夫です、お気軽にご連絡ください。
ちなみに…
主事は現在、公民館内の模様替えをしています。皆さんがまた公民館に
来ていただいた際に「いいね」と思っていただけるように頑張っています。

[ 邑南町文芸誌『大耕』作品募集 ]
邑南町文芸誌『大耕』第 27 号を
令和２年度に発刊します。大耕に
掲載する作品を大募集中！短歌、
俳句、川柳、詩、漢詩、あなたの
作品をぜひ掲載しませんか。どな
たでも大歓迎、力作をお待ちして
ます！
作品申込締切
令和２年６月３０日（火）
お問合せ
出羽公民館
電話 83-0912
（IP 050-5207-5200）

[ 公民館の行事について ]
現在、新型コロナウイルス感染防止の
ため公民館で実施する行事や会議は中止
・延期をしております。６月以降の実施
については状況を見ながらとなります。
毎年地域の皆様にご協力いただいてお
ります、公民館の一斉清掃も、この状況
により実施するかどうかお知らせができ
ません。そのため、公民館だよりなどで
時期等についてご案内をさせてください。
皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしま
すが、よろしくお願いいたします。

[ 高原公民館教室・講座一覧について ]
毎年この時期に掲載しております「教室・講座一覧」ですが、現在
公民館が当面の間、休館となっているため、利用再開時期など、状況
を見ながら改めてお知らせさせていただきます。

が降らなかったせいかイノシシが多いと

に注意して頑張ってくださいね。冬に雪

うですが、熱中症や新型コロナウイルス

大型農家では田植え作業が続いているよ

は緊急事態制限解除を順次進めていますが、

うがいなどの励行を徹底しましょうね。政府

せんので、３密を避けることやマスク、消毒、

コロナウイルスの状況はどうなるかわかりま

楽しそうに学校に通っていますが、まだまだ

高原地区の人口と世帯数

コロナに負けるな！ みんなで感染防止対策を徹底しよう！
がんばろう！邑南町！

よっちゃん館長の～今日この頃～

聞きます。防猪柵を直したりして被害に

私は手を緩めてしまうと再度感染が蔓延して

学校も何とか始まりました。子どもたちも

あわないようにしましょう。私はもう電

しまわないかと心配です。韓国や他国では制

まだ

気柵を設置しました。荒代掻きを終えた

限解除後にまた感染が拡大しています。なか

皆さん田植は終わりましたか？

らイノシシが田を横断していたので田植

なか手ごわくて長丁場の対応を必要とされま

施することが終息につながると思います。保

え前に設置しました。皆さんも気を付け

ところで、ブッポウソウが帰ってきて

育所や病院、施設などで一生懸命に従事して

すが、私たち一人ひとりが感染防止対策を実

いますね。あちらこちらでブッポウソウ

いただいている職員さんや、運送に携わって

てくださいね。

の鳴く声が聞こえています。我が家の巣

いただいている皆さんに心からお礼を申し上

家族を守るため、みんなの行動が大切！
みんなで頑張ろうナン！
邑南町マスコットキャラクター
『オオナン・ショウ』

ださい。

（上田）

きますので、またぜひご覧く

す。動画配信を徐々にしてい

方がよりワイルドになってま

に日に食欲旺盛になり、食べ

なと思う今日この頃。娘は日

と大葉、うまくできるといい

菜園をしてます。今年はカブ

ことを期待して、今年も家庭

息子が野菜を食べてくれる

箱にも来ていますね。ブッポウソウはコ

世帯数 ３４１世帯（351 世帯）
高齢化率 ４６．３２％

げたいと思います。

令和２年４月末現在（前年同月）
男 性
３９０人（412 人）
女 性
４２６人（439 人）
合 計
８１６人（851 人）

ロナ感染していないのでしょうかね。ま

・手洗い、せきエチケットを忘れず

ぁ、濃厚接触することはないので大丈夫

・外に出るときはマスクをしよう

でしょう。

・密閉、密集、密着をさけて行動
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特別定額給付金を語るサギに注意 !!

今回の特別定額給付金に便乗した詐欺の発生が警戒されています。

次のことを言われた、連絡があったら詐欺を疑い、心配な場合は以下までご相談ください。

〇現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること
〇給付金を受ける際に手数料を求めること
〇メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求めること
（ＷＥＢでの申請について、メールで町から申請ページのＵＲＬをお送り
することはありません。）
（怪しいな、と思ったらご相談を）
邑南町役場町民課 [0855-95-1114 ＩＰ 050-5207-3006]
消費者ホットライン [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]
川本警察署もしくはもよりの駐在所、警察相談専用電話 [＃9110]

総務省 特別定額給付金ポータルサイト（https://kyufukin.soumu.go.jp/) より

