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山都町の名木【第 2 回】

拝所（おがみしょ）の大杉
〔樹高〕約 24ｍ 〔幹囲〕約 7.8ｍ 〔樹種〕スギ科スギ属
〔指定等〕山都町天然記念物（昭和 39 年 6 月 30 日指定）、
ふるさと熊本の樹木（平成 5 年 4 月 26 日登録）
〔管理者〕大川拝所共有林組合

拝所にある板碑の碑文（拓本）
（『清和村史』より転載）

清和地区大川にあるスギの大木で、推定樹齢は300年以上とされていまし
たが、樹木医の所見によれば500年以上は経過していると考えられます。スギ
としては珍しく剪定された枝の切り口に皮の巻き込みが見られ、現在でも良好
な樹勢を保持しています。
名称にある「拝所」とは、離れたところに所在する神仏等を遠くから「拝む（信
仰する）」場所を指します。大川の拝所には、寛文10年（1670）に大川村の「甲
斐市良兵衛」が「阿蘇大明神」を遥拝し建立した板碑（板石により造られた
石造物）があります。
「拝所の大杉」は、阿蘇の神々を拝み信仰を捧げてき
た土地のシンボルとなっています。
このような阿蘇に対する信仰は、阿蘇山に対する火山信仰と阿蘇谷開拓の国造神・開拓神への信仰の２つ
が含まれたものといわれています。山都町では、中世に阿蘇社大宮司の勢力下にあったことから町内全域に
阿蘇の神々を祀る神社が建てられているほか、春や秋の彼岸等に阿蘇神社や阿蘇山上神社へ参拝する「阿蘇
参り」を行う地域もあったことが確認されています。
〔参考文献〕・1983 矢部町史編さん委員会『矢部町史』
・1987「角川日本地名大辞典」編纂委員会『角川日本地名大辞典』43 熊本県 角川書店
・2009 清和村史編纂委員会『清和村史』

【介護相談員の紹介】

従業員の採用選考について

昨年度、介護相談員養成講座を受講した３名の
相談員がこれから始動します。
介護相談員とは、介護事業所に訪問し、利用者
の話を聴くことで、介護サービス利用者とサービ
ス提供事業者との橋渡しを行い、サービスの質の
向上と適正化に貢献します。トラブル・苦情に至
る事態を未然に防ぎ、改善の途を探るほか、問題
提起・提案解決型の働きかけにより、利用者の権
利擁護を手助けする等、介護相談員の役割は様々
です。

わが国の憲法は、職業選択の自由を基本的人権の一
つとして、すべての国民に保障しています。
従業員の採用に当たって、本籍、出身地、家族の職業、
資産、思想・信条等を聞いたり書かせたりしないよう
にし、応募者の適正と能力に基づかない、誤った採用選
考を行わせないようにすることが必要です。
また、戸籍謄（抄）本の提出及び身元調査は、就職差別
につながりますので、行わないよう強く求められてい
ます。
新規学校卒業者の採用に当たって、企業等が求める
応募書類については、中学卒業生は「職業相談票（乙）」、
高等学校卒業生は「全国高等学校統一応募書類」を使用
し、大学卒業生には「新規大学等卒業予定者用標準的事
項の参考例」に基づいたもの、または、
「JIS 規格の様式
例に基づいた履歴書」
（具体的には県下各公共職業安定
所におたずねください）の活用をお願いします。
新規学校卒業者以外の、一般採用選考においては
「JIS 規格の様式例にもとづいた履歴書」を使用してく
ださい。
適正・公平な採用選考を実施し、就職差別を解消し
ていくことは、県民すべての課題です。
各機関、団体、企業におかれましては、適正な採用選
考の実施について、積極的にお取り組みいただきます
よう、格別の御協力をお願いいたします。

写真左から
橋本今朝子さん
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山下美惠子さん

髙木美穗子さん

ヨースト先生は平成22年8月にオランダから来日され、平成27年7月19日までの5年間
にわたりＡＬＴの先生として山都町内の小・中学校で英語を教えていただきました。
授業以外では八朔祭等の町内のお祭りに参加されたり、クリスマスには町内の保育園
でサンタクロースに変装し、子どもたちを楽しませていただくなど山都町に深くかかわっ
ていただきました。

Thank you for ﬁve years in Yamato Town
Before coming to Yamato Town I ve visited Japan several times. I
became very interested in the culture after visiting Tokyo and other
cities like Kyoto, Nara, Hiroshima and Nagasaki. I ﬁnd it very
interesting that in Japan technology is everywhere and yet on the
other hand old traditions are still preserved and visible in daily life.
Coming to Yamato Town was a big diﬀerence from the big cities I
visited before. I started to live in Seiwa where there are almost no
shops and petrol stations close up early. At night it was dark and in
the beginning it was very hard to get adjusted to this new lifestyle.
Luckily the people in Yamato Town were very friendly and they
helped me a lot! Though most energy came from visiting schools.
The students are always cheerful and together we had a lot of fun
studying English in the last ﬁve years.
For me Japan is diﬀerent, but for Japanese people my country is
diﬀerent too. Diﬀerent doesn t mean better or worse. Even though a
lot of Japanese people probably won t have a chance to experience another country the way I
experienced Japan, I think studying other cultures is important for friendly international relations.
English is just one way to study some of those diﬀerences, but there are many other ways like
traveling, watching overseas movies, and don t forget the 2020 Olympics! I really hope people
will embrace these opportunities and become friendly towards other cultures.
Thank you for all the good times in Yamato Town!

山都町で５年間、大変お世話になりました！
山都町に来る前には、旅行で日本に来たことがありました。そのときは東京や京都、奈良、広島、長崎などに
行って、文化や伝統に興味を持ちました。日本ではテクノロジーがどこでも進んでいますが、一方でまだ昔の伝
統的なことが残されています。
山都町は、旅行で行った街と比べてぜんぜん違います。私は清和村に住み始めましたが、お店は少ないし、ガソ
リンスタンドも早く終わり、とてもびっくりしました。夜も暗いから、最初は生活に慣れることは難しかったが、
町の人々は優しくて、とても助かりました。その上学校の生徒達はいつも元気で笑顔なので、私も元気になって
生活に慣れました。5年間、一緒に遊んで英語を勉強したのはとても楽しかった。
私にとって日本は私の国とは違います、日本人の方にとっても私の国は違って見えるでしょう。違うということは
どちらが良い悪いとは言えません、ただ違うのです。日本人にとって、私が日本に暮らす伝統と文化を勉強する
ように海外の文化を勉強するチャンスは少ないかもしれませんが、そのことを勉強するのは、友好的で国際的な
人間関係にとって、とても大事なことだと思います。英語を勉強するのは一つの方法ですが、他の方法もありま
す。例えば、旅行や海外ドラマまたは２０２０オリンピックも大きなチャンスとなるのではと思います。できれば、
みんなこのようなチャンスを生かし、友好的で国際的な人間関係を築きましょう！
山都町のみなさん、本当にありがとうございました！

適正な採用選考推進協議会
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