
長洲町環境川柳紹介

　日常生活の中で、不法投棄や落書きなどの監視
を通じて町の環境を守るボランティアを募集します。
■対象　町内に在住している20歳以上の人
■職務 監視（日常生活の範囲内）や町への違反通

報※監視員の身分証明書を交付します
■任期　9月１日㊏～平成26年8月31日㊐
■募集人数　12人程度
■申込期限　8月14日㊋
■応募方法　住民環境課窓口か、電話でお申し
 込みください。
　・　住民環境課　環境対策推進係
☎78－3122■募集内容

（１）ポスター
　①テーマ　「明るい選挙」
　②対象者　小中学生・高校生
　③用紙　画用紙の四ツ切（542 ㎜
×382㎜）八ツ切（382㎜×271
㎜）もしくはそれに準ずるもの

（２）標語/四コマ漫画
　①テーマ　「有権者に選挙の大

切さを伝える」もの、または「明
るい選挙」を呼びかけるもの

　②対象者　制限なし

　第６回クリーンパークファイブ環境
＆スポーツフェスタの中で行われるフ
リーマーケットの出店者を募集してい
ます。楽しく遊びながらリサイクルや
ごみの問題を考えませんか。
■日時　10月14日㊐

午前9時～午後2時
■申込期限　9月13日㊍まで
■対象　70組（先着順）
■出店費用　無料
■対象　１区画 2.5m×4.5m
　・　有明広域行政事務組合
☎78－4433

　この夏は電力需給量が昨年以上
に厳しいことが予想されています。特
に気温が高く電力需要がピークに達
する時間帯（午後１時～５時）では、
電力需給が足りなくなることも予想さ
れます。
　こまめに電気を消したり、コンセント
を抜いたりするだけでも、無駄な電
力消費を抑えることが可能です。し
かし、一人だけでは大きな力にはなり
ません。みんなで協力して節電する
ことで、大きな力となり、この夏の電力
の安定供給につながっていきます。
　みんなが安心して電気を使うこと
ができるように、まずは身近なところ
から節電をしてみましょう。
　九州電力株式会社　玉名営業所
☎0120－986－601

]

　九州電力から講師を迎え、発電の
仕組みを学び、自ら発電機を製作しま
す。夏休みの思い出づくりと自由研究
の参考に、ぜひご参加ください。
■日時　８月８日㊌

午前１０時～午後０時３０分
■場所　クリーンパークファイブ
■申込期限　８月６日㊊まで
■対象　小学３年生～６年生
■参加料　無料
■その他　参加賞もあります。
　・　まちづくり課　企画調整係
☎78－3239

　本年度の10月から3年間に限り、
過去 10 年以内の納め忘れた保険
料を納めることができる後納制度
（国民年金保険料の納期限の延
長）が始まります。
　過去１０年以内の保険料を納める
ことで、将来の年金額を増やしたり、
年金の受給権につなげたりすること
ができるようになります。
　自身の年金記録をねんきんネットな
どで確認し、制度を活用しましょう。
■後納開始日　10月1日㊊から
　※後納制度は日本年金機構玉名事
務所で事前申し込みが必要です。

　日本年金機構　玉名事務所
☎74－1612
　住民環境課　戸籍住民係
☎78－3116

■日時　8月23日㊍
　午後1時30分～
　　　3時30分
■講座名　
　夏休み親子体験講座
　「ガラスカレットの砂絵」
■講師　職員
■募集人数　10人
　※小学4年生以上は、一人でも参
加できます
■募集期間　8月3日㊎午前9時～
　16日㊍午後４時
■その他　持ってくるものについて
はお問い合わせください。
　・　クリーンパークファイブ
☎78－4433

■募集職種および採用人数
　（１）一般事務（３人程度）
　（２）消防（８人程度）
■受験資格　昭和61年4月2日～
　平成7年4月1日に生まれた人
■申込期限　
　8月10日㊎まで（土、日除く）
■受付期間
　午前8時30分～午後5時15分
■試験日　9月16日㊐
■試験会場　九州看護福祉大学
　(1)一般事務について　有明広域
行政事務組合事務局　総務課
　☎72－5885
　（2）消防について　有明広域行政
事務組合消防本部　総務課
　☎73－5272

（３）習字
①テーマ

②用紙　和半紙（33cm×24cm）

・ エアコンを　つかわずゴーヤの　すだれをね ことあさん（鍋小４年）
・ 見つけよう　わたしにできる　リサイクル かすみさん（鍋小４年）

・ かなしいな　すてられたゴミ　ないている 航大さん（鍋小５年）
・ ばあさんの　もったいないと　じゃ口しめ ちさとさん（鍋小５年）

■申込期限　9月7日㊎まで

　町選挙管理委員会
☎78－3111

　これらの不法投棄や、落書きの写真はすべて町内で
行われたものです。私たちが住む町のこのような状況を
見てどのように感じますか。
　町では、平成18年に「環境美化条例」を制定し、美し
いまちづくりを進めています。しかし最近では、写真のよう
な「落書き」と「ごみの不法投棄」が多く見られます。
　落書きに関しては、ガードレールや壁に落書きされてい
ることが多く、美しい町の景観が大きく損なわれています。
また、不法投棄は、河川敷などへ大量のごみ袋が捨てら
れており、回収に苦慮しています。
　落書きやごみの不法投棄をする行為は犯罪です。落
書きやごみの不法投棄をしている人を見かけたら、すぐ
に警察へ通報してください。
　住民環境課　環境対策推進係
☎78－3122

※送迎はありませんので、自家用車、公共機関をお使い
ください。
　社会福祉法人　長洲町社会福祉協議会
　長洲町ふれあいセンター（☎78－1440）
　長洲町地域福祉センター（☎78－5143）

■9月予定
長洲町ふれあいセンター　9月12日㊌午前10時～正午
 9月19日㊌午後 1時30分～3時30分
長洲町地域福祉センター　9月 5日㊌午前10時～正午
 9月26日㊌午後 1時30分～3時30分

　地域の高齢者が誰でも気軽に来て、楽しめる場です。
参加料は無料です。気軽に参加してみませんか。

募集 青空フリーマーケット
出店者募集

募集 夏休み子ども環境教室
参加者募集

暮らし 国民年金保険料
後納制度が始まります

暮らし 電気の消費を抑えて
レッツ節電！

募集 8月リサイクル体験講座
受講者募集

募集 有明広域行政事務組合
職員募集

環境 長洲町に住むためのモラルを考えませんか
きれいな町を創るのは私たちです

環境 町の景観をチェック
環境美化監視委員を募集します

募集 作品募集！明るい選挙啓発作品コンクール

2012.811 Nagasu 2012.8 10

暮らし
「かたらんね」̶ 憩いの広場事業̶

日　程

８月29日㊌

場　所

長洲町地域福祉センター

時　間

午後1時30分～3時30分

内　容

ミニ夏祭り(たこ焼き、かき氷つくり)

8月 8日㊌
長洲町ふれあいセンター

午前10時～正午 うた会、脳トレ
8月22日㊌ 午後1時30分～3時30分 ビデオ観賞会、茶話会

対　象　者 題　材
小学３年生 「未来」

小学４年生 「政治」

小学5年生 「投票」

小学6年生 「選挙」

中学１年生 「義務」

中学2年生 「国民主権」

中学3年生 「地方自治」

▶
町
内
に
捨
て
ら
れ
た
ご
み
や
落
書
き
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　水道管の漏水を早期に発見し、
水資源の有効利用や水道施設の
効率的な運営を図るために、漏水調
査を実施します。
 期間中は、調査員が皆さん家の敷
地内に調査で立ち入る場合がありま
す。あらかじめご了承ください。
　なお、調査に対して費用を請求す
ることはありません。
■調査期間　10月30日㊋まで　
■調査区域　町内一円
■委託業者　㈱テクノスジャパン
　水道課☎78－0126

■日時　8月11日㊏　午後5時30分
■場所　腹赤小学校（小雨決行）
■内容　焼きそば、かき氷、ステージ

イベント、抽選会など
　自立支援センターひまわりの里
☎78－0589

　かわいい動物とのふれあいや、え
さやり体験ができます。また、「ねずみ
のレース」なども行われます。
■日時　8月3日㊎
　　　　午前10時～正午
■場所　LIXIL有明ソーラーパワー
■入場料　無料
■その他　小学生未満は家族同伴
　株式会社LIXIL　
☎78－4686

■試合日時　8月26日㊐午後7時キッ
クオフ（カターレ富山戦）
■試合場所　ＫＫＷＩＮＧ
■配布場所　まちづくり課（役場2階）
■配布期限　8月24日㊎まで
■配布時間　午前8時30分～午後
5時15分（月～金曜日）
　まちづくり課　企画調整係
☎78－3239

・ ソーラーを　設置しようよ　エコにしよう 朝香さん（鍋小５年）
・ 空気はね　むりょうだから　ありがたい 魅紀さん（鍋小５年）

・ □□□□□　□□□□□□□　□□□□□ ◯◯◯さん（鍋小0年）
・ □□□□□　□□□□□□□　□□□□□ ◯◯◯さん（鍋小0年）

金魚と鯉の郷広場
イベントインフォメーション

ながす面白塾
自然豊かな金魚と鯉の郷広場で、「植物
の魅力」に触れてみませんか。
■日時　8月19日㊐
　　　　午前10時～正午(雨天決行)
■場所　金魚の館
■内容　葉脈のしおりづくり　

■参加料　無料
　・　まちづくり課　企画調整係
　（☎78-3239）

ものづくり塾
木材などの材料を使いながら、ものづくり
の魅力に触れてみませんか。
■日時　8月26日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚の館
■内容　金魚のオブジェ
■参加料　無料
　・　まちづくり課　商工水産観光係
　（☎78-3219）

軽トラ市
■日時　8月26日㊐午前8時～正午
■場所　金魚と鯉の郷広場　駐車場
■内容　町特産品、魚介類、野菜など

の販売
　長洲町商工会（☎78－0410） 　まちづくり課　企画調整係　☎78－3239

eventinformation

■配布時間　午前8時30分～午後5時15分（
月～金曜日）
■配布期限　8月24日㊎まで
■配布場所　まちづくり課（役場2階）
■試合日時　8月26日㊐午後7時キックオフ（カタ
ーレ富山戦）
■試合場所　ＫＫＷＩＮＧ
　まちづくり課　企画調整係
☎78－3239

相談
各　種　相　談　で　き　ま　す

入札
指　名　競　争　入　札　結　果

暮らし 漏水調査を実施します

暮らし ひまわりの里　夏の夕べ
に遊びに来ませんか

バス お盆期間中のバスは次の通り
運行します

イベント 動物園が有明ソーラー
パワーにやってくる！

暮らし ロアッソ熊本の観戦チ
ケットを無料配布します
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注）障害者巡回相談は、7日前までの予約が必要です。国民・厚生年金相談は、事前に電話での予約が必要です。

相談 日時 場所 問い合わせ

家計の心配ごと相談

障害者巡回相談

定例行政相談
国民・厚生年金相談

工事（業務名）
長洲岱明線歩道設置工事測量設計業務委託

落札業者名
㈱橋本測地設計事務所

予定価格(円)
1,466,000

落札金額（円）
1,386,000

落札率
94.54%

参加業者数
5

新山団地フェンス改修工事 ㈲清田組 1,821,000 1,456,800 80.00% 7
漏水調査業務委託 ㈱テクノスジャパン 1,478,000 1,365,000 92.35% 6

８月１４日、２１日、２８日㊋ 午前９時３０分～午後4時30分

8月13日㊊ 14日㊋ 15日㊌
山の手・牛水線 土曜ダイヤ 土曜ダイヤ 土曜ダイヤ
新玉名～荒尾産交前線 土曜ダイヤ 土曜ダイヤ 土曜ダイヤ

８月１９日㊐ 午前９時３０分～午後4時30分
８月１５日㊌ 午前９時３０分～１１時３０分

８月２９日㊌ 午後２時～４時
８月２８日㊋ 午前１０時～午後３時

長洲町役場
ながす未来館

玉名市文化センター

長洲町中央公民館
荒尾市役所

生活とこころの無料相談会
９月 ４日㊋ 午後１時30分～4時30分 すこやか館

ながす未来館 総務課総務係

福祉保健介護課福祉係

総務課総務係
日本年金機構玉名年金事務所

税務課納税係

(☎78-3113）８月   7日㊋午後１時30分～4時30分 

(☎78-3135）

(☎78-3113）
(☎74-1612）

(☎78ｰ3124）


