
■日時　5月18日㊏　
　　　　午後１時30分～４時
■場所　玉名市民会館
■参加料　無料
■申込方法　電話による申し込み
問・●申「家族の会」熊本県支部事務局
（☎096-223-0825）

■日時①
　5月22日㊌
　午前9時30分～
　午後3時
■講座名　
　着物リフォーム
　「チューニック」
■講師名　土山　千代子氏
■募集人数　10人
■募集期間　5月7日㊋午前9時～
　14日㊋午後４時
■日時②
　5月27日㊊　
　午前9時30分～
　正午
■講座名
「古布で作る花」
■講師名　斉藤　みよ氏
■募集人員　10人
■募集期間
5月7日㊋午前9時～
１４日㊋午後４時
問・●申クリーンパークファイブ
（☎78-4433）

■向野北区

佐藤　直人さん

■今町区

宮原　利興さん

■中町区

平田　由和さん

問総務課　総務係（☎78-3113）

 県では５月１０日からの１カ月間を指
導取締強化月間と定め、違法捕獲な
どの防止に取り組んでいます。春は
野鳥の繁殖期です。巣立ちしたヒナ
が落ちていても、必ず親鳥が保護しま
すので拾わないようにしましょう。
 メジロの愛がん飼養目的の捕獲は、
鳥獣の乱獲を助長するおそれがある
ことから、新たな捕獲の許可はしてい
ません。
　詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。
問長洲町役場農林水産課　
（☎78-3265）
玉名地域振興局林務課
（☎74-2138）

■対象者　個人・法人を問わず、売
買や相続などにより森林の土地を新
たに取得した人は、面積に関わらず
届け出をしなければなりません。
■期間　土地の所有者となった日か
ら９０日以内に、取得した土地のある
市町村の長に届け出をしてください。
問農林水産課（☎78-3265）

　5月２日から、郵便局で町マスコットキャラ
クター「ふれきんちゃん」と町の風景がデザ
インされたオリジナルフレーム切手が販売さ
れます。「ふれきんちゃん」が切手になって
全国をふれ歩きます。ぜひお買い求めくださ
い。
■販売日時　5月2日㊍～
■販売場所　町内郵便局を含む県北部地
域の郵便局（83局）
※5月3日、4日は火の国長洲金魚まつり内
でも販売
■販売金額　900円
■販売枚数　1100枚
問まちづくり課　商工観光係
（☎78－3219）

　軽自動車税は、毎年4月1日（賦課
期日）現在の原動機付自転車・小型
特殊自動車・(小型二輪）軽自動車を
所有（または使用）している人に対し
て、課税されます。
■軽自動車税額一覧表

　身体や精神に障がいがある人が所
有する自動車などの税は、減免が可
能な場合があります。
■申請期限　5月24日㊎
■申請先　税務課
問税務課　課税係（☎78-3123）

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。

生活とこころの無料相談会

無料法律相談

障害者巡回相談

国民・厚生年金相談

定例行政相談

5月7日㊋　  午後1時30分～4時30分

5月8日㊌　  午前10時～午後3時

5月15日㊌　午前9時30分～11時30分

5月28日㊋　午前10時～午後3時

5月29日㊌　午後2時～4時

すこやか館

熊本地方家庭裁判所玉名支部

玉東町福祉センター

荒尾市役所

町中央公民館

総務課総務係（☎78-3113）

住民環境課　戸籍係（☎78-3116）

福祉保健介護課福祉係（☎78-3135）

日本年金機構玉名年金事務所（☎74-1612）

総務課　総務係（☎78-3113）

お　詫　び
　広報ながす4月号20Ｐに掲載し
た「ホットヨガ　生徒募集中」の広
告に誤りがありました。お詫びして
訂正いたします。

火曜日
（誤）10:45～22:00（新設）
（正）20：45～22:00（新設）

さ　 とう なお 　と

みや  はら とし  おき

ひら    た よし  かず

原動機付
自転車

小型特殊
自動車

軽自動車

小　型　二　輪

種別 税額

総排気量50㏄以下

総排気量50㏄以下（ミニカー）

総排気量90㏄以下

総排気量125㏄以下

農耕用自動車

その他（フォークリフト等）

二　　輪

1,000円

2,500円

1,200円

1,600円

1,600円

4,700円

4,000円

2,400円

7,200円

5,500円

4,000円

3,000円

自家用

営業用

自家用

営業用

乗用

貨物用

四輪
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長洲町環境川柳紹介 たくとさん（岱明中１年）

雄世さん（岱明中１年）

相談
各　種　相　談　で　き　ま　す

イベント 認知症の人と家族の会
「つどい」を開催します

募集 ５月リサイクル体験講座
受講者募集

駐在員
駐在員が変わりました

環境 ５月は繁殖期の野鳥保護
と指導取締強化月間です

環境 森林の所有者は届け出が
義務付けられています

切手
ふれきんちゃんがオリジナルフレーム切手になりました！

税 5月は軽自動車税の
納期です

税 軽自動車税の減免を
行っています

＜犬の登録＞
■新しく飼う場合：新規登録手数
料（3,000円）
＜狂犬病予防接種＞
■対象　生後91日以上の犬
■費用　3,000円
（注射代金2，500円、注射済票交
付手数料500円）
※飼い犬が一番慣れた人が連れて
きてください。注射の際に飼い犬に
噛まれる恐れがあります。
※首輪をきちんと強く締めてくださ
い。興奮して逃げ出すなど、事故に
つながることがあります。
問住民環境課　環境対策推進係
（☎78‒3122）

金魚と鯉の郷広場
イベントインフォメーション

本年度も開催！ものづくり塾
■日時　5月26日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚の館
■参加料　無料
問・●申まちづくり課　商工観光係
（☎78-3219）
軽トラ市
■日時　5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、野菜などの販売
問長洲町商工会（☎78-0410）

犬 犬の予防接種と登録は
飼い主の義務です

　本事業は国の「緊急雇用創出臨時特例補助金」を
活用し、地域産業や雇用振興策に係る起業（新たな
部門を設置して新分野進出等を行う場合を含む）後
10年以内の企業、ＮＰＯなどを委託先として、雇
用の受け皿を創出することを目的に実施するもので
す。今回、これを活用した事業の企業提案を募集し
ます。
＜こんな企業などにおススメです＞
・事業の拡大を考えているが、人件費などの負担が
重い
・新規事業にチャレンジしたいが、収益化までに時間が
かかる
・事業多角化に対するリスクを軽減したい
　委託先となる企業などの要件や事業内容の要件など、
詳細については、ホームページに掲載しておりますので、
ご覧ください。
■事業実施期間　平成25年6月～平成26年5月31日
■募集期間　5月14日㊋まで　
※休・祝日を除く月曜日～金曜日まで
■申し込み場所　町役場　まちづくり課
問まちづくり課　企画調整係（☎78-3239）

募集 「町内事業者などの企業と異業種参入
支援事業」の企業提案を募集します

税
固定資産税の縦覧は5月31日まで

■縦覧、閲覧の期間と場所（本人確認が必要です）

問税務課　課税係（☎78-3123）

■日時　5月23日㊍午後7時～8時
■場所　中央公民館　集会室
■内容　地域犯罪情勢／パトロールにおける心構え／パト

ロール実施時の注意点など
※パトロールカーを利用する場合は町への事前申請が必要
です。
詳しくは町役場総務課防災交
通係に尋ねるか、町ホームペー
ジをご覧ください。
問総務課　防災交通係
（☎78-3104）

防犯 青色回転灯防犯パトロール講習会を
開催します

■犬の登録と狂犬病予防集合注射日程表

※雨天の場合でも実施します

悠人さん（岱明中１年）
春佳さん（岱明中１年）

縦　　覧 閲　　覧

日　時 5月31日㊎まで 通　　年

手数料 無　　料 有料（縦覧期間中は無料）

場　所 町役場　税務課

月　日

5月11日
㊏

5月12日
㊐

5月18日
㊏

5月19日
㊐

受付時間 会　場

午前9時30分～10時30分

午前11時～正午

午後1時30分～3時30分

午前9時30分～10時30分

午前11時～正午

午後1時30分～2時30分

午後3時～4時

午前9時～9時30分

午前10時～10時30分

午前11時～正午

午後1時30分～2時30分

午後3時～4時

午前9時30分～正午

午後1時30分～3時30分

上沖洲公民館

腹赤児童公園

清源寺児童公園

赤崎公民館

古城学習センター

立野公民館

永方公民館

宮野台公園

鷲巣公民館

向野北集会所

梅田公民館

新山集会所

役場駐車場

町民研修センター

相　　談 場　　所 問い合わせ日　　時


