
募　　　集相　　　談

入　　　札

議　　　会

あなたもシルバー人材センターに登録しませんか
　現在、長洲町シルバー人材センターでは170名ほどの会
員が活動しています。町内在住の60歳以上、健康で働く
意欲がある人は気軽に説明会にご参加ください。女性も歓
迎します。詳しくは事務局へお問い合わせください。

■日　時　毎月第1、第３水曜日　午前10時～
■場　所　長洲町シルバー人材センター事務局

（☎７８-４６４２）　
参加されるときは、事前に電話にて確認をお願いします。

広告広告
医療法人 池満会 池本内科医院の名称が平成 26年６月１日より

に変更になります

ただし、急患の場合はこの限りではありません

NAGASU CLINIC      TEL 0968-78-0527

院　　長　　久留須　裕司
診療科目　　内科・消化器科・外科（乳腺外科・肛門外科 )
診療時間　　月曜～金曜　午前　9：00～12：30
　　　　　　　　　　　　午後 13：30～17：30
　　　　　　水曜・土曜　午前　9：00～12：30
休 診 日　　日曜・祝日

医療法人 池満会   ながすクリニック

宮本　義直
（清源寺）

（☎78-6820）

吉川　弘章
（新山）

（☎78-2655）

前嶋　信子
（永方）

（☎78-6946）

注）身体障がい者（児）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。

身体障害者相談員 知的障害者相談員

認知症の人と家族の会「つどい」
参加者募集 慰霊友好親善事業参加者募集

介護職員初任者研修受講生募集

身体・知的障がいについて相談できます

各種相談できます

【指名競争入札】 入札日：4月21日  

男女共同参画社会づくり地域リー
ダー育成研修に参加しませんか 水道メーターの検針員を募集します

家計管理相談

生活とこころの無料相談会

身体障がい者（児）巡回相談

定例行政相談

国民・厚生年金相談

役場２階相談室

すこやか館

山鹿市健康福祉センター

町中央公民館

荒尾市役所

6月 16 日㊊　午前 10時～午後 3時
7月   １日㊋　午前 10時～午後 3時
7月   1 日㊋　午後 1時 30分～ 4時 30分

6月 23日㊊　正午～午後２時

6月 25日㊌　午後 2時～ 4時

6月 24日㊋　午前 10時～午後 3時

総務課　総務係　　　（☎78-3113）

総務課　総務係　　　（☎78-3113）

熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
（☎096-381-4461）

総務課　総務係　　　（☎78-3113）

日本年金機構玉名年金事務所
　　　　　　　　　　（☎74-1612）

相　　談 日　　時 場　　所 問い合わせ

工事（業務）名

公園街路等樹木管理業務委託（1工区）

公園街路等樹木管理業務委託（2工区）

名石浜地内街路等樹木管理業務委託

道路維持補修作業業務委託

金魚と鯉の郷広場植物管理委託

町内一円道路舗装等補修工事

清源寺地内排水溝改良工事

特別支援教室エアコン設置工事

梅田西堤補修工事

宮ノ下揚水ポンプ場改修工事

落札業者名

㈲有明緑地建設

㈱岱明緑花園

宮村産業㈲

㈲北野組

㈲西部建設

宮村産業㈲

㈲平安建設

中央設備工業㈱

出田電業設備㈱

㈲村岡電機工業所

予定価格

5,179,000円

4,612,000円

5,133,000円

1,949,000円

4,354,000円

1,990,000円

2,430,000円

9,213,000円

2,063,000円

2,455,000円

落札金額

4,644,000円

4,147,200円

5,054,400円

1,890,000円

4,131,000円

1,890,000円

2,311,200円

8,737,200円

2,052,000円

2,330,640円

落札率

89.67%

89.92%

98.47%

96.97%

94.88%

94.97%

95.11%

94.84%

99.47%

94.93%

参加業者数

6

6

6

6

5

7

6

8

5

5

町議会を傍聴しませんか

■委託業務内容
⑴水道メーターの検針と下水道私設メーターの検針
⑵水道メーターの取り替え

■委託契約期間　７月１日㊋～平成27年３月31日㊋まで
■募集人員　１人
■委託料　
⑴水道メーターの検針と下水道私設メーターの検針
①検針件数に１件当たり50円を乗じた金額
②検針件数は１カ月１人当たり約1,600件
（月検針作業日数約10日前後）

⑵水道メーターの取り替え
①取り替え件数に１件当たり1,050円を乗じた金額
②取り替え件数（年７回程度）は１回１人当たり約20件（予定）

■応募資格　次の全ての条件に該当する人
⑴長洲町に在住する人
⑵応募する日において満20歳以上65歳までの人
⑶原付免許または普通運転免許がある人
※原付バイクを所有している人または契約後取得できる人
⑷諸税と使用料などの滞納がない人
⑸長洲町暴力団排除条例第２条第１項第２号と第３号に該当しない人

■応募方法　市販の履歴書に必要事項を記載の上、水道課まで持参してくだ
さい。

■募集期間　６月２日㊊～６月13日㊎
■受付時間　平日の午前８時30分～午後５時15分（土、日除く）
■選考方法　水道課で面接を行い、決定後連絡します。
　・問長洲町役場水道課（長洲町浄化センター内１階）

（☎78-0126）

くらしの情報

　６月の町議会定例会が開催
されます。傍聴を希望する人
は、当日に議会事務局（役場3
階）で受け付けをしてくださ
い。
■開会日　６月19日㊍

午前10時
■場　所　町議会議場

（役場３階）
問総務課 総務係（☎78-3113）

　この事業は先の大戦で父などを亡
くした戦没者の遺児を対象に、戦没
した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行う
とともに、同地域の住民と友好親善
を図る事業です。実施地域や時期な
ど、詳しくはお問い合わせください。
■参加費
　９万円（国内交通費、帰国時宿泊
代は別途負担）※参加費は燃料費の
高騰などの事業により値上げになる
場合があります。
　・問長洲町遺族会会長　松下

（☎78‒6606）

　日々の介護の悩みや介護に役立つ
さまざまな情報を共有し交換する交
流の場です。ぜひご参加ください。
■日　時　６月21日㊏

午後１時30分～３時30分
■場　所　町中央公民館
■参加費　無料
■申込方法　
　事前に電話で申し込んでください。
　・問「家族の会」熊本県支部事務局

（☎096‒223‒0825）

■対　象　熊本県内在住の20歳以上
65歳未満の人

■募集人数　20人
■申込期限　６月30日㊊
■申込方法
　総務課窓口または町ホームページ
掲載の参加申込書に必要事項を記入
の上、総務課まで提出してください。
■研修内容
　9月事前研修／10月23～26日予定
（３泊４日）［研修地：東京方面］／
11月～12月自主研修／1月事後研修
■県と町の補助
①県　研修に要する交通費の3分

の１（上限３万円）
②町　4万円（研修に要する経費

（交通費など）から県の助
成金を除いた金額が４万円
未満の時は、その金額）

問総務課　秘書係(☎78-3113)

　高齢化社会を迎えている今日、高
齢者や障がいのある人への多様な介
護が必要になっています。その介護
ニーズに対応するため、介護を職業
として志す人が、介護業務を行う上
で基本的な知識・技術と考え方を身
につけられる講座を開催します(この
研修は平成24年度までホームヘル
パー２級資格者養成講座とよばれた
ものです)。
■受講期間
６月21日㊏～８月30日㊏
■受講定員　20人
※定員になり次第締め切ります
■受 講 料　10,000円
※テキスト代と補助教材代
■応募期限　６月18日㊌
※後期については11月以降を予定し
ています。
問月華苑（☎69‒2018）

　町では、障がいのある人やその家族に対する相
談体制づくりのため、身体障害者相談員・知的障
害者相談員を設置しています。生活や就労での
悩み・困りごとなど、お気軽にご相談ください。
秘密は固く守られます。
問福祉保健介護課　福祉係（☎78-3135）
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募　　　集相　　　談

入　　　札

議　　　会

あなたもシルバー人材センターに登録しませんか
　現在、長洲町シルバー人材センターでは170名ほどの会
員が活動しています。町内在住の60歳以上、健康で働く
意欲がある人は気軽に説明会にご参加ください。女性も歓
迎します。詳しくは事務局へお問い合わせください。

■日　時　毎月第1、第３水曜日　午前10時～
■場　所　長洲町シルバー人材センター事務局

（☎７８-４６４２）　
参加されるときは、事前に電話にて確認をお願いします。

広告広告
医療法人 池満会 池本内科医院の名称が平成 26年６月１日より

に変更になります

ただし、急患の場合はこの限りではありません

NAGASU CLINIC      TEL 0968-78-0527

院　　長　　久留須　裕司
診療科目　　内科・消化器科・外科（乳腺・甲状腺・肛門科 )
診療時間　　月曜～金曜　午前　9：00～12：30
　　　　　　　　　　　　午後 13：30～17：30
　　　　　　水曜・土曜　午前　9：00～12：30
休 診 日　　日曜・祝日

医療法人 池満会   ながすクリニック

宮本　義直
（清源寺）

（☎78-6820）

吉川　弘章
（新山）

（☎78-2655）

前嶋　信子
（永方）

（☎78-6946）

注）身体障がい者（児）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。

身体障害者相談員 知的障害者相談員

認知症の人と家族の会「つどい」
参加者募集 慰霊友好親善事業参加者募集

介護職員初任者研修受講生募集

身体・知的障がいについて相談できます

各種相談できます

【指名競争入札】 入札日：4月21日  

男女共同参画社会づくり地域リー
ダー育成研修に参加しませんか 水道メーターの検針員を募集します

家計管理相談

生活とこころの無料相談会

身体障がい者（児）巡回相談

定例行政相談

国民・厚生年金相談

役場２階相談室

すこやか館

山鹿市健康福祉センター

町中央公民館

荒尾市役所

6月 16 日㊊　午前 10時～午後 3時
7月   １日㊋　午前 10時～午後 3時
7月   1 日㊋　午後 1時 30分～ 4時 30分

6月 23日㊊　正午～午後２時

6月 25日㊌　午後 2時～ 4時

6月 24日㊋　午前 10時～午後 3時

総務課　総務係　　　（☎78-3113）

総務課　総務係　　　（☎78-3113）

熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
（☎096-381-4461）

総務課　総務係　　　（☎78-3113）

日本年金機構玉名年金事務所
　　　　　　　　　　（☎74-1612）

相　　談 日　　時 場　　所 問い合わせ

工事（業務）名

公園街路等樹木管理業務委託（1工区）

公園街路等樹木管理業務委託（2工区）

名石浜地内街路等樹木管理業務委託

道路維持補修作業業務委託

金魚と鯉の郷広場植物管理委託

町内一円道路舗装等補修工事

清源寺地内排水溝改良工事

特別支援教室エアコン設置工事

梅田西堤補修工事

宮ノ下揚水ポンプ場改修工事

落札業者名

㈲有明緑地建設

㈱岱明緑花園

宮村産業㈲

㈲北野組

㈲西部建設

宮村産業㈲

㈲平安建設

中央設備工業㈱

出田電業設備㈱

㈲村岡電機工業所

予定価格

5,179,000円

4,612,000円

5,133,000円

1,949,000円

4,354,000円

1,990,000円

2,430,000円

9,213,000円

2,063,000円

2,455,000円

落札金額

4,644,000円

4,147,200円

5,054,400円

1,890,000円

4,131,000円

1,890,000円

2,311,200円

8,737,200円

2,052,000円

2,330,640円

落札率

89.67%

89.92%

98.47%

96.97%

94.88%

94.97%

95.11%

94.84%

99.47%

94.93%

参加業者数

6

6

6

6

5

7

6

8

5

5

町議会を傍聴しませんか

■委託業務内容
⑴水道メーターの検針と下水道私設メーターの検針
⑵水道メーターの取り替え

■委託契約期間　７月１日㊋～平成27年３月31日㊋まで
■募集人員　１人
■委託料　
⑴水道メーターの検針と下水道私設メーターの検針
①検針件数に１件当たり50円を乗じた金額
②検針件数は１カ月１人当たり約1,600件
（月検針作業日数約10日前後）

⑵水道メーターの取り替え
①取り替え件数に１件当たり1,050円を乗じた金額
②取り替え件数（年７回程度）は１回１人当たり約20件（予定）

■応募資格　次の全ての条件に該当する人
⑴長洲町に在住する人
⑵応募する日において満20歳以上65歳までの人
⑶原付免許または普通運転免許がある人
※原付バイクを所有している人または契約後取得できる人
⑷諸税と使用料などの滞納がない人
⑸長洲町暴力団排除条例第２条第１項第２号と第３号に該当しない人

■応募方法　市販の履歴書に必要事項を記載の上、水道課まで持参してくだ
さい。

■募集期間　６月２日㊊～６月13日㊎
■受付時間　平日の午前８時30分～午後５時15分（土、日除く）
■選考方法　水道課で面接を行い、決定後連絡します。
　・問長洲町役場水道課（長洲町浄化センター内１階）

（☎78-0126）

くらしの情報

　６月の町議会定例会が開催
されます。傍聴を希望する人
は、当日に議会事務局（役場3
階）で受け付けをしてくださ
い。
■開会日　６月19日㊍

午前10時
■場　所　町議会議場

（役場３階）
問総務課 総務係（☎78-3113）

　この事業は先の大戦で父などを亡
くした戦没者の遺児を対象に、戦没
した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行う
とともに、同地域の住民と友好親善
を図る事業です。実施地域や時期な
ど、詳しくはお問い合わせください。
■参加費
　９万円（国内交通費、帰国時宿泊
代は別途負担）※参加費は燃料費の
高騰などの事業により値上げになる
場合があります。
　・問長洲町遺族会会長　松下

（☎78‒6606）

　日々の介護の悩みや介護に役立つ
さまざまな情報を共有し交換する交
流の場です。ぜひご参加ください。
■日　時　６月21日㊏

午後１時30分～３時30分
■場　所　町中央公民館
■参加費　無料
■申込方法　
　事前に電話で申し込んでください。
　・問「家族の会」熊本県支部事務局

（☎096‒223‒0825）

■対　象　熊本県内在住の20歳以上
65歳未満の人

■募集人数　20人
■申込期限　６月30日㊊
■申込方法
　総務課窓口または町ホームページ
掲載の参加申込書に必要事項を記入
の上、総務課まで提出してください。
■研修内容
　9月事前研修／10月23～26日予定
（３泊４日）［研修地：東京方面］／
11月～12月自主研修／1月事後研修
■県と町の補助
①県　研修に要する交通費の3分

の１（上限３万円）
②町　4万円（研修に要する経費

（交通費など）から県の助
成金を除いた金額が４万円
未満の時は、その金額）

問総務課　秘書係(☎78-3113)

　高齢化社会を迎えている今日、高
齢者や障がいのある人への多様な介
護が必要になっています。その介護
ニーズに対応するため、介護を職業
として志す人が、介護業務を行う上
で基本的な知識・技術と考え方を身
につけられる講座を開催します(この
研修は平成24年度までホームヘル
パー２級資格者養成講座とよばれた
ものです)。
■受講期間
６月21日㊏～８月30日㊏
■受講定員　20人
※定員になり次第締め切ります
■受 講 料　10,000円
※テキスト代と補助教材代
■応募期限　６月18日㊌
※後期については11月以降を予定し
ています。
問月華苑（☎69‒2018）

　町では、障がいのある人やその家族に対する相
談体制づくりのため、身体障害者相談員・知的障
害者相談員を設置しています。生活や就労での
悩み・困りごとなど、お気軽にご相談ください。
秘密は固く守られます。
問福祉保健介護課　福祉係（☎78-3135）
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催　　　し

試　　　験

く　ら　し

2,562人
（前月比+10人）被保険者数4,339人

（前月比△58人）被保険者数 927人
（前月比△14人）

認定者数

71,911円
(前月比＋5,612円）

129,391円
（前月比△7,211円）

21,953円
（前月比△3,548円）

後期高齢者医療保険 介護保険国民健康保険

一人あたり
の費用

一人あたり
の費用

一人あたり
の費用

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。

請求日

平成25年
6月27日

町民活動災害補償制度
および下水道事業の
保険契約に係る書類の
写しの交付

請求者区分 請求内容

法　人

実施機関

町　長

開示の方法

写しの交付全部開示

開示等決定日 開示･不開示の別

平成25年
7月3日

平成26年度介護支援専門員実務
研修受講試験平成26年度調理師試験

第４回クリーンパークファイブ
ミニフェスタ

６月リサイクル体験

甲種防火管理新規講習会

バードウオッチング(探鳥会)

訪問看護師養成研修（リカレント
研修）

キッズ防災

あなたの街の住宅デー

平成25年度長洲町情報公開・個人情報保護制度の運用状況をお知らせします

長洲町プレミアム（ながすまいる）
商品券 町営住宅入居者募集

きんぎょタクシーがさらに乗りやすくなりました！

医療費・介護費情報（平成26年３月分）

研修・講習

■住　宅　井樋内団地（２階建て）　１戸（1階：６畳１間、2階：６畳２間）
■家　賃　14,100円～21,100円（敷金は決定した家賃の３カ月分）
■受付期限（厳守）　
６月５日㊍～6月18日㊌　午前８時30分～午後５時（土日を除く）
■申請書類について（受付期間前に配布できます）
建設課で「町営住宅入居申込書」を受け取り、必要書類を添えて提出して
ください。
■入居資格　次の条件をすべて満たす人
⑴町内に住所を有している、または勤務している人
⑵現に同居し、または同居しようとする親族がいる人

※ただし、単身での入居も可能な場合あり
⑶１カ月あたり入居者全員の所得合計が、扶養控除などしたあと、15万8
千円以下である世帯（ただし、高齢者・障がい者などの世帯については、
21万4千円以下）
⑷現に住宅に困っている人　⑸諸税を滞納していない人
⑹本人と入居予定者が暴力団員でない人

■入居時期　平成26年7月下旬以降の予定
　・問建設課　維持管理係（☎78‒3241）

　予約型乗り合いタクシー「きんぎょタ
クシー」の乗降口に、ステップが付き、
さらに乗り降りがしやすくなりました。
この機会に皆さんぜひご利用ください。
問まちづくり課　企画調整係
（☎78-3239）

■日　時　６月８日㊐　午前９：00～
■集合場所　金魚と鯉の郷広場駐車場
■持参品　双眼鏡・筆記用具
■参加料　100円
■内　容　オオヨシキリ

カワセミなどの観察
問日本野鳥の会 熊本県支部　迦統
（☎78-5713）

■日　時　７月30日㊌、31日㊍
午前９時30分～午後４時30分

※２日間の受講で修了証が交付されます。
■場　所　玉名市民会館

別館第１会議室
■定　員　80人程度
■申込期限 ６月30日㊊～７月18日㊎
※定員になり次第締め切ります
■講習料　3,900円（テキスト代）
問有明広域行政事務組合消防本部
　予防課（☎73-5273）

■日　程
７月８日㊋､９日㊌､11日㊎､12
日㊏､14日㊊､15日㊋
午前９時～午後４時
※12日㊏のみ午前９時～午後５時
■場　所　ウイングまつばせおよび

ラポート小川
■対　象　潜在看護師（一時現役を

退いた看護師で職場復
帰を考えている人）

■内　容　医療の動向や訪問看護制
度の基礎講座など

■その他　希望者には職場選択につい
ても支援します。申し込み、
研修内容などについてはお
問い合わせください。

　・問九州看護福祉大学　生涯教育研
究センター　熊本県地域医療再
生計画 訪問看護推進人材育成
事業事務局　（☎75‒1800）

■日　時　７月30日㊌
午前10時～午後4時

■内　容（予定）
⑴ はしご車体験
⑵ 煙および強風体験
⑶ 救急法講習
⑷ 消火器取扱訓練
⑸ 非常食試食（昼食）
⑹ 車両、庁舎内および災害情報
指令センターの見学

■場　所　荒尾消防署
■対象者　管内の小学５、６年生
■定　員　30人
※定員を超えた場合は抽選とします
■参加費　無料
■申込期限　
６月30日㊊から７月11日㊎
午前８時30分～午後５時15分
※土・日を除く
　・問 有明広域行政事務組合消防

本部　消防課
（☎73-5283）

※消防本部消防課へ、電話で直接申
し込んでください。

■試験日時　10月26日㊐
■試験会場
熊本学園大学・熊本大学

■受験資格
原則、保健、医療、福祉の分野で
通算5年以上の実務経験がある人

■試験案内の配布および受験受付期間
６月16日㊊～７月18日㊎
※町社会福祉協議会で配布します。
■受験手数料　8,500円
問熊本県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
(☎096‒322‒8077)

■日　時　６月８日㊐
午前９時～正午（雨天決行）

■場　所　第１リサイクル工房
（旧第１清掃センター跡、古城公園隣）
■内　容　長洲町特産品やうまかも

んなどの展示・販売会
（午前９時～）

リサイクル抽選会（午前11時30分）
■品　数
家具・自転車など20点～30点
※投票券配布　午前11時20分まで
※投票締切　午前11時30分まで
問クリーンパークファイブ
（☎78-4433）

～ネクタイで作る「ポシェット」～
■講　師　土山　千代子 氏
■日　時　６月24日㊋

午前9時30分～午後３時
■定　員　10人
■電話受付期間
６月３日㊋～10日㊋　午後４時
　・問クリーンパークファイブ

（☎78‒4433）

■試験日時　８月29日㊎
■試験会場　学校法人　東海大学
■受験資格　
　①高等学校の入学資格がある人
　②実務経験がある人
■受験手数料　6,200円
■願書受付期間
6月16日㊊～20日㊎
午前９時～午後５時

■願書配布場所　
すこやか館または県内保健所など
問県庁健康づくり推進課
(☎096‒333‒2252)　

　商品券は、商工会で登録された町
内の取扱店で使用できます。
　詳しくは、長洲町商工会までお問
い合せください。
■販売価格　１冊　10,000円
（1,000円券11枚つづりの11,000円分）
■購入限度額　１人５万円まで
■商品券の販売場所（土、日祝日除く）
※売り切れ次第終了
〇長洲町商工会
販売日時　7月１日㊋～10月31日㊎

午前10時～午後４時
〇長洲町役場１階ロビー
販売日時　７月１日㊋～７月11日㊎

午前10時～午後４時
〇ＪＡ玉名長洲総合支所１階ロビー
販売日時　７月１日㊋～７月11日㊎

午前10時～午後４時
■商品券の使用期間　
７月１日㊋～12月31日㊌
＊商品券の予約購入はできません。
問長洲町商工会（☎78‒0410）

　地域に住む大工・左官などで作る
熊本県建築労働組合では「住宅
デー」として奉仕活動を行います。
この機会に住まいのことを相談して
みませんか。
■日　時　６月８日㊐　

午前10時～午後３時
■場　所　清源寺公民館
■内　容　包丁研ぎ・住宅相談

（無料）
網戸張替え（実費相当）

問熊建労城北支部
(☎57-4651)
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催　　　し

試　　　験

く　ら　し

2,562人
（前月比+10人）被保険者数4,339人

（前月比△58人）被保険者数 927人
（前月比△14人）

認定者数

71,911円
(前月比＋5,612円）

129,391円
（前月比△7,211円）

21,953円
（前月比△3,548円）

後期高齢者医療保険 介護保険国民健康保険

一人あたり
の費用

一人あたり
の費用

一人あたり
の費用

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。

請求日

平成25年
6月27日

町民活動災害補償制度
および下水道事業の
保険契約に係る書類の
写しの交付

請求者区分 請求内容

法　人

実施機関

町　長

開示の方法

写しの交付全部開示

開示等決定日 開示･不開示の別

平成25年
7月3日

平成26年度介護支援専門員実務
研修受講試験平成26年度調理師試験

第４回クリーンパークファイブ
ミニフェスタ

６月リサイクル体験

甲種防火管理新規講習会

バードウオッチング(探鳥会)

訪問看護師養成研修（リカレント
研修）

キッズ防災

あなたの街の住宅デー

平成25年度長洲町情報公開・個人情報保護制度の運用状況をお知らせします

長洲町プレミアム（ながすまいる）
商品券 町営住宅入居者募集

きんぎょタクシーがさらに乗りやすくなりました！

医療費・介護費情報（平成26年３月分）

研修・講習

■住　宅　井樋内団地（２階建て）　１戸（1階：６畳１間、2階：６畳２間）
■家　賃　14,100円～21,100円（敷金は決定した家賃の３カ月分）
■受付期限（厳守）　
６月５日㊍～6月18日㊌　午前８時30分～午後５時（土日を除く）
■申請書類について（受付期間前に配布できます）
建設課で「町営住宅入居申込書」を受け取り、必要書類を添えて提出して
ください。
■入居資格　次の条件をすべて満たす人
⑴町内に住所を有している、または勤務している人
⑵現に同居し、または同居しようとする親族がいる人

※ただし、単身での入居も可能な場合あり
⑶１カ月あたり入居者全員の所得合計が、扶養控除などしたあと、15万8
千円以下である世帯（ただし、高齢者・障がい者などの世帯については、
21万4千円以下）
⑷現に住宅に困っている人　⑸諸税を滞納していない人
⑹本人と入居予定者が暴力団員でない人

■入居時期　平成26年7月下旬以降の予定
　・問建設課　維持管理係（☎78‒3241）

　予約型乗り合いタクシー「きんぎょタ
クシー」の乗降口に、ステップが付き、
さらに乗り降りがしやすくなりました。
この機会に皆さんぜひご利用ください。
問まちづくり課　企画調整係
（☎78-3239）

■日　時　６月８日㊐　午前９：00～
■集合場所　金魚と鯉の郷広場駐車場
■持参品　双眼鏡・筆記用具
■参加料　100円
■内　容　オオヨシキリ

カワセミなどの観察
問日本野鳥の会 熊本県支部　迦統
（☎78-5713）

■日　時　７月30日㊌、31日㊍
午前９時30分～午後４時30分

※２日間の受講で修了証が交付されます。
■場　所　玉名市民会館

別館第１会議室
■定　員　80人程度
■申込期限 ６月30日㊊～７月18日㊎
※定員になり次第締め切ります
■講習料　3,900円（テキスト代）
問有明広域行政事務組合消防本部
　予防課（☎73-5273）

■日　程
７月８日㊋､９日㊌､11日㊎､12
日㊏､14日㊊､15日㊋
午前９時～午後４時
※12日㊏のみ午前９時～午後５時
■場　所　ウイングまつばせおよび

ラポート小川
■対　象　潜在看護師（一時現役を

退いた看護師で職場復
帰を考えている人）

■内　容　医療の動向や訪問看護制
度の基礎講座など

■その他　希望者には職場選択につい
ても支援します。申し込み、
研修内容などについてはお
問い合わせください。

　・問九州看護福祉大学　生涯教育研
究センター　熊本県地域医療再
生計画 訪問看護推進人材育成
事業事務局　（☎75‒1800）

■日　時　７月30日㊌
午前10時～午後4時

■内　容（予定）
⑴ はしご車体験
⑵ 煙および強風体験
⑶ 救急法講習
⑷ 消火器取扱訓練
⑸ 非常食試食（昼食）
⑹ 車両、庁舎内および災害情報
指令センターの見学

■場　所　荒尾消防署
■対象者　管内の小学５、６年生
■定　員　30人
※定員を超えた場合は抽選とします
■参加費　無料
■申込期限　
６月30日㊊から７月11日㊎
午前８時30分～午後５時15分
※土・日を除く
　・問 有明広域行政事務組合消防

本部　消防課
（☎73-5283）

※消防本部消防課へ、電話で直接申
し込んでください。

■試験日時　10月26日㊐
■試験会場
熊本学園大学・熊本大学

■受験資格
原則、保健、医療、福祉の分野で
通算5年以上の実務経験がある人

■試験案内の配布および受験受付期間
６月16日㊊～７月18日㊎
※町社会福祉協議会で配布します。
■受験手数料　8,500円
問熊本県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
(☎096‒322‒8077)

■日　時　６月８日㊐
午前９時～正午（雨天決行）

■場　所　第１リサイクル工房
（旧第１清掃センター跡、古城公園隣）
■内　容　長洲町特産品やうまかも

んなどの展示・販売会
（午前９時～）

リサイクル抽選会（午前11時30分）
■品　数
家具・自転車など20点～30点
※投票券配布　午前11時20分まで
※投票締切　午前11時30分まで
問クリーンパークファイブ
（☎78-4433）

～ネクタイで作る「ポシェット」～
■講　師　土山　千代子 氏
■日　時　６月24日㊋

午前9時30分～午後３時
■定　員　10人
■電話受付期間
６月３日㊋～10日㊋　午後４時
　・問クリーンパークファイブ

（☎78‒4433）

■試験日時　８月29日㊎
■試験会場　学校法人　東海大学
■受験資格　
　①高等学校の入学資格がある人
　②実務経験がある人
■受験手数料　6,200円
■願書受付期間
6月16日㊊～20日㊎
午前９時～午後５時

■願書配布場所　
すこやか館または県内保健所など
問県庁健康づくり推進課
(☎096‒333‒2252)　

　商品券は、商工会で登録された町
内の取扱店で使用できます。
　詳しくは、長洲町商工会までお問
い合せください。
■販売価格　１冊　10,000円
（1,000円券11枚つづりの11,000円分）
■購入限度額　１人５万円まで
■商品券の販売場所（土、日祝日除く）
※売り切れ次第終了
〇長洲町商工会
販売日時　7月１日㊋～10月31日㊎

午前10時～午後４時
〇長洲町役場１階ロビー
販売日時　７月１日㊋～７月11日㊎

午前10時～午後４時
〇ＪＡ玉名長洲総合支所１階ロビー
販売日時　７月１日㊋～７月11日㊎

午前10時～午後４時
■商品券の使用期間　
７月１日㊋～12月31日㊌
＊商品券の予約購入はできません。
問長洲町商工会（☎78‒0410）

　地域に住む大工・左官などで作る
熊本県建築労働組合では「住宅
デー」として奉仕活動を行います。
この機会に住まいのことを相談して
みませんか。
■日　時　６月８日㊐　

午前10時～午後３時
■場　所　清源寺公民館
■内　容　包丁研ぎ・住宅相談

（無料）
網戸張替え（実費相当）

問熊建労城北支部
(☎57-4651)
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