
募　　　集催　　　し

あなたもシルバー人材センターへ登録しませんか
　現在、長洲町シルバー人材センターでは、170名ほど
の会員さんが活動されています。町内在住の60歳以上、
健康で働く意欲がある方は気軽に説明会へ参加してくだ
さい。詳しくは、事務局へお問い合わせ下さい。
　●草刈り機を使った除草のできる方を探しています。
　●女性の会員さんの登録推進中。
【入会説明会実施日】
■日　時　毎月、第１・第３水曜日　10時00分
■場　所　長洲町シルバー人材センター事務局

（☎78‒4642）

広告

2,556人
（前月比△6人）被保険者数4,312人

（前月比△27人）被保険者数 927人
（前月比±0人）

認定者数

70,985円
(前月比△926円）

140,903円
（前月比＋11,512円）

23,853円
（前月比＋1,900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。

医療費・介護費情報（平成26年4月分）

その瞬間、あなたの手当てが命を救う

認知症の人と家族の会「つどい」
参加者募集

第56回金婚夫婦の表彰が行われます

公共職業訓練平成26年9月期生募集

7月リサイクル体験

～米のとぎ汁でEM発酵液作り～

～着物リフォーム「ブラウス」～

ふれあいバス恋ツアー 

ひまわりの里　夏の夕べ えべっさん海祭り開催！

平成26年度
第１回・第２回消防設備士試験

平成26年度
長洲町職員採用試験

　平成26年度の表彰該当者の届け出を次のとおり受け付けます。

■対象者　昭和39年（１月1日から12月31日まで）にご結婚され、満50年に
達するご夫婦

■表彰式予定日　９月２日㊋午後1時
■受付期限　７月18日㊎
■届出先　地元駐在員（区長）または福祉保健介護課
■注意事項
①結婚年月日については、本人申し出の日で受け付けを行います。
※役場への婚姻日などに関する問い合わせはご遠慮ください。
②昨年度届出をされなかったご夫婦も、本年度分としてお届けできます。
③届け出が期限を過ぎた場合、次年度表彰となります。
④表彰者は、熊本日日新聞および広報ながすに氏名が掲載されます。

問福祉保健介護課　福祉係（☎78-3135）

　ポリテクセンター荒尾では職業訓練受講生を募集します。
訓練はものづくりを中心とした就職に結びつきやすい内容です。

■募集科　機械加工技術科（就職活動ステップアップ講習付き）
■募集人員　15人　※おおむね40歳未満を対象としたコースです。
■募集期限　７月31日㊍
■説明会日時　7月16日㊌午前９時30分～午後３時30分
　※説明会では、あわせて10月期生で応募する科の説明も行います。
■面接日　８月4日㊊
■訓練期間　９月２日㊋～平成27年３月30日㊊
■必要経費　受講料は無料ですが、教科書代などが必要となります。
■応募先　お近くの公共職業安定所（ハローワーク）
問ポリテクセンター荒尾　開発援助課（☎62-0179）

くらしの情報

試　　　験

■日　時　７月20日㊐　午前10時30分～午後11時30分
■場所および内容　・長崎県佐世保市の九十九島を船でクルージング

・ハウステンボスの散策
・ウォーターマークホテルにてディナー
・ハウステンボスの花火観賞

■集合場所　和水町役場 
■参加資格　20歳～40歳の独身男女　※学生を除く

会員登録をしている　※登録料は無料 
17日㊍以降のキャンセルについては全額負担となります

■募集人員　男女各15人 
■参加費　5,000円　※昼食・夕食代、会場費、通信費などを含みます。 
■申込期限　7月13日㊐　午後7時
■申込方法　電話またはメール
　・問有明広域行政事務組合　荒尾・玉名地域結婚サポートセンター（☎78-2543）

　心臓や呼吸が止まった人に対しては、
その場に居合わせた人が一刻も早く適
切な救命手当を実施することで救われ
る命があります。
　荒尾消防署では、救命手当を一人で
も多くの人に覚えてもらうために、救
命講習会の参加者を募集します。

■日　時　７月20㊐  午前９時～正午
■場　所　荒尾消防署
■内　容　救命手当講習会
　（心肺蘇生法、AED、窒息対策）
■定　員　先着30人
※受講者が少数の場合、中止するこ
ともあります
■参加費　無料（テキスト無料配布）
■申込方法　電話にて申込必要
　・問 荒尾消防署救急係

（☎63-1121）

　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　７月19日㊏
午後１時30分～３時30分

■場　所　玉東町福祉センター
■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）

■日　時 
７月21日㊊　午前９時30分～
■場　所 　熊本北部漁業協同組合
■内　容 　
・神事
・海上パレード（漁船で有明海巡航）
・えべっさん海まつり記念 タイ放
　流事業（1万匹）
カラオケ大会・歌謡ショー・わ
くわく抽選会
有明海海産物即売会・物産市・
軽トラ市・体験コーナー
※アサリ貝汁無料配布

問熊本北部漁業協同組合
（☎78‒0516）

■日　時　７月26日㊏
　　　　　午後５時30分～
　　　　　※雨天中止、小雨決行
■場　所　腹赤小学校　グラウンド
■内　容　夜市やステージイベン
ト、抽選会などを予定しています。
問ひまわりの里（☎78-0589）

■試験日
　第１回　９月 ７日㊐
　第２回　９月14日㊐
■願書受付期間
＜書面申請＞ 7月22日㊋～31日㊍
＜電子申請＞ 7月19日㊏～28日㊊
■試験地　熊本市
■願書などの配置場所
　消防試験研究センター熊本県支部
および熊本市消防局・県下消防本部
　詳しくは、試験案内をご覧ください。
問（一財）消防試験研究センター
熊本県支部（☎096-364-5005）

■日　時　7月17日㊍
　　　　　午後１時30分～午後3時
■講　師　職員
■定　員　10人　
■電話受付期間　７月３日㊍～10日
㊍　午前９時～ 午後４時

■日　時　７月22日㊋
午前９時30分～午後３時

■講　師　土山　千代子 氏
■定　員　10人　
■電話受付期間　７月３日㊍～10日
㊍　午前９時～午後４時
　・問クリーンパークファイブ
  　（☎78-4433）

　町では、次のとおり新規採用職員
を募集します。
　一緒に町の未来を創ってみませんか。
■第１次試験　９月21日㊐
　　　　　　　九州看護福祉大学
■募集職種と受験資格
　大卒程度　・行政　２人程度
　社会人枠　・土木　１人程度
　　　　　・建築　１人程度
　詳しくは募集案内またはホームペー
ジをご確認ください。
■申込期間　7月28日㊊～8月15日㊎
※土日、祝日を除く
申込用紙の請求受付は７月14日㊊か
ら開始
問総務課　総務係（☎78-3113）

～７月１から町防災行政無線の定時放送時間が変わります～
■時間　午後５時→午後６時Nagasu 2014.79 Nagasu 2014.7 8
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く　ら　し

入札結果

相　　　談

７月はフェリーに乗ろう！

工事（業務）名

長洲町役場庁舎耐震改修工事

新川漁港改修工事

落札業者名

興亜建設工業㈱

興亜建設工業㈱

予定価格

107,903,000円

 21,029,000円

落札金額

104,760,000円

20,412,000円

落札率

97.09%

97.07%

参加業者数

4

6

工事（業務）名

長洲町道路路面性状調査業務委託

長洲町道路附属物点検業務委託

落札業者名

ニチレキ㈱

㈱有明測量開発社

予定価格

2,885,000円

1,748,000円

落札金額

2,700,000円

1,620,000円

落札率

93.59%

92.68%

参加業者数

9

5

注）障がい者定期相談は、前日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。

各種相談できます

【一般競争入札】 開札日：6月2日  

【指名競争入札】 入札日：5月28日  

家計管理相談

生活とこころの無料相談会

障がい者定期相談

定例行政相談

国民・厚生年金相談

役場２階相談室

ながす未来館

すこやか館

町中央公民館

荒尾市役所

7月15日㊋　午前10時～午後 3時
8月 1日㊎　午前10時～午後 3時
8月 5日㊋　午後 1時30分～ 4時30分

7月16日㊌　午前９時30分～11時30分

7月23日㊌　午後 2時～4時

7月22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）

福祉保健介護課　福祉係
（☎78-3135）

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

農地相談 本年度分の国民年金保険料免除・納付猶予
申請は７月１日からです

長洲駅前駐車場のご案内農薬容器（産業廃棄物）を回収します

７月11日㊎～８月14日㊍は
トマトの不作付け期間です平成26年度の水質検査の結果

夏はフェリーに乗ろう！
有明フェリー特別割引運賃実施！

役場の休日受付が変更されます

　町では町内企業の工場排水に対して、年６回の水質検査を行っています。
今回は第１回目の測定結果を報告します。

　農業委員による農地相談を次のとおり開催します。
　農地の売買・賃借・転用など農地のことで心配ごと
や相談がある人は、お気軽にご相談ください。
■日　時　７月26日㊏　午前９時30分～正午
■場　所　ＪＡ玉名　長洲総合支所（農協祭会場）
問農業委員会事務局（☎78-3272)

■免除期間　平成26年７月～平成27年６月
■申込方法　住民環境課もしくは日本年金機構玉名事

務所窓口にて
※継続申請が承認された人以外は毎年度申請が必要で
す。お気軽に窓口またはお電話でご相談ください。
問住民環境課　戸籍住民係（☎78-3116）
日本年金機構玉名事務所（☎74-1612）

　長洲駅南口駐車場は、これまで一般有料駐車場として利用されてきました
が、８月１日㊎より定期駐車も利用可能となり、さらに利用しやすくなります。
■利用時間 　24時間（年中無休）
■駐車場名称
【７月３１日まで】
南口駐車場（一般有料駐車場 81台収容）　
西側駐車場（定期駐車場 21台収容）
【８月１日から】
南口駐車場（一般有料駐車場、定期駐車場 合計81台収容）
西側駐車場（定期駐車場 21台収容）

■利用料金　（税込）
・一般有料駐車場…1時間まで無料、以降２時間ごと100円
※当日最大料金 400円（当日の24時まで）
・定期駐車場…1ヵ月 3,000円
・一般有料駐車場にて利用可能なプリペイドガードもあります
3,000円（3,200円相当）5,000円（5,600円相当）8,000円（9,200円相当）

■申し込みについて
　管理協力会社「新幸タクシー㈲」事務所（☎78-1717）へ直接お申込みく
ださい。申し込みの際は、運転免許証など本人を確認できるものが必要とな
ります。なお、申し込み多数の際は、ご希望に添えない場合もあります。
問総務課　財務係 （☎78̶3178）

　役場庁舎は7月から庁舎北側・西側の耐震改修工事
を実施します。
　工事期間中、休日の各種届出（婚姻届、出生届、死
亡届など）は、役場正面玄関のインターホンでお呼び
出しください。
 工事による騒音などでご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
　なお、休日の各種証明書（住民票、印鑑証明書な
ど）の発行は、従来どおり町中央公民館の自動交付機
での対応となります。
問総務課　財務係（☎78-3178)

７月８月の土曜・日曜・祝日は
軽自動車　1,000円（片道）
普通車（６m未満）　1,500円（片道）

さらに
８月は平日も！
６m未満の車両　一律1,500円（片道）

※8月13日～17日は通常運賃になります。
問有明フェリー長州港（☎78-0131)

（単位：ｍｇ／ℓ）

荒尾鉄工団地協同組合
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
全クロム
ﾍｷｻﾝ抽出物質

17.5
7.5
8
7

不検出
0.5未満

4月23日
10:06

－
5.8～8.6
30以下
20以下
不検出
2以下

協定基準

九州オーエム㈱
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
カドミウム
シアン
鉛

六価クロム
ﾍｷｻﾝ抽出物質

20.5
7
7
7

0.001未満
0.01未満
0.007

0.005未満
0.5未満

4月23日
11:28

－
5.0～9.0
40以下
25以下
0.01以下
0.1以下
0.05以下
0.05以下
5以下

協定基準

採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質
窒素
燐

ジャパン マリンユナイテッド㈱有明事業所

17.5
7.6
2
3
6

0.5未満
14
0.8

4月23日
10:40

－
5.0～9.0
40以下
25以下
25以下
5以下
120以下
16以下

協定基準

採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質

㈱ＬＩＸＩＬ　

22.3
7.4

1未満
9

0.5未満

4月23日
11:16

－
5.9～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準

問住民環境課　環境対策推進係（☎78‒3122）

不二ライトメタル㈱　

26.5
7.4
2
4

0.5未満

4月23日
10:22

－
5.0～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質

㈱イデックスクラリティー
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質

27.3
7.7
2
2

0.5未満

4月23日
10:55

－
5.8～8.6
40以下
25以下
5以下

協定基準

　近年、「トマト黄化葉巻病」とい
うコナジラミ類が媒介するトマトの
ウイルス病が発生し、産地として深
刻な問題となっています。この病気
の撲滅を図るため、今年度もトマト
の不作付け期間を設けます。
　栽培終了後は、コナジラミ類がハ
ウス外へ飛散しないように防除や蒸
し込みを行い、コナジラミ類の密度
を低減させたのち、後片付けを行っ
て下さい。
＜一般の家庭菜園の方へ＞
　発病株を放置していたら次々に伝
染していきます。直ちに抜き取り、
土中に埋めるか肥料袋等に入れ、密
閉して処分してください。
問玉名地域緊急病害虫防除対策会議
事務局　玉名地域振興局農業普
及・振興課 野菜産地づくり支援班
（☎74‒2193）

　使用済み農薬空容器の焼却・廃棄
はできません。

■回収日時
７月９日㊌　午前９時～午後４時
10月８日㊌　午前９時～午後４時
■回収場所　JAたまな長洲供給センター
■回収品目
　プラボトル、水和剤、粉粒剤の袋、
農薬ビン類、農薬缶（ミカノールなど）
類、ペール缶（ハーベストオイルなど）
※住所、氏名、電話番号を記入したJA
指定の回収袋に入れて出してください。
※回収袋はJAたまな長洲供給センター
にて１枚100円で販売しています。
※残液のある容器は回収できませんの
で必ず洗浄し、ふたを外して出して
ください。
※プラボトルと紙袋は分別してください。
問JAたまな長洲供給センター
 （☎78-6565）

Nagasu 2014.711 Nagasu 2014.7 10

く　ら　し

入札結果

相　　　談

７月はフェリーに乗ろう！

工事（業務）名

長洲町役場庁舎耐震改修工事

新川漁港改修工事

落札業者名

興亜建設工業㈱

興亜建設工業㈱

予定価格

107,903,000円

 21,029,000円

落札金額

104,760,000円

20,412,000円

落札率

97.09%

97.07%

参加業者数

4

6

工事（業務）名

長洲町道路路面性状調査業務委託

長洲町道路附属物点検業務委託

落札業者名

ニチレキ㈱

㈱有明測量開発社

予定価格

2,885,000円

1,748,000円

落札金額

2,700,000円

1,620,000円

落札率

93.59%

92.68%

参加業者数

9

5

注）障がい者定期相談は、前日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。

各種相談できます

【一般競争入札】 開札日：6月2日  

【指名競争入札】 入札日：5月28日  

家計管理相談

生活とこころの無料相談会

障がい者定期相談

定例行政相談

国民・厚生年金相談

役場２階相談室

ながす未来館

すこやか館

町中央公民館

荒尾市役所

7月15日㊋　午前10時～午後 3時
8月 1日㊎　午前10時～午後 3時
8月 5日㊋　午後 1時30分～ 4時30分

7月16日㊌　午前９時30分～11時30分

7月23日㊌　午後 2時～4時

7月22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）

福祉保健介護課　福祉係
（☎78-3135）

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

農地相談 本年度分の国民年金保険料免除・納付猶予
申請は７月１日からです

長洲駅前駐車場のご案内農薬容器（産業廃棄物）を回収します

７月11日㊎～８月14日㊍は
トマトの不作付け期間です平成26年度の水質検査の結果

夏はフェリーに乗ろう！
有明フェリー特別割引運賃実施！

役場の休日受付が変更されます

　町では町内企業の工場排水に対して、年６回の水質検査を行っています。
今回は第１回目の測定結果を報告します。

　農業委員による農地相談を次のとおり開催します。
　農地の売買・賃借・転用など農地のことで心配ごと
や相談がある人は、お気軽にご相談ください。
■日　時　７月26日㊏　午前９時30分～正午
■場　所　ＪＡ玉名　長洲総合支所（農協祭会場）
問農業委員会事務局（☎78-3272)

■免除期間　平成26年７月～平成27年６月
■申込方法　住民環境課もしくは日本年金機構玉名事

務所窓口にて
※継続申請が承認された人以外は毎年度申請が必要で
す。お気軽に窓口またはお電話でご相談ください。
問住民環境課　戸籍住民係（☎78-3116）
日本年金機構玉名事務所（☎74-1612）

　長洲駅南口駐車場は、これまで一般有料駐車場として利用されてきました
が、８月１日㊎より定期駐車も利用可能となり、さらに利用しやすくなります。
■利用時間 　24時間（年中無休）
■駐車場名称
【７月３１日まで】
南口駐車場（一般有料駐車場 81台収容）　
西側駐車場（定期駐車場 21台収容）
【８月１日から】
南口駐車場（一般有料駐車場、定期駐車場 合計81台収容）
西側駐車場（定期駐車場 21台収容）

■利用料金　（税込）
・一般有料駐車場…1時間まで無料、以降２時間ごと100円
※当日最大料金 400円（当日の24時まで）
・定期駐車場…1ヵ月 3,000円
・一般有料駐車場にて利用可能なプリペイドガードもあります
3,000円（3,200円相当）5,000円（5,600円相当）8,000円（9,200円相当）

■申し込みについて
　管理協力会社「新幸タクシー㈲」事務所（☎78-1717）へ直接お申込みく
ださい。申し込みの際は、運転免許証など本人を確認できるものが必要とな
ります。なお、申し込み多数の際は、ご希望に添えない場合もあります。
問総務課　財務係 （☎78̶3178）

　役場庁舎は7月から庁舎北側・西側の耐震改修工事
を実施します。
　工事期間中、休日の各種届出（婚姻届、出生届、死
亡届など）は、役場正面玄関のインターホンでお呼び
出しください。
 工事による騒音などでご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
　なお、休日の各種証明書（住民票、印鑑証明書な
ど）の発行は、従来どおり町中央公民館の自動交付機
での対応となります。
問総務課　財務係（☎78-3178)

７月８月の土曜・日曜・祝日は
軽自動車　1,000円（片道）
普通車（６m未満）　1,500円（片道）

さらに
８月は平日も！
６m未満の車両　一律1,500円（片道）

※8月13日～17日は通常運賃になります。
問有明フェリー長州港（☎78-0131)

（単位：ｍｇ／ℓ）

荒尾鉄工団地協同組合
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
全クロム
ﾍｷｻﾝ抽出物質

17.5
7.5
8
7

不検出
0.5未満

4月23日
10:06

－
5.8～8.6
30以下
20以下
不検出
2以下

協定基準

九州オーエム㈱
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
カドミウム
シアン
鉛

六価クロム
ﾍｷｻﾝ抽出物質

20.5
7
7
7

0.001未満
0.01未満
0.007

0.005未満
0.5未満

4月23日
11:28

－
5.0～9.0
40以下
25以下
0.01以下
0.1以下
0.05以下
0.05以下
5以下

協定基準

採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質
窒素
燐

ジャパン マリンユナイテッド㈱有明事業所

17.5
7.6
2
3
6

0.5未満
14
0.8

4月23日
10:40

－
5.0～9.0
40以下
25以下
25以下
5以下
120以下
16以下

協定基準

採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質

㈱ＬＩＸＩＬ　

22.3
7.4

1未満
9

0.5未満

4月23日
11:16

－
5.9～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準

問住民環境課　環境対策推進係（☎78‒3122）

不二ライトメタル㈱　

26.5
7.4
2
4

0.5未満

4月23日
10:22

－
5.0～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質

㈱イデックスクラリティー
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質

27.3
7.7
2
2

0.5未満

4月23日
10:55

－
5.8～8.6
40以下
25以下
5以下

協定基準

　近年、「トマト黄化葉巻病」とい
うコナジラミ類が媒介するトマトの
ウイルス病が発生し、産地として深
刻な問題となっています。この病気
の撲滅を図るため、今年度もトマト
の不作付け期間を設けます。
　栽培終了後は、コナジラミ類がハ
ウス外へ飛散しないように防除や蒸
し込みを行い、コナジラミ類の密度
を低減させたのち、後片付けを行っ
て下さい。
＜一般の家庭菜園の方へ＞
　発病株を放置していたら次々に伝
染していきます。直ちに抜き取り、
土中に埋めるか肥料袋等に入れ、密
閉して処分してください。
問玉名地域緊急病害虫防除対策会議
事務局　玉名地域振興局農業普
及・振興課 野菜産地づくり支援班
（☎74‒2193）

　使用済み農薬空容器の焼却・廃棄
はできません。

■回収日時
７月９日㊌　午前９時～午後４時
10月８日㊌　午前９時～午後４時
■回収場所　JAたまな長洲供給センター
■回収品目
　プラボトル、水和剤、粉粒剤の袋、
農薬ビン類、農薬缶（ミカノールなど）
類、ペール缶（ハーベストオイルなど）
※住所、氏名、電話番号を記入したJA
指定の回収袋に入れて出してください。
※回収袋はJAたまな長洲供給センター
にて１枚100円で販売しています。
※残液のある容器は回収できませんの
で必ず洗浄し、ふたを外して出して
ください。
※プラボトルと紙袋は分別してください。
問JAたまな長洲供給センター
 （☎78-6565）
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