
催　　　し

就　　　職

ひまわりの里　夏の夕べ
第９回、ひまわりの里夏の夕べが開催されます。
■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）

えべっさん海祭り開催！
■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　
・海上パレード
（漁船で有明海巡航）
・記念リレー放流
（タイ１万匹）
・漁協即売会
・歌謡ショー
・ワクワク抽選会　など
問熊本北部漁業協同組合
（☎78－0516）

くらしの情報

■日　時　9月20日㊏　午後5時30分受付　午後6時スタート
■場　所　ホテル　有明会館
■参加費　3,000円
　※9月13日㊏以降のキャンセルは全額負担となります
■募集人員　男女各15人 
■応募資格　
　男性に限り、荒尾市・玉名郡市に住んでいるか、勤務している人
　会員登録が必要　※当日の入会も可能、登録料無料
　20歳～45歳の独身男女　※学生を除く
■申込期限　９月12日㊎　午後７時まで
■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）

　交通安全啓発意識をさらに向上させるために、昭和の自動車などを展
示するイベントを実施します。
■日　時　9月21日㊐
　　　　　午前10時～午後4時
■場　所　万田坑芝生広場一帯
■内　容　昭和に製造された自動車、二輪車、発動機の展示
　交通事故模擬体験コーナーや白バイなどの展示も予定しています。
問総務課　防災交通係　（☎78-3104）

　障害があってもなくてもともに支えあって生きる地域づくりをめざして、
音楽を通して交流を図る「ハートフルコンサート」が開催されます。一致
協力した演奏や、高次脳機能障害と闘いながら歌手活動を続ける一ノ瀬
たけしさんの歌を、ぜひお聞きください。

■日　時　10月５日㊐　午後１時30分～４時
■場　所　玉名市民会館大ホール
■入場料　無料
■内　容　玉名市少年少女合唱団
　　　　　当事者の語り
　　　　　アンサンブル
　　　　　コーラス
　　　　　一ノ瀬たけしさんのゲスト出演
　　　　　各種出店販売等（正午から開店）
問実行委員会事務局  （地域活動支援センターふれあい内）（☎73‐1022）
　熊本県玉名地域振興局（有明保健所） （☎72‐2184）

■日　時　9月21日㊐
　　　　　午前10時20分～午後4時　（受付　午前9時30分～）
■場　所　草枕温泉　草枕山荘バーベキュー場
※無料送迎バス 行き　JR玉名駅　午前9時30分発
 帰り　草枕山荘　午後2時45分、4時20分発
■内　容　・講演会～身近な薬草を活用していきいきとした健康づくり～
　　　　　・薬草料理の食体験など
■定　員　100人
■参加料　1,000円
■申込方法　住所、氏名、電話番号、送迎バス利用有無、草枕の里見学
　会参加の有無を記載し、FAXまたはメールでお申し込みください。
■申込締切　９月10日㊌必着※参加が決定しましたら、当選者のみ連絡します。
　FAX（☎73‐3034）メール（m-sakamoto@kjb.biglobe.ne.jp）
問まちづくり課　企画調整係（☎78‐3239）

　楽しく遊びながら、リサイクルやごみの減量を考えてみませんか？
■日　時　10月５日㊐　午前９時～午後２時
■場　所　クリーンパークファイブ
■内　容　リサイクル品抽選会
　　　　　※投票締切時間は午後１時15分までです。
　　　　　リサイクル体験コーナー、フリーマーケット　など

問クリーンパークファイブ　（☎78-4433）

■場　所　有明ソーラーパワー敷地内
■内　容　環境ものづくり体験
　当日はほかにもさまざまなイベントを用意しています！
　ぜひこの機会に有明ソーラーパワーにご来場ください！

問まちづくり課　企画調整係　（☎78‐3239）

　子どもたちの笑顔のためにあなたの持っている資格を
生かしましょう!
　保育士の人材確保のため、資格を持ちながら保育士と
して働いていない潜在保育士の再就職を支援するための
研修として「平成26年度潜在保育士就職支援研修会」
が実施されます。
■日程・場所
　10月 9日、11月6日　合志市「ヴィーブル」
　10月17日、11月7日　八代ハーモニーホール
　10月24日　ウィング松橋
　10月28日　玉名市社会福祉協議会
■対　象　保育士資格を有する人
■時　間　午後１時～
■内　容　講義、体験談、就職コーディネーターとの面談など
　・問熊本県保育協会　（☎096-322-0038）

　県では、玉名地域振興局総務振興課内に「ジョブカ
フェ・玉名ブランチ」を設置しております。就職に関す
るご相談など、お気軽にご利用ください。
■対象者　おおむね35歳未満の人または保護者の人
　　　　　学校の進路指導担当の教員
■内　容　就職に関する相談
　　　　　職業適性診断
　　　　　求人に関する情報提供・求人の開拓
　　　　　出前相談
■相談時間　※電話での事前予約が必要です。
　　　　　　月曜～金曜　午前10時～午後５時
　　　　　　※木曜日は午後４時まで
問ジョブカフェ・玉名ブランチ　（☎74‐1125）

　町内のご長寿の皆さんを祝う「敬老
会」が開催されます。敬老会では式典
のほか、民踊や保育所児童たちによる
アトラクションも行われます。皆さんも
一緒にお祝いしませんか。
■日　時　9月13日㊏
　　　　　受付時間　午前9時30分～
　　　　　開　　式　午前10時～
■場　所　ながす未来館文化ホール
■対象者　昭和10年12月31日までに
　　　　　生まれた人
問福祉保健介護課　福祉係
　（☎78-3135）

■日　時　９月16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　９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）

　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。
※事前に電話で申し込みください。
■日　時　９月20日㊏
　　　　　午後１時30分～３時30分
■場　所　玉名市民会館
■参加費　無料
・問「家族の会」熊本県支部事務局
　　 （☎096-223-0825）

　有明フェリーの船上で、ALTの先生
たちや長洲町国際交流友の会の会員と
一緒に楽しく英会話を学びませんか。
■日　時　9月27日㊏　午前10時～正午
　　　　 （受付時間 
　　　　　　　　午前9時～9時40分）
■場　所　有明フェリー船上
　　　　 （長洲港フェリー
　　　　　　　　ターミナル集合）
■対象者　小中学生100人
　　　　　※先着順となります
■主　催　長洲町国際交流友の会
■共　催　長洲町、有明フェリー
■参加料　無料
■申込方法　電話またはFAX

　・問まちづくり課企画調整係
    　（☎78‐3239）

９月リサイクル体験
～着物リフォーム「ズボン作り」～

認知症の人と家族の会「つどい」
参加者募集

敬老会が開催されます

第14回ハートフルコンサート IN ARIAKE
～響かせよう　心と心のハーモニー～

出逢いのパーティーin長洲

万田坑交通安全オールドマシンフェスタを開催します

船上で英会話を楽しもう！
～英語でしゃべらないと・オン・有明フェリー～

第８回クリーンパークファイブ環境＆スポーツフェスタ

　
同日開催！有明ソーラーパワーエコ祭り

第三回地域づくり団体交流会　～地域づくりは健康づくりから～

潜在保育士の保育所就職を支援します!!若者のお仕事探しをお手伝いします
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く　ら　し

危険物取扱者試験案内

交通事故をなくそう　秋の全国交通安全運動

「土砂災害防止法に基づく調査」での立ち入りにご協力ください

募　　　集

もしもの時、大切な人を守れるのはあなたです
　　 ～救命手当て講習会の参加者募集～南関町　逢い de 愛 ♡ 事業　参加者募集

■試験の種類
・甲種
・乙種第１類～第６類
・丙種
■試験日　11月2日㊐
■願書受付期間
＜書類申請＞　9月8日～18日
＜電子申請＞　9月5日～15日
※詳しくは、試験案内をご覧くだ
さい。

■願書・試験案内の配置場所
・（一財）消防試験研究センター熊
本県支部

・熊本市消防局
・熊本県下消防本部
・熊本県総務部市町村
・税務局消防保安課

問（一財）消防試験研究センター
　  熊本県支部（☎096-364-5005）

　平成26年秋の全国交通安全運動が、9月21日㊐から9月30日㊋の間実
施されます。交通ルールを守り、正しい交通マナーで交通事故防止に努
めましょう。
●運動の基本
　子どもと高齢者の交通事故防止
●運動の重点
①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
　※特に、反射材用品などの着用の推進および自転車前照灯の点灯の
徹底

②全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶

問総務課　防災交通係（☎78-3104）

　県では、｢土砂災害防止法｣に基づき、土砂災害に関する危険区域の周
知や、避難体制の整備などを目的に、土砂災害のおそれがある区域を明
らかにする調査を行っています。
　長洲町の一部において、９月中旬から順次現地調査を行う予定です。
　今回の調査は、急傾斜地崩壊危険箇所（がけ崩れのおそれがある場
所）を対象としており、現地の測量を行うため、急な斜面付近の個人所
有地に立ち入らせていただく必要があります。関係地区の皆さんには、調
査前に詳細な内容をお知らせします。ご理解とご協力をお願いします。
問熊本県玉名地域振興局　工務課治水港湾班（☎74-2147）

ごみ出しのルール
守っていますか？

「げすいどう みずのみらいを まもるみち」（本年度の下水道推進標語)

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です！

　

　

　皆さんの大切な家族が突然倒れたり、事故にあった
りした時、あなたはどうしますか？心臓や呼吸が止まっ
た人には、その場に居合わせた人が一刻も早い適切な
救命手当てを行うことが、命を救うことにつながります。
　荒尾消防署では、救命手当てを一人でも多くの人に
覚えてもらうために、救命講習会を開催します。
■日　時　9月21日㊐　午前9時～正午
■場　所　荒尾消防署
■内　容　救命手当て講習会（心配蘇生法、ＡＥＤ、
　　　　　窒息対策）
■定　員　先着30人
　　　　（受講者が少数の場合、中止する場合もあります）
■参加費　無料
　　　　（テキスト無料配布）
■申込方法　電話申し込み
　・問荒尾消防署救急係　（☎63-1121）

　「南関町でお嫁さんになりたい」「南関町に興味があ
る」という女性は、ぜひご応募ください。また、南関町内
で働く独身男性（町外在住者も可）もあわせて募集します。
■応募資格　
・独身の人
・50歳未満の人
・男性に限り、南関町に住んでいるか、勤務している人

※会員登録（無料）をお願いします。
（登録用紙は、南関町まちづくり推進課にあります。ま
た、南関町のホームページからもダウンロードできます
が、ご連絡いただければ郵送します）
■内　容　本年度は年間4回、ツアーなどを計画してい
ます。詳細は会員登録した人にお知らせします。

問南関町まちづくり推進課　（☎57-8501）

くらしの情報

　9月10日は下水道の日です。
　水道の蛇口から出た水は、炊事・洗濯・トイレなどで使われた後に排水
溝から家の外へ流れていきます。
　この生活排水が、側溝やため池などに留まってしまうと、悪臭や病害虫
の発生の原因となってしまいます。そのため、町では昭和51年度から下水
道を整備し、川や海をきれいにする取り組みを行っています。
　下水道とは、すべての人が利用しなければ本来の力を発揮することが
できません。まだご利用されていないご家庭は、一日も早い下水道への接
続をお願いします。
問下水道課　(☎78-3515 )

　

「狂犬病予防法」では、飼い犬の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が義
務付けられています。室内で飼っている犬も例外ではありません。

■犬の登録　
　新しく飼い始める場合　新規登録手数料3,000円／頭

■狂犬病予防接種
対　象　生後91日以上の犬
費　用　3,070円（注射料金2,570円、注射済票交付手数料500円)
※平成26年度から消費税率の変更に伴い、注射料金が2,500円から2,570
円になります。

■会場での注意事項
　①　飼い犬が一番慣れている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。
　②　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。
　③　会場では混雑が予想されますので、できるだけお釣りのないようご

協力をお願いします。

※雨天の場合でも実施します。ただし、台風の場合は中止します。

問住民環境課　環境対策推進係　（☎78-3122）

日　　付

９月２８日㊐

会　　場

清源寺児童公園

向野北集会場

町民研修センター

役場駐車場

受付時間

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

　
　ルールを守って、ごみの減量化、リサ
イクルの推進をお願いします

■行政区、氏名を記入してください
　ごみの分別に責任を持ってもらうた
めにも、指定ごみ袋には、必ず『行政
区』、『氏名（フルネーム）』の記入を
お願いします。

■朝８時までに出しましょう
　ごみは、当日の朝８時までに各区の
ごみ集積場所（「粗大ごみ」「破砕不
適物」は粗大ごみの収集日に粗大ごみ
集積場所）に出してください。
　前日の夜に出すと、ネコやカラスに
荒されたりしますので、当日の朝に出す
ようにしてください。

■ごみの分別できていますか？
　各世帯に配布している「家庭ごみの
分け方・出し方」または町ホームページ
を参考に分別してください。

■違反ごみは収集しません。
　ごみを分別しないと、リサイクルでき
ません。違反ごみが、ごみ集積所に
残ったままだと、各区でごみ集積所を
管理している人・周辺住民に迷惑をか
けます。

問住民環境課　環境対策推進係
　（☎78-3122）
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相　　　談

議　　　会

入　　　札

広告

2,555人
（前月比+1人）被保険者数4,444人

（前月比+9人）被保険者数  924人
（前月比△4人）

認定者数

　 76,138円
（前月比+3,457円）

 136,861円
（前月比＋2,723円）

 24,184円
（前月比+1,407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 6月分）
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）

工事（業務）名

火の見櫓撤去及びホースポール設置工事

立野地内配水管布設工事

長洲玉名線街路改良事業に伴う水道管移設工事

落札業者名

㈾栗原工務店

㈲昭和設備工業

㈲平安建設

予定価格

1,478,000円

8,003,000円

3,468,000円

落札金額

1,425,000円

6,402,400円

2,774,400円

落札率

96.45%

80.00%

80.00%

参加業者数

６

8

8

【指名競争入札】 入札日：7月29日

注）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

家計管理相談

生活とこころの無料相談会

特設人権相談

定例行政相談

無料法律相談

国民・厚生年金相談

  9月16日㊋　午前10時～午後 3時
10月  1日㊌　午前10時～午後 3時

  9月 2日㊋　午後1時30分～4時30分
10月  7日㊋　午後1時30分～4時30分

  9月 5日㊎　午前10時～午後3時

  9月24日㊌　午後2時～4時

10月  8日㊌　午前10時～午後3時

  9月24日㊌　午前10時～午後3時

相　　談

役場２階相談室

すこやか館

町中央公民館（研修室１、２）

町中央公民館

熊本地方・家庭裁判所玉名支部

荒尾市役所

総務課　総務係　　　　　　　（☎78-3113）

総務課　総務係　　　　　　　（☎78-3113）

熊本地方法務局　玉名支局　　（☎72-2347）

総務課　総務係　　　　　　　（☎78-3113）

熊本地方・家庭裁判所玉名支部　（☎72-3037）

日本年金機構玉名年金事務所　（☎74-1612）

日　　時 場　　所 問い合わせ

町議会を傍聴しませんか

自動交付機停止のお知らせ

　9月の町議会定例会が次の日程で開催されます。傍聴
を希望する人は、当日、議会事務局（役場3階）で受付
をしてください。
■開会日　9月11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）

　役場庁舎の耐震補強工事に伴い、自動交付機の使用
ができません。
　期間中に証明書発行が必要な人は、事前に取得をし
ていただきますようにお願いします。
■停止期間　9月13日㊏、14日㊐
問住民環境課（☎78-3116）
　税務課　　（☎78-3123）
　総務課　　（☎78-3178）

お詫びと訂正
　広報ながす８月号24ページ保健・子育て情報の、無料子宮がん検診・乳がん検診のご案内のなかで荒尾市民
病院健康管理センターの予約受付時間に誤りがありましたので、お詫びして次の通り訂正します。
（誤）平日午前９時～午後５時30分　（正）平日午前９時～午後５時15分

問すこやか館（☎65-7515）　
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