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保健センター ☎ 4112　中央公民館  ☎ 2050　

教育課

リニューアルイベントを開催
B&G海洋センタープール

B&G海洋センタープールのリニューアルイベントを
開催します。くわしくはお尋ねください。

▶対象者：（湯前小学校）４～６年生
▶日時：７月 12 日（日）　9:30 ～ 12:30（予定）
▶その他：参加者以外は午前の部（10:00 ～ 12:00）
　の利用ができませんのでご注意ください。
問  B&G海洋センター

教育課

B&G水辺の安全教室を開催

落水時の対処法などを学ぶ水辺の安全教室を開催しま
す。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。

▶日時：７月 18 日（土）　9:30 ～ 11:30（予定）
▶料金：無料
▶申込方法：電話
▶準備物：水着、水泳帽、ゴーグル、濡れてもいい
　T シャツ
▶その他：参加者以外は午前の部（10:00 ～ 12:00）
　　の利用ができませんのでご注意ください。
問  B&G海洋センター

◆今号の１枚

↑ふるさと納税の返礼品には湯前の「よかもん」がいっぱい。町外の親戚やお知り合いに薦めてみませんか。

湯前町　ふるさと納税 検索
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企画観光課

商工業の支援制度のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策

くわしくは企画観光課にお尋ねください。

【休業要請等協力金】
▶条件：次のすべてにあてはまること
　・事業所の代表者が町内在住で、町内で事業を営ん
　　でいる
　・４月 22 日～５月６日において休業要請対象施設
　　の運営者か営業時間短縮協力要請対象施設の運営者
　・休業要請などを実施する前から休業要請などの対
　　象施設に必要な許認可などを取得している
　・町税などの滞納がない
▶交付額：１日あたり２万円（上限 20 万円）
▶申込期限：７月 31 日（金）

【商工業経営持続化支援金】
※国・県の支援金を受け取った事業者も対象です。

▶条件：次のすべてに当てはまること
　・事業所の代表者が町内在住で、町内で事業を営ん
　　でいる
　・連続した前年同２カ月比で売上げが 15% 以上減
　　少した
　　 ※対象期間：１月～６月

　・町の農林業経営持続化補助金を受給していない
　・町税などの滞納がない
▶交付額：連続する前年同２カ月の売上減少合計額の
　３分の１（上限 30 万円）※税抜き、千円未満切り捨て

▶申込期限：９月 30 日（水）

農林振興課

農林業の支援制度のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策

くわしくは農林振興課にお尋ねください。

【農林業経営持続化補助金】
※国・県の支援金を受け取った事業者も対象です。

▶条件：次のすべてにあてはまること
　・事業の代表者が町内在住で、町内で農林業を営ん
　　でいる
　・連続した前年同３カ月比で売上げが 15% 以上減
　　少した　
　　  ※対象期間：１月～６月

　・町の商工業経営持続化支援金を受給していない
　・町税などの滞納がない
▶交付額：連続する前年同３カ月の売上減少合計額の
　３分の１（上限 30 万円）※税抜き、千円未満切り捨て

▶申込期限：９月 30 日（水）

【肥育牛経営緊急支援補助金】
▶条件：次のすべてに当てはまること
　・町内に住所がある肥育牛事業者
　・国の肥育牛経営等緊急支援特別対策事業の中の計
　　画出荷支援事業に取り組んでいる
　　※対象期間：４月７日～９月 30 日

　・町税などの滞納がない
▶交付額：１頭につき２万 2000 円（出荷延期になっ
　た肥育牛のみ）
▶申込期限：翌年３月 31 日（水）

教育課

水泳・水中運動教室を開催
湯前さわやかクラブ「だんだん」

「だんだん」主催で水泳・水中運動教室を開催します。
どなたでも参加できます。家族や友人と一緒に参加し
てみませんか。

▶開催日：７月～９月の毎週金曜日
▶時間：19:30 ～ 20:45
▶場所：B&G海洋センタープール
▶料金：① だんだん会員  無料
　　　　② その他  １回  300 円（中学生以下半額）
▶申込方法：電話
▶準備物：水着、水泳帽、ゴーグル、タオル、着替え
▶その他：
　・受け付けはプールで直接行います。
　・自宅で体調確認を行い、水着を着用して来てくだ
　　さい。
問  B&G海洋センター

保健福祉課

無料の悩みごと相談
心配ごと、行政合同相談所

▶日時：７月 16 日（木）　13:30 ～ 16:00
▶場所：保健センター
▶心配ごと相談員：右田　秀美（行政相談員兼務）
　　　　　　　　　永山　治美
▶相談内容（例）：家庭内のこと、借地借家、相続遺言、
　人権問題、金銭問題、その他悩みごとなど
▶その他：
　・秘密は固く守られ相談は無料です。
　・事前に連絡すると待ち時間なく相談が受けられま
　　す。時間、場所なども相談に応じます。
問  ① 湯前町社会福祉協議会　☎ 0966（43）4117
　  ② 保健福祉課（保健センター内）

保健福祉課

受給者証の有効期間延長のお知らせ
自立支援医療（精神通院）を利用している人

新型コロナウイルスの影響を踏まえ受給者証の有効期
間を１年間延長します。延長のための手続きは不要です。
※医療機関によって対応が違いますので通院先に確認してください。

▶対象者：３月１日～翌年２月 28 日の間に期限がある人
▶その他：医療機関や住所の変更などはこれまでどお
　り申請が必要です。
問  保健福祉課　福祉係

保健福祉課

7月１日（水）から有料
全国一斉レジ袋有料化

７月１日（水）から全国でレジ袋（プラスチック製買い
物袋）が有料になります。エコバッグを持ち歩くなど、
少しずつでもレジ袋の利用を減らしていきましょう。

問  消費者向け：0570-080180
　  事業者向け：0570-000930

保健福祉課

７月13日（月）までに申し込みを
金婚・ダイヤモンド婚夫婦表彰

まだ申し込んでいないご夫婦は申し込みをお願いしま
す。

▶対象：金婚（結婚 50 年）…昭和 45 年に結婚した夫婦
　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ婚（結婚 60 年）…昭和 35 年に結婚した夫婦
　※事実婚の夫婦も対象です。

▶表彰式：９月 11 日（金）
▶場所：湯前町保健センター
▶申込方法：電話
▶申出事項：氏名、年齢（夫婦とも）、住所、結婚年月日
▶申込期限：７月 13 日（月）
問  保健福祉課（保健センター内）

建設水道課

支障木は伐採してください

道路上に張り出している樹木や竹林で、歩行者や自動
車などの通行に支障をきたすものは伐採など適正な管
理をお願いします。
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保健福祉課

使用中の事故に注意
刈払機・草刈機の使用

夏場は刈払機や草刈機を使う機会が多くなります。大
けがにつながる危険性がありますので次の点に気を付
けてください。

① ヘルメットや保護メガネ、防振手袋などの保護具
　 を装着する
② 15㍍以内に人がいないことを確認する
③ 地面などに当たって起こる刈刃の跳ね返りに注意する
④ 刈刃に詰まった草などを取り除くときはエンジン
　 を止める

農林振興課

農作業安全講習（大特：農耕用）開催
JA・JA経済連主催

大型特殊免許（農耕用）取得のための講習会が開催され
ます。くわしくは JA 熊本経済連のホームページで確
認するか問合先にお尋ねください。
※県主催の講習会に申し込んだ人でも受講枠からもれた人は申し込　
　み可能です。

▶日程：８月～翌年２月の指定された４日間
▶場所：熊本県立農業大学校
▶申し込み：受講申込書を問合先に提出
▶申込期限：７月 10 日（金）
問  第一農機サブセンター（旧上球磨農機センター）
　  多良木町 2748-1
　  ☎ 0966（42）3671

国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入している人
で、要件に当てはまる人は傷病手当金を受け取ること
ができます。くわしくは問合先にお尋ねください。

▶対象者：次のすべてに当てはまる人
　① 新型コロナウイルス感染（疑い）の療養のため仕
　　 事ができない
　② ４日以上休んでいる
　※発熱などで勤務日に休みを取った最初の日が１日目です。

　③ 休んだ期間の給与などがもらえない
　※給与などが支払われていても傷病手当金より少額のときは対象
　　となります。

問  【国民健康保険】　税務町民課　保険医療係
　  【後期高齢者医療保険】　
　  熊本県後期高齢者医療広域連合　給付課
　  ☎ 096（288）6050

税務町民課

傷病手当金を受け取れます
コロナの療養のために休職した人

対象となる世帯は国民健康保険税の減免申請ができま
す。くわしくは税務町民課にお尋ねください。

▶対象：
　① 新型コロナウイルス感染症の影響で、中心とな
　　 る生計維持者の収入が前年と比べて一定以上減
　　 少する見込みの世帯
　② 新型コロナウイルス感染症で、中心となる生計
　　 維持者が死亡や重い傷病を負った世帯
▶対象となる税：２月１日～翌年３月 31 日の間に納
　期限がある国民健康保険税
　※未申告の人がいる世帯は減免できません。

▶その他：減免が決定した後、収入状況が改善したこ
　とが明らかなとき、減免を取り消すことがあります。
　収入状況が改善したときは早めに連絡してください。

税務町民課

国民健康保険税減免申請が可能です
新型コロナウイルス感染症関連

建設水道課

国道 219号交通規制のお知らせ
上水道工事

上水道工事のため交通規制を行います。ご迷惑おかけしますがご協力お願いします。

サンロード湯前店

時の公園

国道 219 号

片側通行止

▶施工業者：有限会社　助廣管設備
　☎ 0966（42）1290
問  建設水道課　水道係

▶規制：片側通行止（9:00 ～ 17:00）※夜間開放

▶期間：７月１日（水）～８月 14 日（金）
　※実際の交通規制は約１週間前に予告看板でお知らせします。

総務課

望まない受動喫煙を防ぎましょう
受動喫煙に関する相談窓口

望まない受動喫煙を防ぐために相談を受け付けていま
す。「防止対策の方法が分からない」「屋内の受動喫煙に
困っている」など質問や相談がある人は連絡してくだ
さい。

▶改正健康増進法のポイント：
　① 学校や病院、行政機関などは原則敷地内禁煙
　※屋外の受動喫煙防止対策がとられた場所は喫煙場所を設置できます。

　② 事務所や工場、ホテルや旅館、飲食店などは原則屋
　　 内禁煙
　※屋内で喫煙を認めるときは基準を満たした喫煙専用室の設置と　　
　　 標識の掲示が義務付けられます。

　③ 喫煙可能なエリアには 20 歳未満は立入禁止
▶相談窓口：人吉保健所　保健予防課
　　　　　　☎ 0966（22）3107

総務課

司法書士がサポートします
コロナにまつわるトラブルの解決

新型コロナウイルス感染症の影響で発生したトラブル
の解決に向けた話し合いを司法書士が中立的な立場で
サポートします。くわしくは問い合わせください。
※ 140 万円以下の民事上の争いに限ります。

▶トラブル例：
　・不動産賃料の滞納
　・結婚式、旅行のキャンセル料の支払い
　・職場とのトラブル　など
▶料金：無料
問  熊本県司法書士会調停センター
　  ☎ 096（364）2889
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種　類 受験資格 試験日 場　所 試験内容 募集期間 募集期間

航空学生

 海：18 歳以上 23 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）
 空：18 歳以上 21 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
９月 22 日（火）

問合先に
お尋ねください

筆記試験
適性検査

７月１日（水）～
９月 10 日（木）

（第１次）
10 月９日（金）

予備自衛官補
（一般・技能）

 一般：18 歳以上 34 歳未満
 技能：18 歳以上で国家免許資格な
 　　　どを持つ人
 ※年齢上限は 53 ～ 55 歳未満。（資格に
 　よって変わる）

10 月３日（土）
         ～６日（火）
のいずれか１日

〃
筆記試験
口述試験
適性検査
身体検査

７月１日（水）～
９月 11 日（金） 11 月６日（金）

防
衛
大
学
校
学
生

推薦
 18 歳以上 21 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人（見込
 　みを含む）で学校長が推薦できる人

９月 26 日（土）
      ～ 27 日（日） 〃

筆記試験
口述試験
身体検査

９月５日（土）～
 11 日（金） ー

総合
選抜

 18 歳以上 21 歳未満
 （自衛官は 23 歳未満）
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
９月 26 日（土） 〃 筆記試験 ９月５日（土）～  　　 

 11 日（金） ー

一般
 18 歳以上 21 歳未満
 （自衛官は 23 歳未満）
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
11 月７日（土）
　  ～８日（日）

〃 〃 ７月１日（水）～
10 月 22 日（木） ー

防
衛
医
科
大
学
校
学
生

医学科
 18 歳以上 21 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
10 月 24 日（土）  
         ～ 25 日（日）

〃 〃 ７月１日（水）～
10 月７日（水）

（第１次）
11 月 26 日（木）

看護
学科

 18 歳以上 21 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
10 月 17 日（土） 〃 〃 ７月１日（水）～

10 月１日（木）
（第１次）

11 月 13 日（金）

一般曹候補生
（第２回）

 18 歳以上 33 歳未満
 ※ 32 歳の人は生年月日によって対象外
 　となることがあります。

（第１次）
９月 18 日（金）
   ～ 20 日（日）
のいずれか１日

健軍駐屯地
（熊本市）

筆記試験
適性検査

７月１日（水）～
９月 10 日（木）

（第１次）
10 月２日（金）

自衛官候補生
 18 歳以上 33 歳未満
 ※ 32 歳の人は生年月日によって対象外
 　となることがあります。

ー 問合先に
お尋ねください

筆記試験
口述試験
適性検査
身体検査

通年募集 ー

総務課

自衛官を募集します

自衛官を募集しています。くわしくは問合先にお尋ねください。
▶募集内容：下の表のとおり
問  自衛隊熊本地方協力本部人吉地域事務所　☎ 0966（22）4704

住宅名 戸　数 地　区 規　模 月額家賃 構造など

高見住宅 １戸 野中田３ ３DK 10,600 円～
20,800 円

簡易耐火２階建
（浴槽・給湯設備は入居者負担）

▶対象住宅：

▶住宅位置図：

●
高見住宅湯前中学校

湯前小学校

▶条件：
　① 住む場所に困っていることが明らかで、同居親
　　 族（予定でも可）がいる
　② 町税・使用料などを滞納していない  
　※連帯保証人も同じです。

　③ 入居・同居する人が暴力団員でない
　④ 所得
　　 一般世帯：月額 15 万 8000 円以下
　　 高齢者・障がい者世帯：月額 21 万 4000 円以下
　⑤ 単身者で、60 歳以上や障がい者など
▶入居可能日：７月下旬予定

▶申し込み：次の書類を建設水道課に提出
　・申込用紙　
　 ※建設水道課で受け取るかホームページからダウンロード。

　・（入居・同居者）住民票、所得証明書、納税証明書
　・（連帯保証人）所得証明書、納税証明書
▶提出期限：７月 15 日（水）午後５時
▶その他：
　・申し込みが多い場合は、選考委員会の意見を参考
　　に決定します。
　・うその記載があったときは失格とします。
　・水道使用料、下水道使用料は別に手続きが必要です。
　・湯前町インターネット接続サービス利用可能です。
　　（月額 3500 円）　　※別に手続きが必要。

建設水道課

町営住宅の入居者を募集します（１）
高見住宅
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住宅名 戸数 地区 規模 月額家賃 構造など

中里団地 １戸 中里２ １DK 15,000 円
木造平屋１棟３戸

単身者専用

▶対象住宅：

▶住宅位置図：

▶条件：
　① 定住する意思がある 35 歳未満の単身者
　② 町税・使用料などを滞納していない  
　※連帯保証人も同じです。

　③ 暴力団員でない
　④ 収入が申込時におおむね８万円以上ある
▶入居可能日：７月下旬予定
▶申し込み：次の書類を建設水道課に提出
　・申込用紙
　 ※建設水道課で受け取るかホームページからダウンロード。

　・（入居者）住民票、所得証明書、納税証明書
　・（連帯保証人）所得証明書、納税証明書

▶提出期限：７月 15 日（水）午後５時
▶その他：
　・敷金は４万 5000 円（家賃３カ月分）です。
　・満年齢 40 歳になったときは、その年度末までに
　　退去する条件があります。
　・うその記載があったときは失格とします。
　・水道使用料、下水道使用料、ガス、電気料などは
　　別に手続きが必要です。
　・湯前町インターネット接続サービス利用可能です。
　　（月額 3500 円）　　※別に手続きが必要

●
中里団地

湯前駅

国道 219 号

▶間取り：

建設水道課

町営住宅の入居者を募集します（２）
中里団地（若者定住促進住宅）

◆健康相談・健康教室（７/１～ 20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

３日
（金）  馬場区いきいき健康教室 10:00 ～ 山ノ口公民分館

６日
（月）

 総合健康相談
 ※毎週月曜日開催

９:00 ～ 11:30 湯前町保健センター

 野中田２区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

７日
（火）  水中運動教室 10:00 ～ 12:00 B&G海洋センター 　〇水着　　　〇水泳帽子

８日
（水）  辻区いきいき健康教室 10:00 ～ 辻区公民分館

13日
（月）

 金色の会（男性料理教室）
 ※申込者

10:00 ～ 湯前町保健センター
　〇エプロン　〇三角きん
　〇200円

14日
（火）  水中運動教室 10:00 ～ 12:00 B&G海洋センター 　〇水着　　　〇水泳帽子

16日
（木）

 １歳児育児相談
 ▶R１年５～８月生

９:30 ～ 12:00頃 湯前町保健センター 　〇母子手帳　〇問診票　など

※健康相談と健康教室に参加する人は、健康手帳を持参してください

日 内　容 時　間 場　所 準備物

２日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R１年12月生

12:50 ～ 多良木町保健センター 　〇母子手帳　〇問診票　など

７日
（火）

 ３カ月児健診
 ▶R２年３月生

13:00 ～ 多良木町保健センター 　〇母子手帳　〇問診票　など

15日
（水）

 幼児歯科検診※
 ▶２歳以上の３、７、11月生

９:00 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳　
　〇歯のアンケート　など

◆検診（７/１～ 20） ※幼児健診と重なる場合はお呼びしません

◆就労支援相談（予約制）（７/１～ 20）
※ジョブカフェ・球磨ブランチ　☎ 0966（22）0555

日 内　容 時　間 場　所

８日
（水）

 ジョブカフェ・球磨ブランチ
 inゆのまえ

10:00 ～
16:00

湯前駅
レールウイング
展示体験販売施設

◆年金相談（予約制）（７/１～ 20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

１日
（水） 錦町社会福祉協議会（温泉センター）

9:00 ～
17:00

６日
（月） 人吉市東西コミュニティセンター

８日
（水） 多良木町役場（町民相談室）

13日
（月） 人吉市東西コミュニティセンター

15日
（水） 錦町社会福祉協議会（温泉センター）

20日
（月） 人吉市東西コミュニティセンター
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人　口 /3763 人　
男 /1763 人　女 /2000 人
世帯数 /1572 戸
※５/31 現在

◆休日当番医と当番薬局（７/１～ 20）
※旬報配布後に医療機関が変更になることがあります。
　受診時は医療機関に確認してください（市外局番：0966）

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

５日５日
（日）（日）

あさぎりあさぎり

こんどう整形外科こんどう整形外科 45-655545-6555

たかの眼科たかの眼科 47-255047-2550

くるみ薬局くるみ薬局 49-963049-9630

人吉人吉

愛生記念病院愛生記念病院 22-687822-6878

吉村皮ふ科医院吉村皮ふ科医院 22-755522-7555

増田クリニック小児科増田クリニック小児科 22-357022-3570

にのまち薬局にのまち薬局 23-693323-6933

ミユキ薬局インター店ミユキ薬局インター店 22-747222-7472

五日町薬局五日町薬局 23-622823-6228

12 日12 日
（日）（日）

水上水上
古城クリニック古城クリニック 44-032144-0321

クスノキ薬局桜の里店クスノキ薬局桜の里店 47-812347-8123

多良木多良木

公立多良木病院小児科公立多良木病院小児科 42-256042-2560

ファーコス薬局ファーコス薬局
多良木いちご多良木いちご 42-688842-6888

山口薬局山口薬局 42-212342-2123

あさぎりあさぎり
岩井クリニック岩井クリニック 49-218149-2181

おかざき薬局おかざき薬局 49-290549-2905

人吉人吉

人吉リハビリテーション人吉リハビリテーション
病院病院 24-611124-6111

みのる診療所みのる診療所 24-725824-7258

あけぼの薬局あけぼの薬局 22-118022-1180

翠薬局翠薬局 28-396128-3961

日 内　容 時　間 場　所

１日
（水）  パソコン・タブレット教室 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

２日
（木）

 カラオケ教室 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 英会話（子供）教室 19:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

７日
（火）  書道教室 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

８日
（水）

 民謡教室 13:00 ～ 改善センター
（大集会場）

 パソコン・タブレット教室 13:30 ～ 中央公民館
（パソコン室）

９日
（木）

 健康マージャン教室 13:00 ～ 改善センター
（中会議室）

 英会話（大人）教室 19:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

10日
（金）

 レクリエーションダンス
 教室 19:30 ～ 改善センター

（中会議室）
14日
（火）  写真教室 10:00 ～ 改善センター

（中会議室）

15日
（水）

 水彩画教室 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 パソコン・タブレット教室 13:30 ～ 中央公民館
（パソコン室）

16日
（木）  英会話（子供）教室 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
17日
（金）  ３B体操 13:00 ～ 改善センター

（中会議室）
20日
（月）  フラワーアレンジメント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

◆生涯学習（７/１～ 20）

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

19 日19 日
（日）（日）

湯前湯前
そのだ医院そのだ医院 43-206343-2063

犬童薬局犬童薬局 43-390343-3903

相良相良 権頭医院権頭医院 36-000836-0008

人吉人吉

あいだ診療所あいだ診療所 25-165125-1651

愛甲産婦人科麻酔科医院愛甲産婦人科麻酔科医院 22-402022-4020

たかはし小児科内科医院たかはし小児科内科医院 24-222224-2222

まえだ薬局まえだ薬局 23-298723-2987

たんぽぽ薬局たんぽぽ薬局 23-617023-6170

町の情報を L
ラ イ ン
INE でゲット

　
▶町公式 LINE の登録方法：① QR コードを読み込む ②アプリ　
　内のホーム画面で「湯前町」か「@yunomae」で検索


