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【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

７/15
市外（内）    0966（43）
役場 ☎ 4111　   B&G海洋センター ☎ 4555
保健センター ☎ 4112　中央公民館  ☎ 2050　

◆今号の１枚

↑商工会女性部が毎年飾りつけている七夕飾り。７月末まで湯前駅舎内に飾られます。 ※大雨の影響で駅舎は閉館しています。（7 月８日現在）

税務町民課

被保険者証は郵送します
国民健康保険・後期高齢者医療保険

ことしから被保険者証は郵送でお渡しします。８月１
日以降は新しい被保険者証を使ってください。

▶国民健康保険の人：
　① 新しい被保険者証は藤色です。
　② 限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な人
　　 は役場で手続きが必要です。
▶後期高齢者医療保険の人：
　① 新しい被保険者証は青色です。
　② 現在、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っ
　　 ている人には新しい認定証（青色）も郵送します。
▶その他：古い被保険者証と限度額適用・標準負担額
　減額認定証は自宅で処分するか役場へお返しください。
問  税務町民課  保健医療係

農林振興課

転作現地確認を行います
農家の皆さんへ

転作現地確認を行います。立て札を配布しますので現
地の見やすいところに立ててください。

▶日程：

日にち日にち 対象地区対象地区

８月３日
（月）

浜川、下城、古城、浅鹿野、牧良、上猪、中猪、
山ノ口、辻、野中田１・２・３、上村、下染田、下里

８月４日
（火） 田上、下村、馬場、瀬戸口、上里１・２・３、植木
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保健福祉課

「ほんわり会」参加者募集
介護者の集い

介護をしている人やその応援者、介護に関心のある人
などが介護の勉強や意見交換をする会です。今回は学
習会と意見交換会を予定しています。気軽にご参加く
ださい。

▶日時：７月 31 日（金）　13:30 ～ 15:30
▶場所：保健センター
▶学習会：（講師）認知症疾患医療センター　看護師
　（テーマ）認知症の人の気持ちや対応する時に気を
　　　　　付けたこと
▶参加費：無料
▶申し込み：保健福祉課に電話で申し込み
▶申込期限：７月 29 日（水）

総務課

法律教室と相談会が開催されます
熊本県司法書士会主催

司法書士による法律教室と相談会が開催されます。予
約不要です。まさかのときに備えるため、気軽にご参
加ください。

▶日時：８月１日（土）
　（法律教室） 10:00 ～ 11:00
　（相談会）    10:00 ～ 13:00
▶場所：錦町保健センター（錦町一武1502）

▶参加費：無料
▶内容：（法律教室）相続・遺言について
　（相談会）司法書士の業務全般について
　（相談例）   ・相続、遺言について
　　　　　・法定相続情報証明制度について
　　　　　・売買、贈与、担保権などについて
　　　　　・会社、その他法人の登記について
　　　　　・成年後見について
問  熊本県司法書士会人吉支部長  右田　秀美
　  ☎ 0966（43）2165

保健福祉課

「介護予防」を学びませんか
介護予防サポーター養成講座

介護予防サポーターの役割を知ることができ、自分の
介護予防にも役立つ講座です。人生 100 年時代の今、
いつまでも健康でいるために学んでみませんか。

▶介護予防サポーターとは：体と心の健康づくりのお
　手伝いをするボランティア。地区の活動に協力した
　り、仲間と何か取り組むなど活動は自由です。
▶準備物：飲み物、動きやすい服装、マスク
▶参加費：無料
▶定員：20 人
▶申し込み：保健福祉課に電話
▶申込期限：７月 30 日（木）
▶日程：

回 日にち 時間 内容 場所

１ ８月７日（金） 13:30 ～
 16:00

町の現状と
介護予防

保健
センター

２ ８月21日（金） 〃 栄養・食事 〃

３ ８月28日（金） 〃 ロコモ・認知症
予防 〃

４ ９月４日（金） 〃 地域包括支援
センターについて 〃

５ ９月18日（金） 〃 100 歳体操・体力
測定 〃

６ ９月25日（金） 〃 口腔機能 〃

７ 未定 〃 事前練習 〃

８ 未定 〃 実地演習※ 公民分館
など

９ 未定 〃 〃 〃

※いきいきクラブ活動に参加

税務町民課

８月２日（日）に交付します
マイナンバー休日交付・電子証明書更新

【マイナンバーカード休日交付】
▶対象者：申請後マイナンバーカードを受け取ってい
　ない人
▶時間：９:00 ～ 15:00
▶準備物：
　・送り済みハガキ（個人番号カード交付・電子証明
　　書発行通知書兼照会書）
　・本人確認書類（上のハガキに記載されています）
　・通知カード

【電子証明書更新】
▶対象者：電子証明書の有効期限が切れている人か有
　効期限まで３カ月以内で更新を希望する人
　※有効期限：発行の日から５回目の誕生日まで。期限の３カ月前
　　　　　　　 から更新可能です。

▶申請：パスワード（６桁以上の英数字と４桁の数字）
　を確認して税務町民課で申請
問  税務町民課  町民係

保健福祉課

タクシー・バスの助成券があります
運転免許証を持っていない人

▶対象者：次のいずれかに当てはまる人
　① ４月１日現在で本町に住所があり、65 歳以上で
　　 運転免許証を持っていない
　　 ※免許証を持っていても心身の状態で運転ができない人は相
　　　　談してください。

　② 身体障害者手帳（１級・２級）か療育手帳（A１・
　　           A２）を持っている
　③ ②以外の身体障害者手帳・療育手帳か精神障害
　　 者保健福祉手帳を持ち、運転免許証を持ってい
　　 ない
▶助成内容：次のいずれか１つ
　・タクシー助成券２冊（２万 4000 円分）
　・タクシー助成券１冊（１万 2000 円分）と
　　産交バス乗車助成金（上限 8000 円）
　・産交バス乗車助成金（上限 8000 円）
▶申し込み : 保健福祉課で手続き　※代理も可能です。

▶その他：
　・タクシー助成券は湯前タクシーとわけべタクシー
　　で利用できます。
　・産交バス乗車助成金は「くまモン IC カード」へ
　　の入金費用を償還払いします。
問  保健福祉課（保健センター内）

企画観光課

ゆのまえ漫画フェスタは中止します

毎年 11 月に開催していた「ゆのまえ漫画フェスタ」
は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と決定
しましたのでお知らせします。

税務町民課

７月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・固定資産税（１期）     ・国民健康保険税（２期）
　・後期高齢者医療保険料（１期）
　・水道使用料              ・下水道使用料
　・住宅使用料　           ・インターネット使用料
　・保育料　　　　　　  ・湯前町奨学金返還金
▶口座振替日：７月 27（月）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：７月 31 日（金）
問  税務町民課：固定資産税、国民健康保険税、
　　　　　　　  後期高齢者医療保険料
　  建設水道課：水道、下水道、住宅使用料
　  総務課　　：インターネット使用料
　  保健福祉課：保育料
　  教育課　　：湯前町奨学金返還金
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総務課

令和２年度警察職員採用試験
警察官B・警察事務

詳しくは問合先にお尋ねください。  ※７月１日時点の情報です。

▶問合先：多良木警察署　☎ 0966（42）4110

試験区分 警察官 B 警察
事務

警察事務
（就職氷河期

世代対象）
警察事務

（障がい者対象）
情報管理専門職員

※選考試験

採用予定人員 男性：44 人
女性：12 人 ４人 １人 １人 １人

受付期間 ８月７日（金）～ 28 日（金）
※インターネット受付も同じです。

第１次
試験

試験
日等 10 月 18 日（日） ９月 27 日（日） 11 月１日（日） ９月 13 日（日）

試験
内容 教養・作文 教養 教養・作文 教養・論文

合格
発表 10 月下旬 10 月上旬 11 月中旬 ９月下旬

第２次
試験

試験日

適性
体力

   11 月７日（土）
     〃  ８日（日）

作文
適性  10 月 24 日（土）

面接   11 月 28 日（土） 
 ～ 12 月６日（日）

適性

10 月 11 日（日）

面接   11 月 21 日（土）    
  ～ 〃 26 日（木） 面接

10 月 31 日（土）　　
11 月２日（月）　　
   〃  ３日（火）

面接

合格
発表 12 月上旬 11 月下旬 12 月中旬 10 月下旬

受験資格
 ・18 ～ 27 歳
 ・大学卒業（見込み）の人は
   受験できません

・18 ～ 21 歳
・大学卒業（見
  込み）の人は
  受験できま
  せん

 ・35 ～ 50 歳
 次のすべてに当てはまる人
 ・18 ～ 35 歳
 ・障害者手帳などを持って
   いる

 35 歳以下の人で次のいず  
 れかに当てはまる人
 ・情報処理技術者試験のう
   ち基本情報技術者試験以
   上の試験に合格している
 ・企業などで３年以上ソフ
   トウェア設計開発の情報 
   処理業務の実務経験がある

建設水道課

上水道工事による交通規制のお知らせ

上水道工事のため下の区間で交通規制を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。

▶規制内容：全面通行止（９:00 ～ 17:00）　
　※夜間開放

▶期間：７月 20 日（月）～ 22 日（水）

▶施工業者：（有）愛瀬電気水道
　　　　　　☎ 0966（42）2379
問  建設水道課  水道係

野中田２区
公民分館

湯前
タクシー

国道 219 号
工事箇所

建設水道課

浄化槽の使用休止・再開は役場まで

浄化槽を使用休止・再開するときは手続きが必要です。
くわしくは建設水道課に問い合わせください。

【使用休止するとき】
※休止することで浄化槽の清掃・保守点検・定期検査が免除されます。

▶対象：長期間使用しない浄化槽
▶手続：定められた方法で清掃をした後、建設水道課
　に必要書類を提出

【使用再開するとき】
※手続きしないと、し尿や生活雑排水が処理されずに放流され近隣に
　迷惑をかけてしまうことになりますので必ず手続きしてください。

▶対象：使用休止した浄化槽
▶手続：建設水道課と清掃・保守点検業者に連絡
問  建設水道課

保健福祉課

小児科・産婦人科の無料相談

「うんちの色が変」「母乳量が心配」などオンラインを利
用して無料で相談できます。妊娠中～産後の悩み、新
生児～ 15 歳の児童についての相談が可能です。

▶利用期限：８月 31 日（月）　
▶ L

ラ イ ン
INE での利用方法：

　（産婦人科）@sanfujinkaonline
　（小児科）@syounikaonline を友だち追加する
▶インターネットでの利用方法：
　「産婦人科オンライン」「小児科オンライン」で検索
　し、サイトから会員登録を行う
　※会員登録に必要な合言葉は「てをあらおう」です。
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保健福祉課

作文・ポスターを募集します
障がい福祉関係

障がいのある人への理解を広げるために「心の輪を広
げる体験作文」「障害者週間のポスター」を募集します。
くわしくは熊本県ホームページで確認するか問合先に
お尋ねください。
※参加賞があります。

▶応募資格：（作文）小学生以上
　（ポスター）小学生・中学生
▶応募締切：９月２日（水）
問  熊本県障がい者支援課
　  ☎ 096（333）2235

教育課

みんなで取り組みましょう
青少年の非行防止

７月・８月は学校が夏休みに入ることで生活のリズム
が乱れ、青少年が非行に走りやすいとされています。
県では「夏の青少年健全育成県民総ぐるみ運動」として
青少年健全育成につながる行事などを計画します。家
庭や学校、職場などで積極的に取組に参加し、県民総
ぐるみで青少年の非行防止に取り組みましょう。

▶期間：７月１日（水）～８月 31 日（月）
▶課題：① SNS 利用での性被害などの防止 ※最重点課題

　　　　② 有害環境への適切な対応
　　　　③ 薬物乱用対策の推進
　　　　④ 不良行為と初発型非行（犯罪）などの防止
　　　　⑤ 再非行（犯罪）の防止
　　　　⑥ いじめ・暴力行為などの問題行動への対応
▶その他：取り組みに参加する時はマスク着用などの
　コロナ対策を行ってください。
問  県庁  くらしの安全推進課  青少年班
　  ☎ 096（333）2294

◆年金相談（予約制）（７/15～８/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

15日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター）

　9:00 ～　
　17:00

20日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター

22日
（水）  多良木町役場（町民相談室）

27日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター

29日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター）

８　月

３日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター

　9:00 ～
　17:00５日

（水）  多良木町役場（町民相談室）

日 内　容 時　間 場　所

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）
21日
（火）  書道教室 9:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
22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）
23日
（木）  健康マージャン教室 13:00 ～ 改善センター

（中会議室）

24日
（金）

 水彩画教室 9:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 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）
29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）

30日
（木）

 英会話（大人）教室 19:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

 そば打ち教室 10:00 ～ 中央公民館
（調理室）

８　月

４日
（火）  書道教室 9:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
５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）

◆生涯学習（７/15～８/５） ◆健康相談・健康教室（７/15～８/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

16日
（木）

 １歳児育児相談
 ▶R１年５～８月生

　　９:30 ～
　　12:00ごろ

湯前町保健センター 　〇母子手帳　〇問診票　など

20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

22日
（水）  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

27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

 上村健康相談 13:30 ～ 上村区公民分館 　

28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

30日
（木）

 中里２区健康相談 10:00 ～ 中里２区公民分館

 下村区健康相談 13:30 ～ 下村区公民分館

31日
（金）  ほんわり会（介護者の集い） 13:30 ～ 湯前町保健センター

８　月

３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

４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

※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
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日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

19 日
（日）

湯前
そのだ医院 43-2063

犬童薬局 43-3903

相良 権頭医院 36-0008

人吉

あいだ診療所 25-1651

愛甲産婦人科麻酔科医院 22-4020

たかはし小児科内科医院 24-2222

まえだ薬局 23-2987

たんぽぽ薬局 23-6170

23 日
（木）

多良木
宮原医院 42-2082

山口薬局ピーチ店 42-7712

錦
高田内科医院 38-3677

高階誠心堂錦調剤薬局 38-4940

球磨 球磨村診療所 32-0377

人吉

伊津野医院 22-3066

掛井眼科医院 22-3383

人吉医療センター小児科 22-2191

みずき薬局 24-6971

高階誠心堂薬局本店 22-4633

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

24 日
（金）

多良木
渡辺医院 42-2541

高階誠心堂薬局たらぎ店 42-1117

あさぎり
やまむら医院 45-0005

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

人　口 /3757人　
男 /1761人　女 /1996人
世帯数 /1571戸
※６/30 現在

◆休日当番医と当番薬局（７/15～８/５）
※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）

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

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

24 日
（金）

錦 田中医院 38-0061

人吉
岡医院 22-3371

河野産婦人科医院 24-3838

26 日
（日）

多良木
上球磨クリニック 42-5868

たらぎ調剤薬局 43-0221

あさぎり
岩井クリニック 49-2181

おかざき薬局 49-2905

人吉

願成寺ごんどう医院 22-4700

小林脳神経外科 24-8331

増田クリニック小児科 22-3570

ひまわり薬局 22-1023

五日町薬局 23-6228

８　月

２日
（日）

多良木

仁田畑クリニック 42-1123

公立多良木病院小児科 42-2560

ひご薬局多良木店 49-1011

ファーコス薬局
多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

錦
酒瀬川内科 38-0050

つばめ薬局 25-2500

人吉

球磨病院 22-3121

人吉記念病院 22-5271

あおい調剤薬局 32-7677


