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旬報
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VOL.1294

【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

７/31
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

↑ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス災害支援」には多くの方々から復興のための寄付金と応援メッセージが届いています。

教育課

職場体験の受入れ先を募集します
中学２年生職場体験

ことしから地域学校協働本部※を立ち上げました。そ
こで子どもたちを受け入れていただく職場を広く募集
します。体験を通していろいろな人と接し身近な人た
ちの仕事を理解するとともに、まちについて考え、知
る良い機会にしたいと思います。地域の子どもたちと
ふれあい、子どもたちが仕事の楽しさや厳しさなどを
学ぶことができる体験の場の提供をお願いします。
※地域全体で子どもたちの学びや成長を支え、地域と学校がお互い
　に連携・協力する体制をつくる組織

▶体験日程：10 月 21 日（水）～ 22 日（木）
▶募集職種：農業、工業、製材業、製造業、飲食業、
　児童福祉施設など
▶募集期限：８月 21 日（金）
※ 14 カ所程度を予定しています。すべての受入れ先を利用するこ
　とができないこともあります。ご了承ください。

問  湯前町教育委員会（中央公民館内）

保健福祉課

集団健診の日程

延期していた集団健診を次の日程で行います。健診項
目は追加申し込みを受け付けますので希望する人は問
合先に連絡してください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって日程や場所が変更に
　なることもあります。

▶日程：
受付
時間

12 月
16 日（水） 17 日（木） 18 日（金）

７:00 ～
７:30 野中田３・下里 上染田・植木 上村・浜川

８:00 ～
８:30 田上・中里２ 古城・上里１ 瀬戸口

９:00 ～
９:30 馬場・中里１ 浅鹿野・下村 野中田１・上里３

10:00 ～
10:30 上猪・中猪 下染田・上里２ 下城・野中田２

▶場所：湯前町保健センター
問  保健福祉課  保健係（保健センター内）
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令和2年度
湯前町職員
採用試験案内
湯前町役場総務課
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区　分 試験内容 出題内容

高等学校
卒業程度

教養試験（高卒程度） 　一般知識（社会・人文、自然、時事）、文書理解、判断・数的推理、資料解釈

適性試験（事務適性・性格診断） 　作業能力（適応性、正確さ、迅速さなど）、職務への適応性

作文試験 　文章での表現能力の審査

社会人
経験枠

書類選考 　履歴書兼申込書による選考

作文試験 　文章での表現能力、資質面の審査　※ 10 月 16 日（金）までに提出

■申込用紙の入手方法
　① 役場総務課で受け取る
　② 表に「湯前町職員採用試験申込請求※１」か「湯前
　　 町職員選考採用試験申込請求※２」と朱書し、
　　 140 円切手を貼った返信用封筒を同封し郵送
　　 ※１：高等学校卒業程度受験者
　　 ※２：社会人経験枠受験者

　③ ホームページからダウンロード
■申込用紙の提出方法
　① 直接役場に持参する
　② 表に「湯前町職員採用試験申込」と朱書し、84 円
　　 切手を貼った返信用封筒を同封し簡易書留郵便
　　 で送付　

■受験票について
　申込者には９月 18 日（金）までに受験票を送付しま
　す。届かないときは問合先にお尋ねください。
■二次試験
　【高等学校卒業程度】（期日）１１月中旬予定
　　　　　　　　　　（内容）面接試験
　【社会人経験枠】（期日）11 月上～中旬予定
　　　　　　　　（内容）・プレゼンテーション試験
　　　　　　　　　　　・面接試験
■給与など
　・一般事務（高校卒）　初任給 15 万 600 円以上
　　  〃 　（社会人枠）初任給 16 万 5900 円以上
　・初任給は最終学歴や職歴に応じて決定
　・各種手当あり

■一次試験内容

申込期限

【申込・問合先】  湯前町役場総務課
〒868-0600 
熊本県球磨郡湯前町1989-1
☎0966（43）4111

９月11日( 金)
平日の午前8時30分〜午後5時
※郵送は当日消印有効

日時10 月18 日( 日)

場所 湯前町保健センター
熊本県球磨郡湯前町1984

一次試験

午前8時30分～

※社会人経験枠受験者を除く

区　分 職　種 採用予定人数 受験資格

高等学校
卒業程度 一般事務 ２人程度 　昭和 55 年４月２日～平成 15 年４月１日生まれ

社会人
経験枠 一般事務 １人

　① 平成 28 年４月以降、民間企業などで情報通信技術関連の仕事の経験が
　　 ３年以上ある人  ※令和３年３月までに３年になる人を含む
　② 昭和 55 年４月２日～平成 12 年４月１日生まれ

■採用予定数・受験資格

※共通受験資格 … ① 日本国籍を有する　② 地方公務員法第 16 条各号に当てはまらない



4 旬 報 湯 前

保健福祉課

悪質な勧誘・商法に注意

災害の混乱に紛れて、修理や義援金に関する悪質な勧
誘や商法の横行が予想されます。おかしいと思ったり、
困ったときは相談してください。

▶連絡先：
　① 熊本県消費生活センター（平日９:00 ～ 17:00）
　　 ☎ 096（383）0999
　② 警察安全相談（24 時間対応）
　　 ☎＃9110
　③ 保健福祉課（平日９:00 ～ 17:00）

保健福祉課

８月20日（木）までに提出を
児童扶養手当現況届

11 月以降の手当を受けるには現況届の提出が必要で
す。早めに提出してください。

▶現況届：７月末に対象者に発送済み
▶提出：必要書類を確認して保健福祉課に提出
　※家庭の状況などを聞くことがありますので提出は受給者本人が
　　 行ってください。

▶提出期限：８月 20 日（木）
問  保健福祉課 福祉係（保健センター内）

先日の大雨で水道水が少し濁りましたが水質検査を
行った結果、安全性が確認されました。現在は濁りもあ
りませんので今までどおり飲料水として使用できます。

教育課

みんなで取り組みましょう
青少年の非行防止

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。
※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。

▶期間：７月１日（水）～８月 31 日（月）
問  県庁  くらしの安全推進課  青少年班
　  ☎ 096（333）2294

保健福祉課

人権メッセージを募集します
大切な人へのメッセージ

新型コロナウイルスの影響で生活が大きく変わってい
る今、人権メッセージを募集します。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。

▶テーマ：大切な人へのメッセージ　～あの人へ送る
　“ありがとう”やエール～
問  熊本県人権センター人権メッセージ募集係
　  ☎ 096（333）2299

総務課

インターネット利用料を免除します
大雨被害による利用停止分

大雨による被害で湯前町光インターネットが数日間利
用できなくなり、現在も通信速度が遅い状況となって
いますので７月分の利用料を免除します。
※手続きなどは不要です。

▶対象：８月支払い分（７月利用分）
問  総務課 情報統計係

建設水道課

水道水は通常どおり使用できます
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保健福祉課

成年後見人養成講座（基礎編）が開催されます
人吉球磨成年後見センター主催

親族後見人や市民後見人として活躍してもらえる人材
を養成するための講座が開催されます。

▶応募要件：次のすべてに当てはまる人
　※市民後見人養成講座を受講した人も応募できます。

　① 人吉球磨に住んでいる
　② 成年後見制度と福祉活動に理解と熱意があり心
 　　身ともに健康
　③ 社会貢献に意欲がある
▶受講料：無料

▶場所：せきれい館　あさぎり町深田西 955-1

▶定員：50 人
▶申し込み：申込書を湯前町か人吉市の社会福祉協議
　会に提出
▶申込期限：８月 31 日（月）
▶その他：基礎編を修了した人には後日、実践編のお
　知らせをします。
問  人吉球磨成年後見支援センター
　  ☎ 0966（24）8800

日　程 科　目 内　容 講　師

９月５日
（土）

８:30 ～
９:00

 開講式  ・講座の趣旨
 ・カリキュラムの説明 センター職員

 オリエンテーション

９:15 ～
12:15

 2030 年、人吉球磨の様子は
 こう変わる

 ・少子高齢化、人口減少など地域が抱える
   現状と諸課題について くまもと健康支援研究所

13:00 ～
15:00  高齢者・障がい者の人権

 ・基本的人権
 ・自己決定と自己責任
 ・人権侵害

熊本県弁護士会
15:10 ～
17:10  成年後見制度をめぐる法律

 ・法律行為、契約
 ・判断能力、意志能力、行為能力代理
 ・意志決定支援

９月６日
（日）

８:30 ～
10:30  成年後見制度概論  ・成年後見制度の基本理念と制度の概要

 ・法人後見と市民後見人

成年後見センター
リーガルサポート

10:40 ～
12:40  任意後見  ・任意後見とは

13:30 ～
15:30  法定後見  ・法定後見とは

教育課

秋季球技大会は中止します

９月６日（日）に開催を予定していた第 56 回秋季球技
大会は新型コロナウイルス感染防止のため中止します。

問  湯前町 B&G 海洋センター

農林振興課

農地などに被害を受けた人は報告を

７月４日（土）に発生した豪雨災害で農地などに被害を
受けた人は農林振興課に報告してください。後日、災
害復旧事業（個人負担有り）実施の有無や被災箇所の草
刈り依頼など確認をします。

▶報告期限：８月７日（金）
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全面通行止め

永岡トンネル

永岡トンネル岩野小学校

建設水道課

交通規制のお知らせ
永岡トンネル通行止め

７月３日（金）～５日（日）にかけての大雨の影響で永岡トンネル付近が大変危険な状態になっているため全面通行
止めにします。復旧時期が未定のため規制期間は当分の間とします。大変ご迷惑をおかけしますがご理解よろしく
お願いします。

日 内　容 時　間 場　所

４日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
５日

（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館
（パソコン室）

６日
（木）

 カラオケ ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 英会話（子供） 19:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

11日
（火）  写真 10:00 ～ 改善センター

（中会議室）

12日
（水）

 民謡 13:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

 パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館
（パソコン室）

13日
（木）

 健康マージャン 13:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

 英会話（大人） 19:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

14日
（金）  レクリエーションダンス 19:30 ～ 改善センター

（中会議室）
17日
（月）  フラワーアレンジメント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
18日
（火）  書道 9:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

◆生涯学習（８/１～20） ※豪雨災害や新型コロナウイルスの影響で変更となることがあります。

日 内　容 時　間 場　所

19日
（水）

 水彩画 9:00 ～ 改善センター
（中会議室）

 パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館
（パソコン室）

20日
（木）  英会話（子供） 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

◆年金相談（予約制）（８/１～20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

３日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター

　9:00 ～　
　17:00

５日
（水）  多良木町役場（町民相談室）

12日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター）

17日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター

19日
（水）  多良木町役場（町民相談室）

※日程が変更となることがあります。
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◆健康相談・健康教室（８/１～20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

３日
（月）

 総合健康相談
 ※毎週月曜日

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海洋センタープール 　〇水着　　　　〇水泳帽

６日
（木）

 離乳食教室
  ※通知があった人

９:30 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳　　〇問診票
　〇エプロン　　〇三角きん

11日
（火）  水中運動教室 10:00 ～ 12:00 B&G海洋センタープール 　〇水着　　　　〇水泳帽

17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

 野中田２区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

※健康相談・健康教室に参加する人は健康手帳を持参してください。 ※日程が変更となることがあります。

◆検診（８/１～20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

４日
（火）

 ３カ月児健診
 ▶R２年４月生

13:00 ～ 水上村保健センター 　〇母子手帳　　〇問診票など

６日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R２年１月生

13:00 ～ 湯前町保健センター 　〇母子手帳　　〇問診票など

18日
（火）

 幼児健診
 ▶H30年12月・H31年１月生
 ▶H29年12月・H30年１月生
 ▶H28年12月・H29年１月生
 ▶H27年８・９月生

13:00 ～ 湯前町保健センター 　〇母子手帳　　〇問診票など

19日
（水）

 幼児歯科検診※
 ▶２歳以上の４、８、12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

 日本脳炎予防接種
 ▶小学４年生

13:00 ～ 〃 　〇母子手帳　　〇予診票

※幼児健診と重なる場合はお呼びしません。 ※日程が変更となることがあります。
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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（８/１～20）
※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）

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

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

９日
（日）

多良木 横山医院 42-2132

人吉

しらおく内科クリニック 25-1550

たけだ眼科クリニック 23-3096

増田クリニック小児科 22-3570

たかはし小児科内科医院 24-2222

高階誠心堂薬局本店 22-4633

高階誠心堂薬局いずみだ店 24-8370

たんぽぽ薬局 23-6170

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

10 日
（月）

あさぎり

増田耳鼻咽喉科クリニック 45-8001

やまむら医院 45-0005

清風薬局サンロード免田店 49-9600

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

錦 小川整形外科医院 38-3455

人吉

田中医院 24-6127

田中クリニック 22-7222

高階誠心堂薬局かわらや店 24-5171

鬼木調剤薬局 22-7122

16 日
（日）

あさぎり

東病院 45-5711

岡原けんこう堂薬局 45-6023

きりん薬局岡原店 45-1280

錦
脳神経外科小林クリニック 38-5670

百太郎薬局 28-8123

人吉

辻循環器内科 24-8888

たかみや医院 24-5611

増田クリニック小児科 22-3570

みらい薬局 24-4611

きりん薬局西間店 24-6336

五日町薬局 23-6228


