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VOL.1295

【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

８/14
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

↑７月 31 日、小学４年生、中学１・３年生を対象にまんが授業が行われ、中学３年生はツヤベタや効果線、ふきだしの描き方を学びました。

企画観光課

商品券購入はお早めに
ゆのまえ得々商品券

１冊で 1500 円分お得になる「ゆのまえ得々商品券」
が販売されています。１度購入した人も再度購入でき
ます。数に限りがありますのでお早めに。
※購入上限…１世帯３万円（商品券３万 9000 円分）

▶再購入：１度購入した人も再度購入可能
▶代理購入：親戚や知人などの分を最大５人分までま
　とめて購入可能
　※申請書に購入する人全員の住所と電話番号を記入してください。

▶料金：１冊（商品券500 円×13 枚）…5000 円
▶使用期限：12 月 31 日（木）
▶販売窓口：湯前町商工会
問  湯前町商工会　☎ 0966（43）3333
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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
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保健福祉課

無料の悩みごと相談
心配ごと、行政・人権合同相談所

▶日時：８月 27 日（木）　13:30 ～ 16:00
▶場所：保健センター
▶相談員：
　心配ごと相談員　右田  秀美（行政相談員兼務）
　　　　　　　　　永山  治美
　人権相談員　　　山内  美知枝
▶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  ❶湯前町社会福祉協議会　☎ 0966（43）4117
　  ❷保健福祉課福祉係（保健センター内）

保健福祉課

出展作品募集のお知らせ
くまもと障がい者芸術展

毎年 12 月３日～９日は障がい者週間です。熊本県で
は「くまもと障がい者芸術展」を開催するために障がい
のある人の作品を募集します。くわしくは問合先にお
尋ねください。
※募集要項と出品申込書は保健センターにあります。

▶くまもと障がい者芸術展：
　12 月 22 日（火）～ 26 日（土）
　熊本県立美術館分館１階　ギャラリーと展示室１
▶募集作品：絵画、書道、陶芸、工芸など
▶応募期限：10 月５日（月）
問  社会福祉法人　熊本県身体障害者福祉団体連合会
　  ☎ 096（354）7371

税務町民課

９月６日（日）に交付します
マイナンバーカード休日交付・電子証明書更新

※休日は混雑するためお待ちいただくことがあります。時間に余裕
　をもってお越しください。

【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 ～ 12:00
▶場所：税務町民課窓口
▶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

企画観光課

知り合いにご紹介ください
８月はふるさと納税普及啓発月間

「ふるさと納税」は生まれ育ったふるさとや好きなふ
るさとを寄付で応援する制度です。７月の豪雨被害で
はふるさと納税を通して多額の寄付金をいただきまし
た。ぜひ帰省中の家族や友人にふるさと納税を紹介し
ていただき多くの人に広められるようご協力をお願い
します。
※いただいた寄付は、まちのさまざまな事業に活用しています。

▶湯前町ふるさと納税：
　https://www.town.yunomae.lg.jp/list00819.html

保健福祉課

第３回狂犬病予防注射

本年度最後の予防注射を行います。まだ予防注射をし
ていない犬には必ず受けさせてください。新たに犬を
飼った人や登録が済んでいない犬を飼っている人は登
録もしてください。

▶日時：９月 12 日（土）　９:00 ～ 10:00
▶場所：保健センター
▶料金：注射料（年１回）　　１頭 3300 円
　　　　登録料（生涯１回）　１頭 3000 円
▶準備物：送付済みの申請書、問診票
▶その他：犬の予防注射と登録は法律で義務付けられ
　ています。

保健福祉課

献血にご協力ください

熊本県内では１日平均 280 人の献血が必要です。輸
血を必要としている人たちのために１人でも多くのご
協力をお願いします。

▶日時：９月３日（木）　13:30 ～ 15:30
▶場所：保健センター
▶内容：400㎖献血
▶対象：次の２つに当てはまる人
　・年齢　17 歳（女性は 18 歳）～ 69 歳　
　・体重　50kg 以上
　※ 65 歳以上の人は 60 歳～ 64 歳の間に献血を行っている人の
　　み対象です。

▶準備物：献血カード（手帳）※持っている人のみ。

保健福祉課

ごみは分別して出してください
リサイクルステーション

最近リサイクルステーションに分別されていないごみ
が出されています。ごみ出しルールブックを確認して
確実に分別をしてください。分別で悩んだら保健福祉
課にお尋ねください。

▶有害ごみに出されていた燃えないごみ：
　カセットボンベ、乾電池、割れた皿・コップ、
　のこぎり、ライター
　※カセットボンベは使い切った後に穴をあけて出してください。
　※ボタン電池や水銀使用物は有害ごみです。
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◆健康相談・健康教室（８/15～９/5）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

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

25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　　　　〇水泳帽子

 瀬戸口区健康相談 13:30 ～ 瀬戸口区公民分館

27日
（木）  中里２区健康相談 10:00 ～ 中里２区公民分館

９　月

１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　　　　〇水泳帽子

※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（８/15～９/5）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

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※１
 ▶２歳以上の４、８、12月生

９:00 ～ 〃
　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

９　月

１日
（火）

 ３カ月児健診
 ▶R２年５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

３日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R２年３月生

12:50 ～ 〃 　〇母子手帳　　〇問診票など

※１：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。

税務町民課

８月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・町県民税（２期）           ・国民健康保険税（３期）
　・後期高齢者医療保険料（２期）
　・介護保険料（３期）        ・水道使用料           
    ・下水道使用料              ・住宅使用料　           
    ・保育料　　　　　　     ・湯前町奨学金返還金
▶口座振替日：８月 25 日（火）　

　※残高不足に注意してください。

▶納期限：８月 31 日（月）
問  税務町民課：町県民税、国民健康保険税、
　　　　　　　  後期高齢者医療保険料、介護保険料
　  建設水道課：水道、下水道、住宅使用料
　  保健福祉課：保育料
　  教育課　　：湯前町奨学金返還金

税務町民課

水害を受けた人の保険料の免除
国民年金保険料

水害などで大きな被害を受けて国民年金保険料の納付
が困難になった人は免除の申請ができます。

▶対象者：水害などで住宅、家財などの財産のおおむ
　ね２分の１以上の損害を受けた人
▶申請：次の書類を提出
　❶国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　❷被災状況届
　❸り災証明書
　❹保険金・損害賠償金などの支給金額などを確認で
　　きる証明書の写し
　※❶、❷は税務町民課でお渡しします。本人以外の人が窓口で申
　　請する時は委任状が必要です。

▶提出先：税務町民課か八代年金事務所
▶免除対象：６月～来年６月分まで
　※来年７月分以降の免除には改めて申請が必要です。

日 内　容 時　間 場　所

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）

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（子ども） 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

21日
（金）  ３B体操 13:00 ～ 改善センター

（中会議室）

26日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

27日
（木）

 そば打ち 10:00 ～ 中央公民館
（調理室）

 健康マージャン 13:00 ～ 改善センター
（中会議室）

28日
（金）

 水彩画 ９:00 ～ 改善センター
（中会議室）

 レクリエーションダンス 19:30 ～ 改善センター
（中会議室）

９　月

１日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

３日
（木）  カラオケ ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

◆生涯学習（８/15～９/5）
※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。
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人　口 /3759人　
男 /1761人　女 /1998人
世帯数 /1575 戸
※７/31 現在

◆休日当番医と当番薬局（８/15～９/5）
※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

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

たかみや医院 24-5611

増田クリニック小児科 22-3570

きりん薬局西間店 24-6336

五日町薬局 23-6228

23 日
（日）

多良木
犬童耳鼻咽喉科 43-0777

きりん薬局原田店 42-6900

相良
緒方医院 35-0131

くま薬局 35-1300

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

人吉

堤病院 22-0200

外山胃腸病院 22-3221

ひご薬局下林店 24-1400

うさぎ薬局人吉店 32-9621

30 日
（日） あさぎり

犬童内科胃腸科医院 45-1125

たかの眼科 47-2550

くるみ薬局 49-9630

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

30 日
（日） 人吉

愛生記念病院 22-6878

とやまクリニック
胃腸科・肛門科 28-3375

人吉医療センター小児科 22-2191

にのまち薬局 23-6933

ぎんなん薬局 28-3335

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

◆年金相談（予約制）（８/15～９/5）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

17日
（月）  人吉市社会福祉協議会

９:00 ～
17:00

19日
（水）  多良木町役場（町民相談室）

24日
（月）  人吉市社会福祉協議会

26日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター）

31日
（月）  人吉市社会福祉協議会

９　月

２日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。

◆就労支援相談（予約制）（８/15～９/5）
※若者サポートステーションやつしろ　☎ 0965（37）8739

日 内　容 場　所 時　間

26日
（水）

若者サポートステーション
湯前出張相談会

湯前駅
レールウイング
展示体験販売施設

13:30 ～
16:30

※日程が変更となることがあります。


