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【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

９/15

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　

９月８日（水）40 人中 36 人に献血をしていただきました。１人でも多くの人が救えますように

建設水道課

現地調査にご協力を

土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにする
ために現地状況調査が行われます。民地への立ち入り
調査もありますが、必ず確認をしてから立ち入ります。

▶期間：９月下旬～翌年３月上旬
▶場所：本町内
問  ❶熊本県球磨地域振興局  土木部  公務第一課
　  担当：稲岡  ☎ 0966（24）4213
　  ❷株式会社  三和測量設計社  技術部担当：藤崎
　  ☎ 096（387）5513

身分証明書
氏　名：○○　○○

所　属：株式会社　三和測量設計社

所在地：熊本市東区吉原町252番地3

ＴＥＬ：０９６－３８０－１１３８

交付年月日： 令和 3年(2021年)  月  日

有効期間　：自 令和 3年(2021年) 8月 1日

至 令和 4年(2022年) 3月11日

熊本県知事　　蒲島　郁夫 印

写真

　上記の者は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律」第5条第1項の規定により、熊本県が実施す

る基礎調査のため、熊本県知事が委任した者であることを証明す

る。

▶調査会社：株式会社  三和測量設計社
　※立ち入り調査は下の身分証明書を持った調査員が行います。
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保健福祉課

狂犬病予防集団注射の日程

▶日時・場所：

日　程 時　間 会　場

９月 29 日（水）

９:00 ～ 10:00

湯前町農村環境
改善センター

湯前町
保健センター

10:10 ～ 11:10

野中田１区
公民分館

上村区公民分館

10 月２日（土） ９:00 ～ 10:00

湯前町農村環境
改善センター

湯前町
保健センター

10 月 23 日（土） ９:00 ～ 10:00 湯前町
保健センター

▶持ってくるもの：
　・狂犬病予防注射表
　・問診票
　・注射料金（3300 円 / 頭）
　・登録料 3000 円（登録していない犬のみ）
▶その他：
　・日程が合わないときは個別に動物病院で接種でき
　　ます
　・犬の登録と年１回の予防注射は義務です
　・飼い犬の譲渡や死亡したときは届出が必要です

保健福祉課

無理のない運動で体づくり
健康運動（コンディショニング）教室

いすやマットを利用した無理のない運動で、しなやか
な体の動きをつくることができます。

▶日時：10 月５日（火）～令和４年３月 22 日（火）
　火曜日（第３・５火曜日を除く）　　10:00 ～ 12:00
▶場所：湯前町保健センター
▶講師：健康運動指導士
▶料金：無料
▶定員：25 人程度
▶申し込み：保健福祉課に電話
▶申込期限：９月 27 日（月）

保健福祉課

シルバー囲碁・将棋大会参加者募集

▶日時：
　将棋…11 月 22 日（月）　　
　囲碁…11 月 23 日（火・祝）  ※両日とも９:30 対局開始。

▶種目：
　将棋…❶上級の部（２段以上）❷一般の部（初段以下）
　囲碁…❶上級の部（４段以上） ❷中級の部（３・２段）
　　　　❸初級の部（初段以下）
▶対象者：県内在住の 60 歳以上のアマチュアの人
　※令和４年４月１日時点。

▶定員：将棋 70 人  囲碁 100 人
▶募集期間：10 月１日（金）～ 11 月５日（金）
▶場所：熊本県総合福祉センター
▶参加費：1000 円  ※大会当日受付で徴収。

▶申込方法：氏名、生年月日、住所、電話番号、参加
　種目と段位を書いたものを問合先に提出
問  一般財団法人  熊本さわやか長寿財団
　  〒 860-0842  熊本市中央区南千反畑３ー７
　  ☎ 096（354）3083  FAX:096（354）3103
　  メール :sawayaka-k@sawayaka.or.jp

企画観光課

費用の一部を支援
持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）
感染拡大防止と事業継続を両立させるために従業員や
顧客などとの接客機会を減らす取り組みに使う費用の
一部を補助します。ぜひ活用してください。
※この事業に採択された事業者は自己負担額の一部を本町が補助します。

▶対象者：
　小規模事業者、一定の要件を満たす特定非営利活動法人
▶補助対象経費：
　機械装置等費、広告費、開発費、資料購入費、
　展示会等出展費（オンライン限定）、雑役務費、借料、
　専門家謝金、設備処分費、感染防止対策費など
▶補助額：上限 100 万円（補助率４分の３）
▶その他：
　・補助金総額の４分の１（最大 25 万円）まで感染防
　　止対策費として活用可能です。緊急事態措置で売
　　上が前年か前々年と比べて 30% 以上減少した事
　　業者は補助金額２分の１（最大50 万円）まで引き
　　上げます
　・感染防止対策費のみの申請はできません
▶申請方法：原則電子申請　※郵送も可能です。

▶申請期限：
　第４回…11 月 10 日（水）　

　第５回…令和４年１月 12 日（水）

　第６回…令和４年３月９日（水）
問  小規模事業者持続化補助金コールセンター
　  ☎ 03（6731）9325  （平日 9:30 ～ 17:30）

企画観光課

くらし応援券・おいしか券は今月まで

くらし応援券、もっとおいしか券の使用期限は９月
30 日（木）までです。まだ使用していない人は早めに
お使いください。

教育課

下里御大師堂の講演会があります
熊本県文化財保護協会
保存修理工事中の下里御大師堂についての講演会が県
文化財保護協会主催で開催されます。解体修理で分
かったことを聞いてみませんか。
※感染拡大防止のため中止になることがあります。

▶日時：10 月 19 日（火）　  13:30 ～ 15:30
▶場所：農村環境改善センター
▶講師：熊本大学大学院  伊東龍一教授
▶主題：下里御大師堂の特徴と価値
▶申込方法：教育委員会（中央公民館内）に電話
▶申込期限：９月 30 日（木）
▶その他：
　・申込していない人は入場できません

　・検温やヘルスチェックシートの記入など入場時の
　　対策に協力してください

総務課（選挙管理委員会）

衆議院選挙の立会人を募集

▶業務内容：投票所で投票事務に立ち会う
▶応募資格：本町の選挙人名簿に登載され、選挙権がある
▶応募方法：総務課にある投票立会人申込書を提出
　※印鑑が必要です。

▶応募期限：10 月１日（金）  17:00
▶その他：日程決定後、応募者と調整し後日通知
▶立会時間、場所、報酬：

立会時間 場　所 報　酬

期日前 ８:30 ～ 20:00
湯前町

保健センター
9600 円

当日 ７:00 ～ 18:00
第１～第４

投票所
１万 900 円

※源泉徴収後の金額をお渡しします。

企画観光課

大学生などの就職を支援
job navi 2021 オンライン企業説明会
大学生などの就職支援と県内企業の若者労働力確保の
ためにオンライン企業説明会が開催されます。くわし
くは熊本労働局ホームページに掲載予定です。

▶対象：
　令和４年 3 月に大学、短大などを卒業予定の就職
　未内定者と卒業後３年以内の人
　※大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校卒業予定者。

▶日時：10 月12 日、13 日（火・水）  10:00 ～16:00
▶方法：Web 会議システム「Zoom」で実施
▶申込方法：事前申込が必要
▶申込期限：９月 30 日（木）
問  熊本労働局職業安定部訓練室
　  ☎ 096（211）1707
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税務町民課

税務町民課に予約が必要です
マイナンバーカード休日交付・電子証明書更新
▶日時：９月 20 日（月・祝）   ９:00 ～ 12:00
　※予約状況によって延長します。

【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
▶場所：税務町民課窓口
▶準備物：
　・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（上のハガキに書いてあります）
　・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…発行日から５回目の誕生日まで。期限の３カ月前か
　　ら更新できます。

▶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
▶その他：８月１日現在の本町の交付率は32.8%、県
　内は35.4%、全国では36.0% です

保健福祉課

食事と運動の工夫で丈夫な骨づくり
～骨・コツ教室～

バランスのとれた食事や適度な運動など健康的な生活
を心がけることで骨粗しょう症を予防することができ
ます。ぜひご参加ください。

▶日程：
日　時 内　容 講　師

10 月 12 日（火）
13:30 ～ 15:30

運動実技
「骨粗しょう症予防の
ためのエクササイズ」

簑田 由希子 さん
（ヨガインストラクター）

ミニ講話
「骨に大切な栄養素

について」

田中 朋子 管理栄養士
（保健福祉課）

10 月 22 日（金）
10:00 ～ 12:00

調理実習
「おいしい骨づくり

レシピ」

田中 朋子 管理栄養士
（保健福祉課）

▶場所：湯前町保健センター
▶料金：無料
▶定員：15 人程度
▶申し込み：保健福祉課に電話
▶申込期限：10 月１日（金）

総務課

スマホで生活を豊かに
操作体験もできるスマートフォン教室

楽しい会話やショッピング、動画、地図や天気の検索など、スマートフォンの活用方法が学べる講習会です。スマ
ホの購入を考えている人、初心者、中級者、どなたでも何回でも参加できます。

▶全日程：
月 講　座 内　容 場　所

９月・10 月 入門講座
 初めてのスマホ体験、
 スマホで何ができる？など

 中猪公民分館、ふれあい交流センター

11 月・12 月 基本講座
 電源の入れ方、ネットやアプリの使い方
 など

〃

令和４年
１月・２月

応用講座  スマホでマイナンバーカード申請など 〃

10 月～
令和４年２月

相談会  スマホの導入、通信料の節約など  湯前駅レールウイング内展示体験施設

▶講師： 奥球磨スマートタウン研究所  横山  哲人  理事
▶料金：無料

【９月の開催情報】
▶対象：スマホの購入を検討している人、すでに持っているがなかなか使いこなせていない人
　※スマホを持っていない人でも用意したスマホで操作体験などができます。
　※持っているスマホでの受講も可能ですが、本講座は Android スマホを対象とした講座です。

▶日程：
日 内　容 時　間 場　所 定　員

27日
（月）

 入門講座
 初めてのスマホ体験

10:00 ～ 12:00  中猪公民分館 10 人

14:00 ～ 16:00 ふれあい交流センター「音楽室」 15 人

▶申し込み：問合先に電話で申し込むか右の QR コードから入力
▶申込期限：９月 24 日（金）
問  ❶一般社団法人  奥球磨スマートタウン研究所
　  ☎ 0966（43）4888  HP…http://okukuma.org/
　  ❷総務課  情報統計係

申込用

税務町民課

９月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・国民健康保険税（４期）
　・後期高齢者医療保険料（３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：９月 27 日（月）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：９月 30 日（木）
問  税務町民課：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

農林振興課

WCS用稲を適正に管理しましょう

経営所得安定対策の交付金を受けるためには、標準的
な栽培方法で十分な収量を得ることが必要です。

▶注意：
　・雑草が繁っていたり収穫が大きく遅れたものなど
　　は不適切な管理として出荷しても交付金が支払わ
　　れないことがあります
　・雑草の除去や肥培管理を徹底してください

保健福祉課

ほんわり会を中止します

９月 24 日（金）に予定していたほんわり会（介護者の
集い）は感染拡大防止のため中止します。
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◆検診（９/15 ～ 10/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

15日
（水）

  幼児歯科検診
 ▶２歳以上の４、８、12月生
 　※幼児健診と重なるときは案内しません。

９:00 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳
　〇歯のアンケート

※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（９/15 ～ 10/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

16日
（木）  特設人権相談 10:00 ～ 15:00 湯前町保健センター

17日
（金）  下村区健康相談 13:30 ～ 下村区公民分館

27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

 金色の会（男性料理教室） 10:00 ～ 〃
　〇エプロン　　〇三角きん
　○200円

 上村区健康相談 13:30 ～ 上村区公民分館

30日
（木）  中里２区健康相談 10:00 ～ 中里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。

◆年金相談（予約制）（９/15 ～ 10/５）
※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
22日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00
27日
（月）  人吉商工会議所　小会議室 ９:30 ～

17:00
29日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

10　月

４日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。

日 内　容 場　所 時　間

22日
（水）

 若者サポートステーション
 湯前出張相談会

湯前駅
レールウイング内
展示体験販売施設

13:30 ～
16:30

◆就労支援相談（予約制）（９/15 ～ 10/５）

※コロナの影響で場所変更・中止となることがあります。

※若者サポートステーションやつしろ　☎ 0965（37）8739

永岡トンネルを交通規制します

永岡線法面災害復旧工事のため交通規制を行います。
大変ご迷惑をおかけしますがご協力お願いします。

▶場所：永岡トンネル（町道永岡線  浜川地区）
▶規制：全面交通止め
▶期間：10 月１日（金）～令和４年３月 25 日（金）
　※実際の交通規制は予告看板でご確認ください。

▶時間：８:00 ～ 17:00
　※夜間・休日は解放します。

▶施工業者：
　白砂組㈱　球磨郡相良村川辺 1599 番地 1
　☎ 0966（35）0224

建設水道課（災害復旧係）

工事施行箇所

　　　　　　交通止箇所

下城公民分館 里宮神社

国道 388 号
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人　口 /3713人　
男 /1735人　女 /1978人
世帯数 /1569戸
※８/31 現在

◆休日当番医と当番薬局（９/15 ～ 10/５）
※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）

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

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

錦
酒瀬川内科 38-0050

つばめ薬局 25-2500

人吉

伊津野医院 22-3066

掛井眼科医院 22-3383

みずき薬局 24-6971

高階誠心堂薬局本店 22-4633

20 日
（月）

多良木
宮原医院 42-2082

山口薬局ピーチ店 42-7712

錦 ほづみ皮膚科医院 26-5300

人吉

岡医院 22-3371

河野産婦人科医院 24-3838

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

23 日
（木）

多良木
渡辺医院 42-2541

高階誠心堂薬局たらぎ店 42-1117

錦 小川整形外科医院 38-3455

球磨 球磨村診療所 32-0377

人吉

願成寺ごんどう医院 22-4700

小林脳神経外科 24-8331

たかはし小児科内科医院 24-2222

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

23 日
（木） 人吉

たんぽぽ薬局 23-6170

ひまわり薬局 22-1023

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

錦
脳神経外科小林クリニック 38-5670

百太郎薬局 28-8123

人吉

球磨病院 22-3121

たかみや医院 24-5611

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

きりん薬局西間店 24-6336

あおい調剤薬局 32-7677

10　月

３日
（日）

多良木 横山医院 42-2132

相良
緒方医院 35-0131

くま薬局 35-1300

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

人吉医療センター小児科 22-2191

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

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

町の情報を L
ラ イ ン
INE でゲット

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


