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夕暮れの里宮神社です。紅葉ライトアップの様子は…現場で体感してください

教育課

第 50 回湯前町内駅伝大会

▶日時：12 月５日（日）  ９:00 開会
▶場所：湯前中学校グラウンド前をスタート・ゴール
　とした周回コース
▶その他：
　・大会の要項やコースなどは後日お知らせします
　・新型コロナウイルス感染症の拡大状況で中止する
　　こともあります

企画観光課（地域おこし協力隊）

里宮神社紅葉ライトアップ

今年も紅葉のライトアップを実施します。縁結びの神
社として名高い神社で幻想的な世界を感じてみません
か。

▶期間：11 月６日（土）～ 15 日（月）
▶時間：18:00 ～ 22:00
▶場所：里宮神社
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農林振興課

上溝・中溝の通水を中止します

調査のため通水を中止します。ご迷惑をおかけします
が、ご理解よろしくお願いします。

▶通水中止日：
上　溝 中　溝

11月１日（月）
11月２日（火）
11月15日（月）
11月16日（火）
11月19日（金）
11月22日（月）
11月26日（金）

11月４日（木）
11月５日（金）
11月17日（水）
11月18日（木）
11月24日（水）
11月25日（木）

保健福祉課

将来のために健診を受けましょう
20 ～ 39 歳の人へ
生活習慣病予防のために早いうちから健診を受けて健
康づくりと介護予防を始めませんか。

▶対象者：昭和 57 年４月１日～平成 14 年３月 31 日
　の間に生まれた人
▶検査期間：令和４年２月 28 日までの平日
▶受付時間：７:30 ～ 7:45、13:15 ～ 13:30
▶場所：公立多良木病院  総合健診センター「コスモ」
▶検査内容：身体計測、血圧、尿検査、心電図検査、
　血液検査（血中脂質、肝機能、血糖、貧血、腎機能）
▶料金：2000 円
▶申し込み：
　健診希望日の２週間前までに保健センターに電話

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：11 月 18 日（木）　13:00 ～ 15:00
▶場所：湯前町保健センター
▶相談員：弁護士、司法書士、心配ごと相談員、
　人権相談員、臨床心理士
▶相談内容（例）：
　相続、借金問題、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
　・混雑が予想させるため予約をおすすめします

農林振興課

雇いたい農家と働きたい人を募集
農業ヘルパー登録

労働力不足で困っている農家と農家の手伝いをやって
みたい人を対象に、湯前町農業公社が「湯前町農業ヘ
ルパー登録等管理事業」を開始します。くわしくは農
林振興課にお問い合わせください。

▶対象者：
　雇いたい農家…町内に住所がある（法人含む）
　働きたい人…どなたでも登録可能
▶必要な物：
　・本人確認できるもの
　　（運転免許証、マイナンバーカードなど）
　・印鑑

保健福祉課

福祉活動や社会貢献しませんか
成年後見人養成講座
▶対象：
　❶基礎編
　　・球磨人吉に住んでいる人
　　・成年後見制度と社会貢献に理解と意欲があり
　　　健康な人
　❷実践編…基礎編を修了した人
▶日時：基礎編…12 月４日（土）、５日（日）
　　　　実践編…12 月 11 日（土）、12 日（日）
▶場所：中小企業大学校人吉校
▶定員：基礎編…21 人
▶料金：無料
▶申込方法：受講申込書を湯前町社会福祉協議会か
　人吉市社会福祉協議会に提出
　※申込書は保健センターと湯前町社会福祉協議会にあります。

▶申込期限：
　基礎編…11 月 30 日（火）
　実践編…12 月 10 日（金）
問  人吉球磨成年後見センター（人吉市社会福祉協議会内）
　  ☎ 0966（24）8800  FAX：0966（25）1117

総務課

無料の人権電話相談
女性の人権ホットライン強化週間

▶日時：11 月 12 日（金）　～ 18 日（木）
▶時間：平日… ８:30 ～ 17:00
　　　　土日…10:00 ～ 17:00
▶専用相談電話：0570（070）810
▶相談員：人権擁護委員、法務局職員
▶相談内容（例）：
　夫やパートナーからの暴力（DV）、ストーカー行為
　による被害、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
　・強化週間以外にでも専用相談番号で相談できます
　　（平日８:30 ～ 17:15）
問  熊本地方法務局  人権擁護課
　  ☎ 096（364）2145

保健福祉課

おいしく食べられるように
お口の健康教室

健康寿命を延ばすためには食事で栄養を取りこむため
の「お口の運動」が必要です。体の筋力が衰えると口ま
わりの筋肉や飲みこむ力も衰えます。11 月から各公
民分館（いきいきクラブ）で健康教室を開きます。お気
軽にご参加ください。

▶日時：７㌻の「健康相談・健康教室」に記載
▶料金：無料

保健福祉課

犬や猫を正しく飼いましょう

犬をリードなしで散歩させたり、犬や猫のフンを放置
するなど苦情が多く発生しています。次のルールを守
りましょう。

▶注意すること：
　・猫を室内で飼う
　・犬には必ずリードをつける
　・フンの後始末は飼い主の責任なので必ずビニール
　　袋などに入れて持ち帰る
　・犬の登録と狂犬病予防注射をする
　・首輪に注射済票をつける
　　※犬がいなくなったら問合せ先に連絡してください。
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企画観光課

施設・設備の復旧の一部を支援
なりわい再建支援補助金
令和２年７月豪雨で被害を受けた施設や設備の復旧を
支援する「なりわい再建支援補助金」があります。ぜひ
活用してください。

▶受付期間：
　第 15 次…11 月１日（月）～ 15 日（月）
　第 16 次…12 月１日（水）～ 15 日（水）
　※第 16 次が最終受付です。

▶申請方法：原則郵送
問  なりわい再建支援補助金受付センター
　  〒 862-0950  熊本市中央区水前寺６ー５ー 19
　  熊本県庁会議棟１号館４階（旧住宅供給公社ビル）
　  ☎ 096（384）8880

企画観光課

商工業を支援
新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナ感染症の影響を受けている事業者への支援
策を実施します。前回申請した人も対象になる事業が
あります。ご活用ください。

（３）　感染防止設備等導入補助金
※上限額に達するまで複数回申請できます。

▶条件：次のすべてに当てはまること
　・町内で飲食店や小売店、対面で接客する事業を
　　営んでいる
　・新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいる
　・同様の補助金などを申請、受給していない
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶対象経費：ことし４月１日（木）から 12 月 31 日（木）
　までに支出した感染対策経費（税抜）
▶上限額：30 万円
▶申請期限：令和４年２月 18 日（金）

（４）　新しい生活様式対応商品開発補助金
　　　※開発する前に申請が必要です。

▶条件：次のすべてに当てはまること
　・町内で事業を営んでいる
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
　　※県の奨励金は可能です。

▶対象経費：交付決定日から令和４年２月 28 日（月）
　までに支出した経費（税抜）
▶上限額：※申請は１回のみ。

　❶テイクアウトメニュー開発…15 万円
　❷インターネット販売やふるさと納税返礼品の開発
　　…30 万円
▶申請期限：12 月 28 日（火）

（５）　PCR 検査受検促進支援補助金　
▶条件：次のすべてに当てはまること
　・町内で事業を営んでいる
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶上限額：１事業所 10 万円（１人あたり２万円）
▶申請期限：令和４年２月 28 日（月）

（１）　　商工業経営持続化支援金
※上限額に達するまで複数回申請できます。
※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か町内で事業を営み、
　　引き続き事業を継続していく意思がある
　・前年か前々年同月比で売上げが 15% 以上減少した
　・町の農林業経営持続化支援金を受給していない
　・他市町村で同様の補助金などを受給していない
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶交付額：
　前年か前々年同月比の売上減少額（税抜）の３分の１
▶対象月：ことし４月～９月
▶上限額：30 万円
▶申請期限：11 月 30 日（火）

（２）　雇用維持奨励金
▶条件：次のすべてに当てはまること
　・町内で事業を営んでいる
　・雇用調整助成金の緊急対応期間に熊本労働局から
　　助成金の支給決定を受けている
　・他市町村で同様の補助金などを受給していない
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶交付額：10 万円　※申請は１回のみ。

▶申請期限：12 月 28 日（火）

総務課

自衛官採用試験が開催されます

くわしくは問合先にお尋ねください。

【高等工科学校生徒】
▶資格：15 歳以上 17 歳未満の男子
　　　　（令和４年４月１日現在）
▶募集人員：約 260 人
▶試験：
　第１次…令和４年１月 22 日（土）　、23 日（日）のうち１日
　第２次…令和４年２月３日（木）～６日（日）のうち１日
　　　　　※会場は第１次の合格通知でお知らせします。

▶申込期限：令和４年１月 14 日（金）

【自衛官候補生採用試験（第２回）】
▶試験：18 歳以上 33 歳未満
▶試験：11 月 10 日（水）～ 13 日（土）
▶申込期限：11 月５日（金）
問  自衛隊熊本地方協力本部人吉地域事務所
　  ☎ 0966（22）4704

税務町民課

気持ちのこもった作品を見ませんか
児童の税に関する作品

毎年ゆのまえ漫画フェスタで展示していた「児童の税
に関する習字作品」を湯楽里に展示します。ぜひご覧
ください。

▶期間：11 月 11 日（木）～ 23 日（火・祝）
▶場所：ゆのまえ温泉  湯楽里  レストラン

企画観光課

労働や法律で相談したい人へ
熊本労働局  雇用環境・均等室
熊本労働局雇用環境・均等室では多くの支援に取り組
んでいます。くわしくはホームページや電話でお尋ね
ください。

▶支援内容：
　❶新型コロナウイルス感染症の影響妊産婦の保護や
　　小学校等休業対策
　❷良質なテレワークの推進
　❸働き方改革の推進
　❹女性の活躍推進
　❺仕事と育児・介護・不妊治療との両立
　❻ハラスメント防止対策
　❼同一労働同一賃金
　❽個別労働紛争解決支援制度
問  熊本労働局  雇用環境・均等室
　  ☎ 096（352）3865
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◆健康相談・健康教室（11/１～ 20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

１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

 馬場区いきいき健康教室
 （馬場・山ノ口合同）

９:30 ～ 馬場公民分館

２日
（火）  下染田区お口の健康教室 10:00 ～ 下染田公民分館

４日
（木）

 上中猪区いきいき健康教室 13:30 ～ 中猪公民分館

 中里２区お口の健康教室 13:30 ～ 中里２区公民分館

８日
（月）

 金色の会（男性料理教室） 10:00 ～ 湯前町保健センター
　〇エプロン　〇三角きん
　○200円

 古城区お口の健康教室 10:00 ～ 古城公民分館

 野中田２区いきいき健康教室 10:00 ～ 野中田２公民分館

10日
（水）

 辻いきいき健康教室 10:00 ～ 辻公民分館

 下村区お口の健康教室 13:30 ～ 下村公民分館 　

12日
（金）  下村区いきいき健康教室 10:00 ～ 〃

15日
（月）  古城区いきいき健康教室 10:00 ～ 古城公民分館

18日
（木）  無料法律相談 13:00 ～ 15:00 湯前町保健センター

19日
（金）  下城区お口の健康教室 10:00 ～ 下城公民分館

※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（11/１～ 20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

17日
（水）

  幼児歯科検診
 ▶２歳以上の３、７、11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。

建設水道課

下染田地区で交通規制をします

橋梁補修設計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：古町橋（下染田地区）
▶規制：全面交通止め（９:00 ～ 17:00）

▶期間：11 月１日（月）～５日（金）のうち３日間
　※実際の交通規制は予告看板で確認してください。

▶施工業者： 株式会社建設プロジェクトセンター
　　　　　　☎ 096（293）4400

　　　　　　交通止箇所
　　　　う回路

至　水上村

全面交通止め（古町橋）

国道 388 号

総務課

上里３区で交通規制をします

防火水槽設置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：上里３区
▶規制：全面交通止め

▶期間：令和４年３月 10 日（木）まで
　※実際の交通規制は予告看板で確認してください。

▶施工業者： 有限会社  高木工務店
　　　　　　☎ 0966（43）3156

　　　　　　交通止箇所

湯前町役場

全面交通止め

湯前小学校

湯前中学校 日 内　容 場　所 時　間

10日
（水）  ジョブカフェ・球磨ブランチinゆのまえ  湯前駅レールウイング内展示体験販売施設 10:00 ～ 16:00

◆就労支援相談（予約制）（11/１～ 20）

※日程が変更となることがあります。
※ジョブカフェ・球磨ブランチ　☎ 0966（22）0555
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人　口 /3700人　
男 /1730人　女 /1970人
世帯数 /1566戸
※９/30 現在

◆休日当番医と当番薬局（11/１～ 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

３日
（水）

あさぎり こんどう整形外科 45-6555

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

浜田醫院 22-3415

人吉皮膚科医院 22-6211

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

人吉けんこう堂薬局 22-1020

高階誠心堂薬局西間店 22-7880

７日
（日）

水上
古城クリニック 44-0321

クスノキ薬局桜の里店 47-8123

多良木

公立多良木病院小児科 42-2560

ファーコス薬局多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

錦 田中医院（錦） 38-0061

人吉

外山胃腸病院 22-3221

ふかみ耳鼻咽喉科 24-1126

うさぎ薬局人吉店 32-9621

宝来調剤薬局 22-6884

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

14 日
（日）

多良木
宮原医院 42-2082

山口薬局ピーチ店 42-7712

あさぎり
やまむら小児科・内科 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

万江病院 22-2357

平井整形外科リハビリ
テーションクリニック 24-8213

さくら調剤薬局瓦屋店 22-1677

エスエス堂薬局城本店 22-0337

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

◆年金相談（予約制）（11/１～ 20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

１日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

８日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

10日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

15日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

17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。


