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令和４年

５㌻…相談（悩みごと・人権・お金・スマートフォン）
　　　標語決定（児童虐待防止推進月間）
６㌻…会計年度任用職員募集、試験（自衛官）
７㌻…試験（危険物取扱者・県市町村職員共済組合）、
　　　ふるさと納税、就労支援相談
８㌻…交通規制（植木地区）、検診・予防接種
９㌻…健康相談・健康教室、生涯学習
10㌻…休日当番医・休日当番薬局、年金相談

２㌻…里宮神社ライトアップ、湯前町内駅伝大会、
　　　四半的体験教室、水道メーター取替、
　　　畜産の適切処理、議会の一般質問配信
３㌻…経済対策支援金（商工業者・農林業者）
　　　消防団非常呼集訓練
４㌻…納期限（11 月の町税・使用料）、マイナンバー
　　　カード・マイナポイント、インボイス制度
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ふるさと納税を紹介しませんか。くわしくは７㌻で確認してください
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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

ことしも里宮神社の紅葉をライトアップします。本町
の高台にある、縁結びの神社として名高い神社で幻想
的な空間を感じてみませんか。

▶期間：11 月 20 日（日）まで（予定）
▶時間：18:00 ～ 22:00
▶場所：里宮神社

教育課

第 51 回湯前町内駅伝大会

▶日時：12 月４日（日）  ９:00 開会  ９:30 スタート
▶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

教育課

四半的体験教室に来てみませんか
町四半的協会

弓で矢を的に当てる体験教室を行います。道具は協会
で準備します。お気軽に参加してみませんか。

▶対象者：町内在住で 18 歳以上の人
▶日時：12 月４日（日）　13:00 ～ 15:00
▶場所：旧南部保育所
▶料金：無料
▶その他：
　事故防止のため子連れの参加はご遠慮ください
問  湯前町四半的協会  会長  尾方  和子
　  ☎ 090（9488）5939

農林振興課

適切な処理をお願いします
畜産農家の人
県では11 月を「畜産環境月間」と定めて、畜産環境保
全に勤めるように呼びかけています。家畜の排せつ物
を適正に管理することは法律で定められています。次
のことに注意して地域に理解される畜産経営を目指し
ましょう。

▶注意すること：
　・畜舎からのふん尿の早期搬出
　・畜舎内外の掃除
　・適正な堆肥化、浄化処理
　・ほ場への散布後の速やかな耕起

建設水道課

ご協力をお願いします
水道メーター取替
水道メーターの検定有効期間が８年と定められている
ため、適正に計量ができるように有効期間前に取り替
えています。受託業者が対象者の敷地内に入って作業
をします。ご理解とご協力をお願いします。

▶取替期間：令和５年３月 31 日（金）まで
▶受託業者：㈲米村電気設備（多良木町）
▶取替費用：無料
▶その他：立ち合いは原則不要です。不在のときは「不
　在メモ」をポストに投かんします

議会の一般質問映像公開中

議会事務局

本会議の一般質問を動画配信サイト「Y
ユーチューブ
ouTube」で生

配信・録画配信しています。町をより良くするための議
会と町執行部の議論を公開中です。
※録画配信映像は議会定例会終了後、2 ～3 週間以内に公開します。

▶検索方法：次のいずれか
　❶インターネットで
　　「湯前町議会  一般質問」と検索
　❷右の QR コードを読み取る

農林振興課

農林業者を支援します
湯前町農林業原油価格等高騰緊急経済対策支援金
原油価格などの高騰の影響を受けた町の農林業者に支
援金を交付し、営農の継続を支援します。

▶対象者：次のすべてに当てはまる人
　❶町内に住んでいて農林業者と事業所が町内にある
　　農業か林業を営む法人  ※製造業を除く。

　❷令和３年度の事業申告を行い、令和４年度も引き
　　続き同規模程度の事業を行っている
　❸令和５年度以降も事業を継続する意思がある
　❹町税などの滞納がない
▶支援額：令和３年分の農業申告等収支内訳書に記載
　された動力光熱費と肥料費の15％（1000 円未満切
　り捨て）
　※法人は令和３年１月～12 月の期間を最も多く含む期の決算書
　　が対象です。

▶上限額：
　・動力光熱費…30 万円　・肥料費…20 万円
▶申請方法：次の書類を農林振興課に提出
　【個人】
　　・支援金交付申請書兼請求書  ※対象者に郵送しています。

　　・令和３年分の農業申告等収支内訳書の写し
　【法人】
　　・支援金交付申請書兼請求書  ※対象者に郵送しています。

　　・令和３年１月～12 月の期間を最も多く含む期
　　　の決算書の写し
▶申請期限：12 月 28 日（水）

総務課

消防団非常呼集訓練を行います

訓練のためにサイレンを鳴らします。訓練地周辺の皆
さんにはご迷惑をかけますがご理解をお願いします。

▶日時：11 月 27 日（日）  午前中
▶場所：B&G 海洋センター

企画観光課

商工業者を支援します
湯前町商工業原油価格等高騰緊急経済対策支援金

原油価格などの高騰の影響を受けた町の商工業者に支
援金を交付し、経営の継続を支援します。

▶対象者：次のすべてに当てはまる人
　❶町内で商工業を営む法人か個人事業者、もしくは
　　代表者が町内に住んでいる法人か個人事業者
　❷令和３年度の事業申告を行い、令和４年度も引き
　　続き同規模程度の事業を行っている
　❸令和５年度以降も事業を継続する意思がある
　❹町税などの滞納がない
　❺同様の補助金などを受給していない
▶支援額：令和３年分の事業申告等収支内訳書に記載
　された対象経費の15％（1000 円未満切り捨て）
　※法人は令和３年１月～12 月の期間を最も多く含む期の決算書
　　が対象です。

▶対象経費：
　・水道光熱費（電気代・ガス代・水道代）
　・燃料費（ガソリン・灯油・軽油・重油）
　　※販売目的の費用は対象外。

▶上限額：50 万円
▶申請方法：次の書類を企画観光課に提出
　【個人】…
　　・申請書一式　　　　　・誓約書
　　・令和３年分の確定申告等収支内訳書の写し
　【法人】…
　　・申請書一式　　　　　・誓約書
　　・令和３年１月～12 月の期間を最も多く含む期
　　　の決算書の写し
　　　※決算書などの科目に対象外経費があるときは追加資料で
　　　　対象経費が確認できる書類を添付してください。
　　　※申請書一式や誓約書は企画観光課で受け取るか町ホーム
　　　　ページからダウンロードしてください。

▶申請期限：12 月 28 日（水）
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保健福祉課

標語が決定しました
児童虐待防止推進月間
11 月は「児童虐待防止推進月間」です。家庭や学校、地
域などで児童虐待問題への深い関心と理解を得る期間
です。標語募集した中で最優秀作品が決定しました。

▶最優秀作品：
　「もしかして？」    ためらわないで！  189（いちはやく）

保健福祉課

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 18 日（金）　～ 24 日（木）
▶時間：平　日… ８:30 ～ 19:00
　　　　土日祝…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

保健福祉課

無料のお金の悩み相談

▶日時：11 月 27 日（日）　
　受付時間…12:30 ～15:30
　相談時間…13:00 ～16:40
▶場所：八代市役所内会議室（八代市松江城町１ー 25）
▶申し込み：問合先に予約
▶相談担当者：消費生活相談員、弁護士、司法書士など
▶相談内容（例）：金銭関係、多重債務など
▶その他：秘密は固く守られ相談は無料です
問  熊本県消費生活センター　☎ 096（383）0999

総務課

無料の合同相談会
熊本県専門士業団体連絡協議会

▶日時：11 月 23 日（水・祝）　10:00 ～ 16:00
▶場所：くまもと県民交流館パレア９階  会議室
　　　　熊本市中央区手取本町８番９号
▶相談内容（例）：法律、税金、不動産、事故など
▶申込方法：次のいずれか
　❶熊本県社会保険労務士の
　　ホームページから申し込む
　❷右の QR コードを読み取る
　　※完全予約制。

問  熊本県社会保険労務士会  ☎ 096（324）1365

総務課

無料のスマートフォン相談会

▶日時：11 月24 日（木）  13:00 ～15:00
▶場所：湯前駅レールウイング「展示体験施設」
▶内容：スマートフォンなどのデジタル活用の相談
▶その他：予約の必要はありませんが、混雑するとき
　は時間制限や順番待ちとなることがあります。
問  ❶株式会社九州地域情報化研究所
　  ☎ 092（686）8038  メール：info@k-iri.co.jp
　  ❷総務課  情報統計係

税務町民課

11 月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・固定資産税（２期）　　　・国民健康保険税（６期）
　・後期高齢者医療保険料（５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：11 月 25 日（金）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：11 月 30 日（水）
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

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：11 月27 日（日）   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：9 月30 日現在の本町の交付率は50.7%、
　県内は48.5%、全国では49.0% です

税務町民課

説明会と登録申請を行っています
インボイス制度

【説明会・相談会】
インボイス説明会と登録申請相談会が開催されていま
す。参加したい人は問合先にお尋ねください。

▶日程：11 月 29 日（火）、12 月 21 日（水）、
▶時間：10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30
▶場所：人吉税務署１階  会議室
▶定員：各 10 人
▶申込方法：各日程の１週間前までに問合先に電話
問  人吉税務署  ☎ 0966（23）2311

【登録申請】
令和５年10 月１日からインボイス制度が始まります。
インボイスを交付する事業者は事前に登録申請が必要
です。くわしくは問合先にお尋ねください。

▶申請方法：e-Tax から申請
　※ e-Tax ソフト（WEB 版・SP 版）では質問に回答することで申請
　　できます。
　※e-Taxで申請したときは電子データで登録通知の受領ができます。
　※個人事業者はマイナンバーカードがあればスマートフォンから
　　でも e-Tax で申請できます。

問  専用ダイヤル  ☎ 0120（205）553

インボイス制度について熊本国税局

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：12 月２日（金）　９:00 ～ 12:00
▶場所：湯前町保健センター
▶相談員：
　心配ごと相談員　右田  秀美（行政相談員兼務）
　　　　　　　　　永山  治実
　人権相談員　　　金山  充
　　　　　　　　　土屋  千惠子
　　　　　　　　　永濵  みどり
▶相談内容（例）：家庭内のこと、人権問題など
▶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）
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▶職種：一般事務
▶任用期間：令和５年１月４日（水）～３月 31 日（金）
▶募集人員・勤務条件：表のとおり

募集人員 　１人

仕事内容 　・窓口、電話対応
　・パソコン（ワード、エクセル）の操作

勤務日 　週５日（原則、月～金曜日）

勤務時間 　週 35 時間

勤務場所 　税務町民課

休日 　土日・祝日
　※休日出勤のときは、休日の振り替えで対応

報酬額 　月額 13 万 1961 円

諸手当 　通勤手当

昇給制度 　なし

休暇 　年次有給休暇や特別休暇など

社会保険 　熊本県市町村職員共済組合・厚生年金保険・
　雇用保険に加入

労災保険 　非常勤職員公務災害補償制度

その他 　学歴や職歴で給与の増額あり

任用根拠 　地方公務員法第 22 条の２に規定のある
　「会計年度任用職員」としての任用

▶申込資格：地方公務員法第 16 条により次のいずれ
　かに当てはまる人は申し込みできない
　・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない
　・本町職員として懲戒免職の処分を受けてから２年　
　　経過していない
　・日本国憲法や政府を暴力で破壊することを主張す
　　る政党や団体を結成し加入している
▶申込方法：「湯前町会計年度任用職員任用申込書」
　を税務町民課に提出（持参か簡易書留郵便で郵送）　
　※申込書は税務町民課で受け取るか町ホームページからダウン
　　ロードしてください。
　※提出書類は返却しません（不備などで受け付けできないものを除く）
　※記載された個人情報は選考と任用手続き以外では使用しません。

▶申込期限：12 月９日（金）　※当日消印有効。

▶選考方法：面接
　※日時は個別にお知らせします。
　※申込者が多いときは書類選考を行います。

▶任用後の注意点：
　・勤務態度や適性能力を確認するため１カ月の条件
　　付採用期間を設け、この期間に職務遂行能力の適
　　性が低いと判断されたときは、採用の取り消しや
　　他の職種への変更をすることがあります
　・職務上、知り得た秘密や個人情報を在職中はもち
　　ろん退職後も第三者に漏らしてはいけません
▶その他：申込者は候補者名簿に年度内登録し、人材
　が必要となったときは名簿から書類選考を行い連絡
　することがあります

税務町民課

会計年度任用職員（一般事務）を募集します

総務課

自衛官採用試験が開催されます

【高等工科学校生徒】
▶資格：15 歳以上 17 歳未満の男子
　　　　（令和５年４月１日現在）
▶募集人員：約 230 人
▶試験：
　第１次…令和５年１月 14 日（土）　、15 日（日）のうち１日
　第２次…令和５年１月 26 日（木）～ 29 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５年１月６日（金）

【自衛隊一般曹候補生採用試験（第３回）】
▶試験：18 歳以上 33 歳未満
▶試験：
　第１次…12 月 11 日（水）～16 日（木）のいずれか
　第２次…令和５年１月７日（土）～15 日（日）のいずれか
　　　　　※会場は第１次の合格通知でお知らせします。

▶申込期限：12 月１日（木）
問  自衛隊熊本地方協力本部人吉地域事務所
　  ☎ 0966（22）4704

総務課

危険物取扱者の試験があります

▶募集内容：

試験種類 試験日 場　所

甲種

令和５年
２月 19 日（日） 熊本市乙種

第１類～第６類

丙種

▶申請期間：

申請方法 試験日

書面 12 月 15 日（木）～ 22 日（木）

電子 12 月 12 日（月）～ 19 日（月）

▶願書配布場所：※ 11 月 17 日以降に設置されます。

　・（一財）消防試験研究センター熊本県支部
　・熊本市消防局、県内の消防本部
　・県総務部市町村、税務局消防保安課
問  （一財）消防試験研究センター熊本県支部
　  〒 862-0976
　  熊本市中央区九品寺 1-11-4　県教育会館 4 階
　  ☎ 096（364）5005

総務課

採用試験（２次募集）を実施します
熊本県市町村職員共済組合
くわしくはホームページで確認してください。

▶採用予定人数：一般事務…若干名
▶試験日：第１次試験…令和５年１月８日（日）
▶試験場所：熊本県市町村自治会館本館２階  講堂
▶申込方法：申込用紙に記入して持参か郵送
　※申込用紙は問合先で受け取るか郵便で請求できます。

▶申込期限：12 月 16 日（金） 必着
問  熊本県市町村職員共済組合  総務課
　  〒 862-0911
　  熊本市東区健軍１ー５ー３
　  ☎ 096（365）1900 ホームページ

企画観光課（ふるさと納税係）

町の未来を応援しませんか
湯前町ふるさと納税

【協力事業者募集】
「ふるさと納税制度」で本町へ寄附をされた人に、町の
魅力やPR につながる特産品をお礼品として進呈する
ことに協力いただける事業者を募集しています。くわ
しくは企画観光課にお尋ねください。

▶お礼品掲載先：
　さとふる、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス

【湯前町ふるさと納税を紹介しませんか】
本町のふるさとの未来を応援していただくために、他
の自治体に住んでいる本町出身者に「湯前町ふるさと
納税」をおすすめしていただきますようお願いします。

▶寄附方法：ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」
　「楽天」「ふるさとチョイス」から受付
　※くわしくは下の QR コードから確認してください。

▶活用事例：子育て支援、住宅リフォームなど
　※くわしくは下の QR コードをご覧ください。

▶その他：本町に住んでいる人からの寄附については、
　返礼品を送付することができません

湯前町ふるさと納税 さとふる

楽天ふるさと納税 ふるさとチョイス

日 内　容 場　所 時　間

22日
（火）

 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）（11/15 ～ 12/５）

※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
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◆検診・予防接種（11/15 ～ 12/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

22日
（火）

 新型コロナワクチン集団接種
 ▶オミクロン株対応-③

指定の時間 湯前町農村環境改善センター

　〇予診票
　〇予防接種済証
　○本人確認書類　
　○おくすり手帳

24日
（木）

 １歳児育児相談
 ▶R３年９～11月生

９:30 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳　〇問診票　
　○歯のアンケート

29日
（火）

 新型コロナワクチン集団接種
 ▶オミクロン株対応-④

指定の時間 湯前町農村環境改善センター

　〇予診票
　〇予防接種済証
　○本人確認書類　
　○おくすり手帳

12　月

１日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R４年５月生

12:50 ～

多良木町保健センター
　〇母子手帳　
　〇問診票
　○子どもノート ３カ月児健診

 ▶R４年８月生
13:00 ～

※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（11/15 ～ 12/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

16日
（水）  下村区いきいき健康教室 10:00 ～ 下村公民分館

21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

 古城区いきいき健康教室 10:00 ～ 古城区公民分館

24日
（木）  中里２区健康相談 13:30 ～ 中里２区公民分館

25日
（金）  上里１区お口の健康教室 10:00 ～ 上里１区公民分館

28日
（月）

 馬場区お口の健康教室 ９:30 ～ 馬場公民分館

 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

30日
（水）  上里３区いきいき健康教室 10:00 ～ 上里３区公民分館

12　月

２日
（金）  野中田１区お口の健康教室 13:30 ～ 野中田１区公民分館

５日
（月）  古城区お口の健康教室 10:00 ～ 古城公民分館

※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。

日 内　容 時　間 場　所

24日
（木）  英会話（大人） 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

25日
（金）

 水彩画 ９:30 ～
中央公民館

（視聴覚室）
 レクリエーションダンス 13:30 ～

29日
（火）  そば打ち 10:00 ～ 中央公民館

（調理室）
30日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

12　月

１日
（木）

 カラオケ ９:30 ～
中央公民館

（視聴覚室）
 英会話（子ども） 19:00 ～

日 内　容 時　間 場　所

15日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
16日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）
17日
（木）  英会話（子ども） 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

18日
（金）

 水彩画 ９:30 ～
中央公民館

（視聴覚室）
 ３B体操 13:00 ～

21日
（月）  フラワーアレンジメント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
23日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）
24日
（木）  健康マージャン 13:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

◆生涯学習（11/15 ～ 12/５）
※日程が変更となることがあります。

植木地区で交通規制をします

農林振興課

用水路改修工事のため、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。

▶期間：令和５年２月 28 日（火）まで

▶場所：植木地区
▶規制時間：９:00 ～ 17:00  全面交通止め
　※夜間は開放します。

▶施工業者： ㈲三清建設工業  ☎ 0966（43）2773

植木公民分館

しまだ斎場

くま川鉄道

　　　　　交通止箇所
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人　口 /3622人　
男 /1702人　女 /1920人
世帯数 /1539戸
※ 10/31 現在

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

◆休日当番医と当番薬局（11/15 ～ 12/５）
※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

20 日
（日）

多良木 横山医院 42-2132

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

あおい調剤薬局 32-7677

五日町薬局 23-6228

きりん薬局西間店 24-6336

23 日
（水）

多良木
仁田畑クリニック 42-1123

ひご薬局多良木店 49-1011

あさぎり

たかの眼科 47-2550

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

くるみ薬局 49-9630

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

高階誠心堂薬局いずみだ店 24-8370

高階誠心堂薬局本店 22-4633

27 日
（日）

あさぎり

犬童内科胃腸科医院 45-1125

増田耳鼻咽喉科クリニック 45-8001

くるみ薬局 49-9630

清風薬局サンロード免田店 49-9600

人吉

田中医院（人吉） 24-6127

田中クリニック 22-7222

増田クリニック小児科 22-3570

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

27 日
（日） 人吉

五日町薬局 23-6228

鬼木調剤薬局 22-7122

高階誠心堂薬局かわらや店 24-5171

12　月

4 日
（日）

あさぎり

岩井クリニック 49-2181

東病院 45-5711

おかざき薬局 49-2905

きりん薬局岡原店 45-1280

マリーン岡原薬局 45-6023

人吉

堤病院 22-0200

外山胃腸病院 22-3221

たかはし小児科内科医院 24-2222

たんぽぽ薬局 23-6170

ひご薬局下林店 24-1400

まえだ薬局 23-2987

◆年金相談（予約制）（11/15 ～ 12/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123  ①→②

日 場　所 時　間

16日
（水）  多良木町多目的研修センター ９:00 ～

17:00
21日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00
28日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00
30日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

12　月

５日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。


