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住宅用太陽光発電システム設置に対して補助金を交付します！
　球磨村では、村民による再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化対策に貢献するため、住宅用
太陽光発電システムの設置に要する経費の一部を補助金として、予算の範囲内で交付します。

≪対象者≫
　球磨村に居住し、又は居住を予定する者であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
（１）交付申請をした日の属する年度の末日までに、対象システムの設置を完了すること。
（２）電力会社と電灯契約及び余剰電力の受給契約を結ぶことができる個人であること。
（３）その属する世帯のすべての者が村民税等を滞納していないこと。
（４）過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

≪補助金の額≫
（１） 太陽電池モジュールの最大出力の数値に15,000円を乗じた額（1kWあたり15,000円）とし、

50,000円を上限とします。
（２） 設置に係る工事請負契約を、村内業者と締結した場合は（１）の額に定額30,000円を加算しま

す。村内業者とは、球磨村に本店や支店、営業所等がある法人または個人事業者です。

≪申請の方法等≫
（１） 「（様式第１号）球磨村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書」に記入・押印の

うえ、必要な書類を添付し、球磨村役場総務企画課に提出してください。
（２）  申請書類を審査した後、「交付・却下決定通知書」を送付します。設置工事は交付決定後でな

ければ着手できません。
（３）平成２４年５月１日（火）から先着順に受付を開始し、予算がなくなり次第、受付を終了します。

≪補助金関係書類等≫
　交付申請書、実績報告書等の関係書類は、球磨村役場総務企画課に準備しています。
　ご不明な点等ございましたら、下記お問合せ先までご連絡ください。

≪お問合せ先≫　球磨村役場　総務企画課　企画広報係　☎３２－１１３８

平成２４年度情報通信月間行事

ゼロからはじめるインターネット教室 
　球磨村では、村内全域に光ファイバー網を整備し、全世帯で高速インターネットが利用可能となりました。
そこで、パソコン初心者の方やインターネット初心者の方を対象に、インターネットを体験するための
教室を開催します。是非ご参加ください！

※ ワープロソフトや表計算ソフト等の使い方や携帯電話（スマートフォン）等を使ったインターネットに
ついては、今回は対象外とします。あらかじめご了承ください。

無料

平成２４年５月２７日（日）
午前１０時から午前１２時まで

球磨中学校（パソコン教室）日 時 場 所

（お問合せ先）球磨村役場　総務企画課　企画広報係　☎３２－１１３８

参加を希望される方は、事前に下記お問合わせ先までご連絡ください！
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平成24年度の球磨村振興作物が決まりました
　村と JAで協議・検討を行い、今年度の振興作物を次の５品目に選定しました。どれも少ない労力で
栽培でき、手軽に高収入が期待できます。
　村では今後、これらの作物について普及促進を図るとともに、栽培講習会等も随時計画をしていく予
定です。

10a当り　

品　

名

区　

分
写真

作業体系 収穫量
(kg)

Kg 当り
見込単価
(円 )

販売金額
(円 )病害虫対策

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

露
地
栽
培

７月下旬～８月上旬
８月中旬～９月中旬
１０月上旬～１０月下旬
１１月中旬～１月下旬

播種
植付
追肥
収穫

800
～ 1,000

250
200,000
～ 250,000

８月下旬～１１月下旬 防除

サ
ヤ
イ
ン
ゲ
ン

露
地
栽
培

４月上旬～４月下旬
６月下旬～８月下旬
７月下旬～８月下旬
９月下旬～１１月下旬

播種
収穫
播種
収穫

500
～ 600

800
～ 1,000

400,000
～ 600,000

５月上旬～７月中旬
８月中旬～１０月中旬

防除

オ
ク
ラ

露
地
栽
培

４月下旬～５月中旬

６月中旬～１１月上旬

元肥散布
播種・間引
収穫 1,500 400 600,000

５月中旬～１０月下旬 防除

甘
長
ト
ウ
ガ
ラ
シ

露
地
栽
培

４月上旬
５月上旬～６月上旬
６月下旬～１１月中旬

播種
定植
収穫 1,500 500 750,000

５月下旬～１０月下旬 防除

ホ
オ
ズ
キ

ハ
ウ
ス
栽
培

６月中旬～６月下旬
７月上旬～８月上旬
８月中旬～１１月下旬
１２月中旬～２月上旬

芯止
収穫
親株管理
定植

8,000本 1本 180 1,440,000

４月上旬～６月下旬 防除

●�農業者戸別所得補償制度により、転作水田に上記の振興作物を作付・販売した場合、
　10a当たり15,000円が交付されます。

（お問合せ先）　球磨村役場　産業振興課　農業係　☎３２−１１１５
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『中山間地域直接支払制度』に取組んでいます
本村は、農地の維持保全を目的とした中山間地域等直接支払制度に取組んでいます。
農家の皆さん、適切な水路、農道等の管理により農地の保全に努めましょう。

趣
　
　
旨

　球磨村をはじめとした中山間地域等は、高齢化・過疎化が進展する中で、平地に比べ自然的・
社会的条件が不利な地域であります。
　このような中にあって、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により、多面的機能（洪水調節、
水資源のかん養、土砂崩壊防止）が低下し、国民全体にとって大きな経済損失が生じることが懸
念されています。
　このため、農業生産の維持を通じて多面的機能を確保するという観点から、国民の理解の下に
直接支払制度が実施されています。　

平成２３年度　中山間地域直接支払制度集落別明細
○集落協定

集
落
名

協定
参加
者数

田 畑
交付金額（円）

農業生産活動等の
実施状況

生産性、収益の向上、担
い手の定着等に関する取
り組み状況面積（㎡） 面積（㎡）

毎�

床 ３４ 80,518 73,847 2,540,118
◆鳥獣被害防止
◆周辺隣地の下草刈り
◆水路・農道等の管理等

◇高付加価値型農業の推進
◇認定農業者の育成等

鬼
ノ
口

１８ 30,949 0 649,929
◆鳥獣被害防止
◆周辺隣地の下草刈り
◆水路・農道等の管理等

◇高付加価値型農業の推進

無
田
久
保

６ 40,173 9,947 914,855
◆鳥獣被害防止
◆周辺隣地の下草刈り
◆水路・農道等の管理等

◇高付加価値型農業の推進

松�

谷 ２６ 75,449 20,828 1,302,599
◆鳥獣被害防止
◆周辺隣地の下草刈り
◆水路・農道等の管理等

◇高付加価値型農業の推進

松�

舟 １８ 28,474 9,413 706,203
◆鳥獣被害防止
◆周辺隣地の下草刈り
◆水路・農道等の管理等

◇高付加価値型農業の推進

合�

計
１０２ 255,563 114,035 6,113,704

○交付金額
　　　（急傾斜）　１０a 当たり　　田 ･･･�21,000 円　���畑 ･･･�11,500 円
　　　（緩傾斜）　１０a 当たり　　田 ･･･���8,000 円　���畑 ･･･���3,500 円

（お問合せ先）球磨村役場　産業振興課　農業係　☎３２−１１１５
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第７回

　「棚田」は、食料の生産に重要な役割を果たしているだけでなく、国土・環境を保全するという公益的
機能や、美しい景観、伝統文化の継承の場として人々に「ゆとり」や「やすらぎ」を与えてくれるなど、様々
な役割をもっています。
　特に球磨村には、祖先から受け継いだ貴重な棚田の石積みをはじめ、たくさんの後世に残したい「文
化遺産」があり、そこには人情味あふれる「人」が住んでいます。
　このような棚田の素晴らしさや魅力を再発見し、また身近に感じることで、豊かで美しい農山村を維持・
保全していくことの大切さを、多くの方々に認識していただくことを目的として作品を募集します。

（お問合せ先）球磨村棚田保存会事務局　TEL 32-1115 　FAX 32-1230

実 施 主 体　　球磨村棚田保存会　	
テ　ー　マ　　“後世に残したい”魅力ある「くまむらの棚田」の風景
応 募 締 切　　平成２４年９月２８日（金）（当日消印有効）
応 募 資 格　　プロ・アマを問わずどなたでも応募できます。
応 募 規 定　　募集作品：球磨村内で撮影した作品で、一人当たり３点以内、未発表のものに限ります。
　　　　　　　作品規格：２Lサイズ（127mm×178mm）
　　　　　　　そ の 他：作品の裏面に応募票を貼付して提出してください。
　　　　　　　　　　　　応募作品の返却は致しません。
　　　　　　　　　　　　作品の版権は主催者に帰属するものとします。
　　　　　　　　　　　　入賞された方は、フィルム，データ等の提出をお願いします。
作品提出先　　〒869-6401　熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
　　　　　　　球磨村棚田保存会事務局（球磨村役場	産業振興課内）
　　　　　　　「くまむら棚田写真コンテスト係」	宛
審 査 発 表　　１０月上旬に主催者による審査を行い、入選者に直接通知します。
　　　　　　　なお、作品については球磨村で開催の祭等において、表彰・展示を行う予定です。
賞　　　　　　最優秀賞	１点　賞状、球磨村産	棚田	米３０キロ＆棚田	焼酎
　　　　　　　優	秀	賞	２点　賞状、球磨村産	梨	新高１０キロ
　　　　　　　奨	励	賞	３点　賞状、球磨村農産物加工品詰合せ1セット	
　　　　　　　※賞品については、予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。	

実 施 主 体　　球磨村棚田保存会　	
テ　ー　マ　　“後世に残したい”魅力ある「くまむらの棚田」の風景
応 募 締 切　　平成２４年９月２８日（金）（当日消印有効）
応 募 資 格　　プロ・アマを問わずどなたでも応募できます。
応 募 規 定　　募集作品：球磨村内で撮影した作品で、一人当たり３点以内、未発表のものに限ります。
　　　　　　　作品規格：２Lサイズ（127mm×178mm）
　　　　　　　そ の 他：作品の裏面に応募票を貼付して提出してください。
　　　　　　　　　　　　応募作品の返却は致しません。
　　　　　　　　　　　　作品の版権は主催者に帰属するものとします。
　　　　　　　　　　　　入賞された方は、フィルム，データ等の提出をお願いします。
作品提出先　　〒869-6401　熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
　　　　　　　球磨村棚田保存会事務局（球磨村役場	産業振興課内）
　　　　　　　「くまむら棚田写真コンテスト係」	宛
審 査 発 表　　１０月上旬に主催者による審査を行い、入選者に直接通知します。
　　　　　　　なお、作品については球磨村で開催の祭等において、表彰・展示を行う予定です。
賞　　　　　　最優秀賞	１点　賞状、球磨村産	棚田	米３０キロ＆棚田	焼酎
　　　　　　　優	秀	賞	２点　賞状、球磨村産	梨	新高１０キロ
　　　　　　　奨	励	賞	３点　賞状、球磨村農産物加工品詰合せ1セット	
　　　　　　　※賞品については、予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。	
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国民年金からのお知らせ 障害年金について
　国民年金に加入中に、病気やケガで政令に定める１級または２級の障害の状態になった人が受け
られる年金です。
《受給する要件》
・老齢基礎年金を受給していないこと。
・初診日が、国民年金加入期間中であること。
・�初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の未納期間が
３分の１以上ないこと。

《障害基礎年金額》
・１級‥‥年額　９８３，１００円
・２級‥‥年額　７８６，５００円

　　詳しい内容については、八代年金事務所　　　　　☎０９６５－３５－６１２３
　　　　　　　　　　　　　球磨村役場　住民福祉課　☎３２－１１１２

特設人権相談所の開設《秘密は守られます》
次のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください！

主催　熊本地方法務局人吉支局・人吉人権擁護委員協議会　

　・家庭内（夫婦・親子・扶養・嫁・姑等）のことで悩んでいるとき
　・相隣関係（通行・排水・境界・日照等）で困っているとき
　・借地、借家（不当な明け渡し、家賃値上げ、家賃の滞納等）で困っているとき
　・相続・遺言（相続人・遺産分割・遺言の方法等）で悩んでいるとき
　・人権問題（名誉や信用の侵害・公害・差別・いじめ・体罰等）で困っているとき
　・外国人が生活環境や価値観等の相違で困ったり、悩んだりしているとき
　・金銭問題（保証・クレジット・サラ金等）で困っているとき
　・その他いろいろな心配ごとや困りごとで悩んでいるとき

○と　き 　　６月１日（金）　午前１０時～午後３時

○ところ 　　球磨村役場　2 階　相談室

○担当者 　　人権擁護委員
　　　　　　　　松舟　喬　（山口）　　☎３３－０８２５
　　　　　　　　板﨑　壽一（友尻）　　☎３２－１１５９
　　　　　　　　上原　正博（木屋角）　☎３４－００２０

　＊相談内容についての秘密は、固く守られます。
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「こころの悩み相談」を行っています。
臨床心理士　が様々な心の悩みの相談に応じます。

＊臨床心理士とは人間の“こころ”の問題に対応する“心の専門家”です

日時：５月１７日（木）　１３：３０～１６：３０
＊場所については、役場、ご自宅などご希望に応じます。

予約制 �です。
　　　まずは、お電話で下記担当までお申し込みください。

＜お申込先＞　球磨村役場　住民福祉課　福祉係　☎３２－１１１２

・出産の不安　　・こどもの発達の心配、子育ての悩み
・こどもの不登校　　・介護疲れ　　　・借金問題　　　　
・家庭（家族）の心配ごと　　　　
・ギャンブルやアルコール、買い物にのめりこんでやめられない
・職場・学校の対人関係の悩み　　
・憂鬱な気分が続く　　　　　　　　　・眠れない
・家庭内暴力（妻、夫、恋人、子ども）等

年金相談会開設（6月）
八代年金事務所における年金相談会が下記のとおり開設されます。お気軽にご相談下さい。

６月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

人吉市

4 5 6 7 8 9 10

人吉市 多良木町 人吉市

11 12 13 14 15 16 17

人吉市 錦町 人吉市

18 19 20 21 22 23 24

人吉市 多良木町 人吉市

25 26 27 28 29 30

人吉市 錦町 人吉市

　３日前までに予約が必要ですので、年金手帳を準備の上、八代年金事務所までご連絡下さい。
　なお、予約は先着順となりますので、相談者が多い場合はご希望にそえない場合もあります。

（お問合せ先）八代年金事務所　　　　　　☎０９６５－３５－６１２３
　　　　　　　球磨村役場　住民福祉課　　☎３２－１１１２

【会場】
●人吉市
　…人吉市消費生活センター
　（人吉市役所左後ろの建物）
●錦町
　…農業就業改善センター
　（錦町役場右手前の２階建ての建物）
●多良木町
　…多良木町研修センター１階小会議室
　（多良木町役場右隣の２階建ての建物）
【予約受付時間】
　午前９時～午後５時
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　窓口からのお知らせ

戸 籍 関 係 の 証 明 に つ い て

種　　類 内　　　　容 手数料
（1通）

戸籍謄本 戸籍に記載されている全員を写したもの ４５０円

戸籍抄本 戸籍の中から必要な人だけを写したもの ４５０円

除籍謄本・抄本
一戸籍に記載されている全員が、婚姻、縁組、死亡等で除
かれると除籍簿になります。謄本は全員、抄本は必要な人
だけを写したもの

７５０円

身分証明書 後見の登記の通知等を受けていない証明 ３００円

戸籍届出書受理証明 戸籍の届けが受理されたことを記載したもの ３５０円

戸籍附票の写し 住所の異動を記載したもの ３００円

請求できる人は、本人、同一戸籍（配偶者等）の方又は直系血族（祖父母・父母・子・孫等）の方になります。
それ以外の方が請求されるときは、委任状または使用目的、提出先を記載することが必要です。
委任状の記載例を下記に掲載しておりますのでご活用ください。
なお、身分証明書については、本人以外の方は（ご家族の方でも）請求できません。
ただし、委任状をお持ちの代理人の方は、請求できます。
また、使用目的によっては、ご請求に応じられないことがあります。
遠隔地にお住まいの方は、郵便での戸籍請求ができます。（６月お知らせ版に掲載予定）

（お問合せ先）球磨村役場　住民福祉課　住民係　☎３２－１１１２

【記載例】　　　　　　　　　　　� 　
委　任　状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　　　平成　　年　　月　　日
　　球磨村長　様

　　（委任者）住所　球磨村大字渡丙１７３０番地　　　

　　　　　　　氏名　　球磨　太郎　　　　　　　　㊞　

　　　　私は、住所　球磨村大字渡乙１７８０番地　　　

　　　　　　　氏名　　国見　大蔵　　　　　　　　　　を代理人と定め次の権限を委任します。

　　　　　　� （　　　○○○○　　　）の交付請求及び受領に関する権限

　　　　　　　　　� 　　上記委任事実に相違ありません。
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民生委員・児童委員は、地域の身近な相談相手です
◆　民生委員・児童委員の日
　　�　毎年５月１２日は、「民生委員・児童委員の日」です。１２日からの１週間を活動強化週間として、
活動の理解を広めるとともに、これからも皆さまと共に、安全で安心できる地域づくりに取り組んで
いきます。

　　　球磨村では、１８名（うち主任児童委員２名）の委員が活動しています。

◆　民生委員・児童委員
　　�　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された「民間奉仕者」です。地域の人々の生活状
態を把握し、必要な助言や援助、福祉サービスを適切に利用するための情報の提供等を行っています。

　　　主任児童委員は、主に子どもに関する支援活動を行います。

◆　気軽にご相談ください
　　�　民生委員・児童委員は、地域の身近な相談役、地域と行政機関とのパイプ役としての役割を果た
しています　日常生活に関することや子どものことでご相談がありましたら、お気軽に近くの民生委
員・児童委員におたずねください。

（お問合せ先）球磨村役場　住民福祉課　福祉係　☎３２－１１１２

くまむらスマイルスポーツクラブ
会員大募集 !!

　スマイルスポーツクラブは、平成１９年度に設立し、４年が経過しました。各種目クラブ
で定期的に活動を実施し、老若男女楽しく健康づくりを行っています。つきましては、平
成２４年度の新規会員の募集を行います。自分の健康のため、幸せな生涯のために一緒に
運動しませんか。まずは、見学に来られても結構で
す。いつでも楽しく健康づくりが行える環境をくま
むらスマイルスポーツクラブが提供します。なお、
すでにクラブに入会している方は、クラブ内でとり
まとめて申し込んであります。
☆�今年は、参加者の増大を図るため２つの種目の活
動日時を変更しました。

◎フットサル：毎週土曜日 19：00 ～ 21：00
◎バスケットボール：毎週火・金曜日
                           19：30 ～ 21：30
※会費は、１人１，０００円です。
※申込は随時受け付けています。

（申込先）くまむらスマイルスポーツクラブ事務局
� 　（球磨村教育委員会内）
� 　ＴＥＬ：３２－１１１７
� 　ＦＡＸ：３２－０１０１

種目 活動施設 活動日時

1
卓球

渡小学校体育館 毎週水曜日
１９：３０～２１：３０

2 神瀬小学校体育館 毎週火曜日
１９：３０～２１：３０

3

バドミントン

渡小学校体育館 毎週月・金曜日
２０：００～２２：００

4 球磨中学校体育館 毎週木曜日
１９：３０～２１：３０

5 神瀬小学校体育館 毎週木曜日
１９：３０～２１：３０

6 ソフトミニバレー 大無田林業センター 毎週月・木曜日
２０：００～２２：００

7
グラウンドゴルフ

かわせみグラウンドゴルフ場 毎週土曜日
９：００～１１：００

8 神瀬地区広場 毎週月・水・金
１３：００～１５：００

9 フットサル 球磨中学校体育館 毎週土曜日
１９：００～２１：００

10 弓道 高音弓道場 毎週土曜日
１５：００～１７：００

11 走ろう会 運動公園グラウンド 毎週第１・第３日曜日
１７：００～１８：００

12 バスケットボール 球磨中学校体育館 毎週火・金曜日
１９：３０～２１：３０
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愛がん飼養目的の鳥獣の捕獲許可等のお知らせ
　愛がん飼養目的のメジロの捕獲については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第４条に基づ
き、国の基本指針に即して策定された「第１１次鳥獣保護事業計画書（平成２４年４月１日から平成２９
年３月３１日まで）」により、平成２４年４月１日からは許可しないこととしておりますのでお知らせしま
す。
　なお、現在飼養登録を受けて飼養しているメジロについては、飼養登録の更新手続を行うことで引き続
き飼養することができます。
　ご不明な点がございましたら、球磨村役場産業振興課までお問合せください。

（お問合せ先）球磨村役場　産業振興課　林業係　☎３２－１１１５

多重債務者の生活再生支援を行っています
　多重債務者の問題は、家庭崩壊、犯罪や自殺などにつながるケースも多く、深刻な社会問題となって
います。
　熊本県では、多重債務者対策の実績を持つ「グリーンコープ生活協同組合くまもと」に委託し、面談
による家計診断・生活指導や、債務整理後の生活再生中に発生した臨時的な生活資金に対する貸付など、
債務整理から生活再生までの一貫した支援を行っています。借金問題は必ず解決できます。まずはご相
談ください。

　　　　　　（相 談 窓 口）グリーンコープ生活再生相談室　☎０９６−２４３−２１００
　　　　　　（お問合せ先）熊本県消費生活センター　　　　☎０９６−３８３−０９９９

球磨村役場　総務企画課　☎３２－１１１１

行政相談開催
　あなたの行政に対する苦情や疑問を相談
していただくためのものです。秘密は固く
守られます。お気軽にご相談下さい。

●日　時：平成２４年５月２５日（金）
　　　　　午前１０時００分から
　　　　　　　１２時００分まで

●場　所：�球磨村コミュニティセンター　
清流館�第２会議室（役場となり）

●対応者：行政相談委員　岡本�青治�委員
　　　　　熊本行政評価事務所　担当者

（お問合せ先）球磨村役場　総務企画課
　　　　　　　☎３２－１１１１

人吉カルチャーパレス自主文化事業

人間国宝「六代山勢松韻」人吉公演
～国宝の郷に国宝の技響く～

　「国宝の郷に国宝の技響く」と題し、日本藝術院会員
であり人間国宝（重要無形文化財）である、六代山勢松
韻による筝曲披露。人間国宝の技を間近で見ることで、
伝統芸能・文化の深さを知ることができます。

日　時：５月２５日（金）１８時３０分開場
場　所：人吉カルチャーパレス「小ホール」
入場料：大人� � ２，０００円
　　　　高校生以下� １，０００円
　　　　未就学児　入場不可　※当日料金２００円増。

チケット販売（予定）
人吉カルチャーパレス、ブックスミスミ人吉店、明屋書
店錦店、各コミセン、人吉市老人趣味の家、ひとよし森
のホール、鶴屋人吉店、人吉市役所売店

（お問合せ先）人吉カルチャーパレス　☎２４－３３１１
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働く人のパソコン講座（初級編）人吉球磨能力開発センター

　会社にお勤めの方で、ワード（文書作成）・エクセル（表計算）・インターネットを覚えて、業務の改
善に役立てましょう。初心者の方でも大歓迎です。

◇講座内容� ・ワード（文書作成）基礎編　・エクセル（表計算）基礎編　・インターネット
� � ・電子メール・デジカメの基本操作
◇期　　日� １０日間　下記日程

月 ７月 ８月 ９月
日 ７ ２１ ２８ ４ １１ １８ ２５ １ ８ ２９
曜日 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土

◇時　　間� ７／７～８／１８（６講座）　　　９時～１６時００分
� � ８／２５～９／２９（４講座）　　９時～１６時３０分
◇場　　所� 人吉球磨能力開発センター第１教室
◇募集人員� ２０名
◇募集期間� 平成２４年６月１日から６月２８日まで（定員になり次第締切ります。）
� � ※８：３０～１７：００受付
◇参 加 費� １０，０００円（テキスト代４，０００円を含みます）
　　　　　　　※申込時に納入又は、口座振替をお願いします。

銀�行�名　　肥後銀行人吉駅前支店　普通

口座番号　　１４７６０１８

口　　座　　職
しょくぎょう
業訓

くんれん
練法

ほうじん
人

　　　　　　人
ひとよし
吉球

く ま
磨能
のうりょく
力開

かいはつ
発セ

せ ん た ー
ンター

（申込み・お問合せ先）
　職業訓練法人
　人吉球磨能力開発センター
　☎２２－２４７５

熊本県警察職員採用試験（大学卒業程度）案内
～採用試験日程～

募集職種 受験資格 受付期間 第１次試験 試験地

警察官Ａ
「男　性」
「女　性」

次のいずれにも該当する方
◆昭和５５年４月２日以降に生まれた方
◆学校教育法による大学（短期大学を除く。）
を卒業又は平成２４年３月末までに卒業見込
みの方

（持参又は郵送）
５／７（月）
～５／２５（金）

（インターネット）
５／７（月）
～５／２２（火）

７／８（日）
教養試験
論文試験

熊本市

警察行政

次のいずれかに該当する方
◆昭和５８年４月２日～平成３年４月１日生
◆平成３年４月２日以降に生まれた方で、学校
教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業
又は平成２５年３月末までに卒業見込みの方

６／２６（日）
教養試験
専門試験
論文試験

熊本市
東京都

※　受験資格の年齢については、平成２５年４月１日現在です。
※　受験申込書は、人吉警察署等において配布しています。



12 広報くまむら「お知らせ版」　平成２４年 5月号

やまびこ号運行表　＆　ふれあいサロン日程6月
月 火 水 木 金

1

やまびこ号
●松舟・田代（9:00）
●友尻・宮園・
　体育館前・柳詰
　（9:30）

ふれあい
サロン

◆内布福寿会
　（内布分館）
◆清水川老人会
　（高沢集会所）

4 5 6 7 8

やまびこ号

●渡駅前・一王子・
　レストラン石水・
　地下（9:00）

●川島・楮木・多武除・
　上蔀・伊高瀬・箙瀬
　（9:00）
●大岩・日当・永椎
　四蔵・松野・上原・
　木屋角（9:15）
●神一・ニ区・堤岩戸・
　和田・蔀
　（9:25）

●�向淋・小谷・松本・
大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・
　池下（9:20）

●内布（9:00）
●小川・茶屋・舟戸・
　椎屋（9:10）

●�境目・立野・
　糸原・水篠（9:00）

ふれあい
サロン

◆大無田・松谷
　（大無田林業センター）
◆親和会・庄本老人会
　（せせらぎ）

◆大槻地区
　（大槻キャンプ場）
◆渡西鶴亀会
　（せせらぎ）

◆鵜口老人会
　（鵜口公民館）
◆むつみ会
　（せせらぎ）

◆那良川老人会
　（那良口公民館）
◆岳本鶴亀会
　（岳本公民館）

11 12 13 14 15

やまびこ号
●大槻・横井（9:00）
●高沢・蔵谷・沢見・
　坂口（9:20）

●遠原・俣口（9:00）
●毎床・茂田（9:15）

●黒白・岳本・中渡・
　日隠（9:00）
●黄檗・中津・吐合・
　中屋・野々原・橋詰
　（9:15）

●鵜口・千津・大無田・
　大久保（9:00）
●松谷・那良・那良口
　（9:15）

●岡・浦野・板崎・
　田頭（9:00）
●馬場・中園
　（9:40）

ふれあい
サロン

◆ミドリ会
　（渡多目的）
◆毎床寿クラブ
　（せせらぎ）

◆渡ニコニコ会
　（渡多目的）
◆川内老人クラブ
　（神瀬多目的）

◆鏡山長寿会
　（立野分館）
◆�神瀬上区寿会・下区
老人会（神瀬多目的）

◆内布福寿会
　（内布分館）
◆清水川老人会
　（高沢集会所）

18 19 20 21 22

やまびこ号

●渡駅前・一王子・
　レストラン石水・
　地下（9:00）

●川島・楮木・多武除・
　上蔀・伊高瀬・箙瀬
　（9:00）
●大岩・日当・永椎
　四蔵・松野・上原・
　木屋角（9:15）
●神一・ニ区・堤岩戸・
　和田・蔀
　（9:25）

●大槻・横井（9:00）
●高沢・蔵谷・沢見・
　坂口（9:20）

●内布（9:00）
●小川・茶屋・舟戸・
　椎屋（9:10）

●�境目・立野・
　糸原・水篠（9:00）

ふれあい
サロン

◆大無田・松谷
　（大無田林業センター）
◆親和会・庄本老人会
　（せせらぎ）

◆渡西鶴亀会
　（せせらぎ）

◆鵜口老人会
　（鵜口公民館）
◆むつみ会
　（せせらぎ）

◆那良川老人会
　（那良口公民館）
◆岳本鶴亀会
　（岳本公民館）

25 26 27 28 29

やまびこ号

●松舟・田代（9:00）
●友尻・宮園・
　体育館前・柳詰
　（9:30）

●遠原・俣口（9:00）
●毎床・茂田（9:15）

●黒白・岳本・中渡・
　日隠（9:00）
●黄檗・中津・吐合・
　中屋・野々原・橋詰
　（9:15）

●�向淋・小谷・松本・
大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・
　池下（9:20）

●鵜口・千津・大無田・
　大久保（9:00）
●松谷・那良・那良口
　（9:15）

ふれあい
サロン

◆ミドリ会
　（渡多目的）
◆毎床寿クラブ
　（せせらぎ）

◆渡ニコニコ会
　（渡多目的）
◆川内老人クラブ
　（神瀬多目的）

◆鏡山長寿会
　（立野分館）
◆�神瀬上区寿会・下区
老人会（神瀬多目的）

◆内布福寿会
　（内布分館）
◆清水川老人会
　（高沢集会所）


