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お知らせ版
気をつけよう！夏場に注意が必要な感染症

腸管出血性大腸菌感染症
《原　　因》Ｏ１５７、Ｏ２６、Ｏ１１１などの大腸菌が原因となります。
《感染経路》腸管出血性大腸菌に汚染された食品、食器、手指等を介して口から感染します。
《症　　状》�３～５日間の潜伏期を経て、下痢、腹痛、血便、発熱などが見られ、まれに脳

症等の重症な合併症を起こすこともあります。
《予 防 策》調理や食事の前は、必ず手を洗いましょう。
　　　　　　�食品を十分に加熱（７５℃で１分以上）し、加熱前後の食品に使用する調理器

具は共用しないようにしましょう。

ビブリオ・バルニフィカス感染症
《原　　因》海水中に生息するビブリオ・バルニフィカスという細菌が原因となります。
《感染経路》この細菌が付着した魚介類の生食と切り傷等からの侵入から感染します。
《症　　状》�数時間から数日間の潜伏期を経て、発熱、皮膚（特に下肢）の激しい痛み、腫

れ等が見られ、肝臓疾患のある方や免疫力が低下している方は、敗血症等の重
篤な症状を起こすこともあります。

《予 防 策》�肝臓疾患のある方や免疫力が低下している方は、魚介類の生食を控え、創傷が
あるときには海水との接触を避けましょう。

　　　　　　�この細菌は、鉄分により増殖する性質があり、貧血の治療等で鉄剤を服用して
いる方も同様に注意が必要です。

（お問合せ先）球磨村役場　健康衛生課　☎３２－１１３９
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国 民 健 康 保 険
後期高齢者医療 の被保険者証更新のお知らせ
被保険者証の有効期限は平成２４年７月３１日までとなっております。
新しい被保険者証は７月末までに「簡易書留」により各世帯へ郵送いたします。
８月１日からは新しい被保険者証をお使いください。

※�有効期限が過ぎた被保険者証につきましては、各地区の区長様に回収をお願いしておりますので、
区長様にお渡しいただくか、球磨村役場健康衛生課の窓口へ直接お返しください。

限度額適用・標準負担額減額認定の申請について
　国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入されている場合、申請をされますと、入院時に窓口で
支払っていただく金額が一定額（自己負担限度額）までの支払いとなります。
　入院中、または入院予定の方は「球磨村役場　健康衛生課　保険医療係」にご相談ください。
　また、現在認定を受けておられる方は、更新の必要がありますので、申請してください。

　○申請に必要なもの（印鑑、被保険者証）
　※有効期限の過ぎた認定証は、８月１日以降使用できませんので、保険証と同時にご返却ください。

（お問合せ先）球磨村役場　健康衛生課　保険医療係　☎３２－１１３９

住民健診のお知らせ
　平成２４年度の住民健診を下記の日程で実施します。申込をまだされていない方、健診項目を追加され
たい方は、今からでも申込できますので、健康衛生課までお問い合わせください。

　　　☆健診日程☆
　　　　８月１９日（日）渡多目的集会施設　　　　　　８月２３日（木）神瀬多目的集会施設
　　　　８月２０日（月）渡多目的集会施設　　　　　　８月２４日（金）清流館（役場横）
　　　　８月２１日（火）渡多目的集会施設　　　　　　８月２５日（土）清流館（役場横）
　　　　８月２２日（水）大無田林業センター　　　　　８月２６日（日）清流館（役場横）

（お問合せ先）球磨村役場　健康衛生課　☎３２－１１３９

現在の被保険者証 新しい被保険者証
有効期限　平成２４年７月３１日
・国民健康保険被保険者証

・国民健康保険退職被保険者証

・後期高齢者医療被保険者証

有効期限　平成２５年７月３１日
・国民健康保険被保険者証

・国民健康保険退職被保険者証

・後期高齢者医療被保険者証



3広報くまむら「お知らせ版」　平成２４年 7月号

熱中症 を予防して元気な夏を
！

熱中症とは？
　熱中症とは、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分等のバランスが崩れ、
体温の調節機能が働かないため体内に熱がたまり、体温上昇や倦怠感、筋肉
痛やめまい・吐き気などの症状が現れ、ひどい時にはけいれんや意識障害な
どが起こります。

熱中症の予防には「水分補給」と「暑さを避けること」が大切です！

★のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給。多量の汗をかくときは塩分も忘れずに。
★室温が２８℃を超えないように、エアコンや扇風機の活用。すだれ・打ち水も効果的！
★外出は体を締めつけない涼しい服装で、帽子や日傘の着用。保冷剤・冷たいタオルで体を冷却。
★日中の活動はできるだけ控え、活動する際は日陰を利用したこまめな休憩を！
★日頃から、栄養バランスの良い食事と体力づくり、十分な睡眠をとることが大事！

急に暑くなった日は
特に注意！

室内でも (・・)熱中
症になるので注意！

（お問合せ先）球磨村役場　健康衛生課　生活環境係　☎３２－１１３９

犬の飼い主の皆さまへ
飼い犬の届け出は忘れずにしてください。
①犬を飼い始めたとき。　②飼い犬が死んだとき。　③飼い主、犬の所在地等が変更になったとき。

これらの場合は、必ず役場へ届け出をしてください。
最近、飼い犬による苦情が数多く寄せられています。
（主な苦情内容として、次のような事例があります。）
１．飼い犬の放し飼いで、近くを通った時に跳びかかってきた。
２．�公共施設（道路敷、河川敷等）や農地などの他人の土地にした糞の
　　後始末がないため不愉快な思いや迷惑を感じている。
３．農作物等を荒らされるなど、被害を受けている。
㊟特に、放し飼いについては、咬傷事故につながるため大変危険です。
　また、犬が好きな人ばかりではないので、近づいてくるだけで怖い思いをする人も沢山おられます。ルー
ルとマナーを守り、快適な生活環境を作りましょう。

定期的に水道管の漏水チェックをしてください
　水道管の漏水が原因で普段より高い水道料金の請求がきたことはありませんか？水道管の漏水は簡単
にチェックできる方法がありますので、定期的にチェックをしてください。

　　　　　　　☆簡単にできる漏水チェック☆

①宅地内の全ての蛇口を閉める。
②水道メーターのパイロット ( 写真中の囲み部分 ) をチェックする。
③パイロットが回転していれば、メーターから蛇口までのどこかで漏水しています。
（回転をしていなければ異常なし。）
※メーターから先（宅地内）の漏水に伴う工事費用については、個人負担となります。
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平成２4 年度　球磨村職員採用試験
　平成２４年度球磨村職員採用試験を次のとおり行います。
◆試験職種及び採用予定人員等

区　　分 職　種 採用予定数 勤務先及び職務内容

高等学校卒業程度 一般事務 ３人程度 長部局又は教育委員会等に勤務し、一般事
務に従事する。

◆受験資格（高等学校卒業程度）
　１．昭和６０年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者
　２．次の１つに該当する者は、受験できません。
　　　（１）日本国籍を有しない者
　　　（２）成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）
　　　（３）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく
　　　　　　なるまでの者
　　　（４）球磨村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
　　　（５）日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
　　　　　　で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

◆受験手続
　１．受付期間　平成２４年７月２３日（月）から８月１０日（金）まで
　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く）
　　　　　　　　受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで
　　　　　　　　郵送の場合は、８月１０日までの消印のあるものに限ります。
　２．申 込 先　球磨村役場総務企画課　電話０９６６－３２－１１１１
　　　　　　　　所在地　熊本県球磨郡球磨村大字渡丙１７３０番地（〒８６９－６４０１）
　３．申込手続　持参・郵送又はインターネットで申し込みができます。
　４．申込用紙の請求
　　　（１）直接取りに行く場合
　　　　　　球磨村役場総務企画課に用意しています。
　　　（２）郵送により請求する場合
　　　　　　封筒の表に「球磨村職員採用試験申込書」請求と朱書し、１４０円切手を貼った
　　　　　　宛先明記の返信用封筒を同封のうえ、球磨村総務企画課に請求すること。
　　　（３）インターネットからダウンロードする場合
　　　　　　球磨村のホームページにアクセスして試験案内と申込書をダウンロードすること。
　　　　　　（試験案内の「インターネット操作方法」をよく読んで申し込むこと。）

◆試験の日時及び場所
試　験 日　時 試験地 試験場 合　格　発　表

第一次試験
平成２４年

９月１６日（日）
午前８時３０分

多良木町 熊本県立
多良木高等学校

１０月中旬、合格者のみに通
知するほか、球磨村役場に掲
示する。

第二次試験 平成２４年
１０月下旬予定 球 磨 村 別途第１次合格

者に通知する。

１１月中旬、合格者・不合格
者ともに通知するほか、球磨
村役場に掲示する。

（試験に関するお問合せ先・・球磨村役場　総務企画課　☎０９６６−３２−１１１１）
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臨時職員を募集します
事業主
及び勤務先

球　磨　村　（住民福祉課）

採用人数 １　名

職務内容
【介護認定調査員】
　平成２４年８月１日から、球磨村役場住民福祉課に勤務し、介護認定調査のほ
か、球磨村地域包括支援センターに関する業務等に従事します。

受験資格
・球磨村に居住している方
・福祉関係有資格者（看護師、準看護師、ヘルパー等）
・普通自動車免許一種

応募・申込手続

１）受付の期日及び時間
　　期日：平成２４年７月１０日（火）から　平成２４年７月２０日（金）まで
　　　　　（但し、土曜・日曜・祝日を除く）
　　時間：午前８時３０分から午後５時まで
２）申込手続
　　�球磨村役場総務企画課に備え付けの「申込用紙」に必要事項を記入のうえ、

総務企画課まで直接持参し、提出してください。
　　�「作文」も同時に提出してください。※作文（題名「今、関心があること」

４００字以内）　

選考方法
応募者の中から書類又は面接により選考します。
１）書類選考：提出された申込書及び作文を審査し、可否を本人宛に通知します。
２）選考試験：書類選考により難い時は、面接による人物試験を実施します。

選考試験の
日程等

１）試験期日（面接試験のみ）：書類選考の結果に基づき、別途通知します。
２）試験会場：球磨村コミュニティセンター「清流館」会議室　（球磨村役場横）
３）合格発表：試験結果については、郵送により通知します。

給料等
・賃金は、６，０００円～７，０００円／日（看護師、準看護師の有資者優遇）
・その他、社会保険・雇用保険が適用されます。
・勤務時間等は、球磨村職員の勤務条件に準じます。

雇用期間 ・平成２４年８月１日から　平成２５年３月３１日まで

募集内容に関す
るお問合せ先

住民福祉課　☎３２－１１１２
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人吉下球磨消防組合職員採用試験のお知らせ
１．試験の区分
　　（�職　種�） （１）一般職員採用試験 ２．採用予定人員 （１）一般職員　９名程度

３．採用予定日 平成２５年４月１日予定

４．採用後の
　　勤務地

消防本部・中央消防署（人吉市）・東分署（錦町）・西分署（球磨村）・北分署（五木村）
中分署（相良村）

５．受験資格

⑴学　　歴　高等学校卒業（見込）者又はこれと同等以上の学歴
⑵年　　齢　昭和６３年４月２日から平成７年４月１日までに生れた者
　　　　　　（平成２５年４月１日現在で、満１８歳以上２５歳未満の者）
⑶受験資格　�日本国籍を有しない者及び地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当

する者は、この試験を受験できません。
⑷住 所 等　�採用後、人吉下球磨消防組合管内（人吉市、錦町、相良村、五木村、山江村

及び球磨村）に居住できる者

身�

体�

基�

準

（身長）男性160cm以上、女性155cm以上　　（胸囲）身長の2分の1以上
（体重）男性50kg以上、女性45kg以上　　　�（聴力）左右正常であること。
（視力）両眼とも1.0以上（矯正視力を含む）で弁色力完全であること。
※その他、消防吏員として職務遂行上支障がない者
※身長・胸囲・体重はおおむねの基準であり、この基準未満でも受験できます。

６．受験手続

⑴申込方法　消防本部総務課に備付の「採用試験申込・受験票」に必要事項を記入。
　　　　　　（その他、写真、送付方法等は採用試験要綱をご覧下さい）
⑵申 込 先　〒８６８－００８３　熊本県人吉市下林町１番地
　　　　　　人吉下球磨消防組合　消防本部総務課　宛
⑶受付期間　平成２４年７月２３日（月）から平成２４年８月１０日（金）まで
　　　　　　（送付方法や持参方法については、採用試験要綱をご覧下さい）
⑷受験票の交付　�受付期間終了後に郵送します。平成２４年８月２４日（金）までに届か

ない場合は、消防本部総務課までお問合せください。

７．採用試験の
　　日程

第１次試験（筆記試験と体力検査は会場が異なります）
ア　日　時　　平成２４年９月１６日（日）　午前８時３０分から
イ　会場及び科目（一般職員及び救急救命士共通）

　　※筆記試験会場で昼食をとった後、身体・体力検査会場へ移動します。

※その他、試験の内容等詳しいことについては、採用試験要綱をご確認下さい。

（お問合せ先）人吉下球磨消防組合本部　総務課　 ☎（代表）０９６６－２２－５２４１
（☎直通）０９６６－２２－５４６９（メッセージ後）２２１又は２２２

会　　場 時　　間 科　　目

球磨郡多良木町
多良木１２１２
「熊本県立
　多良木高等学校」

午前８時３０分から
午後１時３０分まで

筆記試験
・教養問題　択一式４　　　２時間
・作　　文　　　　　　　　１時間
・適性試験　　　　　　　　３０分

人吉市下林町１番地
「人吉下球磨
　消防組合消防本部」

午後３時００分から
午後５時００分頃まで

身体・体力検査
・身体検査　身長・体重・胸囲・視力
・体力検査　�腕立伏せ・起上り・反復横と

び・握力・肺活量・背筋力
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平成２４年度 人吉球磨広域行政組合職員採用試験を実施します
１．試験職種及び採用予定人員等

区　分 職　種 採用予定数 勤務先及び職務内容
高等学校卒業程度【９月期】 一般事務 １人程度 総務課に勤務し、一般事務に従事する。

２．受験資格
　◆高等学校卒程度（一般事務）次のいずれかに該当するもの
　　昭和５１年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者
　◆次の一つに該当する者は、受験できません。
　　ア　日本国籍を有しないもの
　　イ　成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）
　　ウ　禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　エ　人吉球磨広域行政組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
　　オ　�日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

３．受験手続
　◆受付期間
　　平成２４年７月２３日（月）から８月１０日（金）まで（土曜日、日曜日を除く）。
　　受付期間は、午前８時３０分から午後５時まで。
　　郵送の場合は、８月１０日（金）までの消印のあるものに限り受け付けます。
　◆申込先
　　人吉球磨広域行政組合総務課　☎０９６６－２３－３０８０
　　所在地　熊本県人吉市下城本町１５７８番地１　人吉カルチャーパレス２Ｆ（〒８６８－００１５）
　◆申込手続
　　【持参・郵送で申込む場合】
　　人吉球磨広域行政組合発行の申込用紙に必要事項を記入して、前期申込先に郵送又は持参してください。
　�　�郵送する場合は、受験票の返信用として８０円切手を貼った封筒（宛先、郵便番号を明記）を同封し、表に「人
吉球磨広域行政組合職員採用試験申込」と朱書した封筒に入れて必ず簡易書留郵便にして、送付してください。

　◆申込用紙の請求
　　【インターネットからダウンロードする場合】
　　人吉球磨広域行政組合のホームページにアクセスして試験案内と申込書をダウンロードしてください。
　　【直接取りに行く場合】
　　申込用紙は、人吉球磨広域行政組合総務課に用意してあります。
　　【郵送より請求する場合】
　　�郵送より請求する場合は、封筒の表に「人吉球磨広域行政組合職員採用試験申込請求」と朱書し、１４０
円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封のうえ、人吉球磨広域行政組合総務課へ請求してください。

４．試験の日時及び場所

５．試験内容（第一次試験）

試験 日時 試験地 試験場 合格発表
第一次
試験

平成２４年９月１６日（日）
午前８時３０分

球磨郡
多良木町

熊本県立多良木
高等学校

１０月下旬合格者のみに通知するほか人吉
球磨広域行政組合掲示板にて掲示します。

第二次
試験

平成２４年１１月下旬の
予定 人吉市 別途、第一次合格

者に通知します。

１２月下旬合格者、不合格者ともに通知す
るほか、人吉球磨広域行政組合掲示板にて
掲示します。

程度 区　　分 作文試験

高等学校卒程度 教養試験、適性検査（事務） 受験者全員について、文章による表現
能力についての筆記試験

※その他、試験内容の詳細については試験要項で確認ください。
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国民年金支給は、
何歳からいくら支給されますか？

国民年金
の

よくある
質問

　老齢基礎年金は、２５年の受給資格期間を満たした人に対して、原則として６５歳から支給されます。
　支給される額は、６５歳で４０年間（４８０月）保険料を納付した場合、月額６５，５４１円です。（年金額は、
平成２４年度額であって、今後変動があります。）
　保険料を納付した期間（月数）が短ければ、その分年金額は少なくなります。
　また、保険料の免除を受けた場合には、その免除の種類及び免除期間により減額（月あたり 1/2 ～ 7/8 月）
されます。

【繰上げ支給・繰下げ支給】
　繰上げ支給とは、６０歳から６４歳まで年齢を繰り上げて受け取る方法です。
　但し、繰上げ支給を受ける場合は、繰り上げる月数により、表のとおり年金支給額が減額になります。減
額された年金減額率は、そのまま一生涯変わりません。
　繰り下げ支給とは、６６歳から７０歳まで年齢を繰り下げて受け取る方法です。繰り下げ支給の場合は、
繰り下げる月数により年金支給額は、表のとおり加算されます。

支給金額については、４０年間保険料を納めた場合の概算ですので変動があります。
（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

繰下げ支給 繰上げ支給
支給開始年齢 加算率 支給金額（月額） 支給開始年齢 減額率 支給金額（月額）
６６歳 ８．４％ ７１，０５０円 ６０歳 ３０％ ４５，８８３円
６７歳 １６．８％ ７６，５５０円 ６１歳 ２４％ ４９，８０８円
６８歳 ２５．２％ ８２，０５８円 ６２歳 １８％ ５３，７４１円
６９歳 ３３．６％ ８７，５６６円 ６３歳 １２％ ５７，６７５円
７０歳 ４２．０％ ９３，０６６円 ６４歳 ６％ ６１，６０８円

６５歳 －　 ６５,５４１円

２０１２年７月入管法が変わり、
新たな在留管理制度がスタートします！

　新たな在留管理制度は、法務大臣が外国人の方の在留管理に必要な情報を継続的に把握する為に導入さ
れる制度です。それにより適法に在留する外国人の方の利便性も更に向上するものです。具体的には、次
のとおりです。
　　　　①在留カードが交付されます　　　　　　　②在留期間が最長５年になります
　　　　③みなし再入国許可制度が導入されます　　④外国人登録制度が廃止されます

【質　問】　現在持っている外国人登録証明書は、すぐに在留カードに換える必要がありますか。
【答　え】　�新たな在留管理制度導入後、すぐに在留カードに換える必要はありません（希望する場合には換

えることができます。）。改正法の施行期日から一定期間は、中長期在留者の方が現在お持ちの外
国人登録証明書を在留カードとみなすこととなります。永住者以外の方の具体的な切替えについて
は、基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードを交付することとなります。

　　　　　�永住者の方については、新たな在留管理制度導入後、原則として３年以内に在留カードの交付
を申請していただく必要があります。

　　　　（お問合せ先）外国人在留総合インフォメーションセンター　☎０５７０－０１３９０４
　　　　　　　　　　　球磨村役場　住民福祉課　☎３２－１１１２
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年金相談会開設（８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。

７月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5
多良木町 人吉市

6 7 8 9 10 11 12
人吉市 錦町 人吉市
13 14 15 16 17 18 19
人吉市 多良木町 人吉市
20 21 22 23 24 25 26
人吉市 錦町 人吉市
27 28 29 30 31
人吉市 多良木町 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

「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：７月１９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
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平成２４年度 自衛官等募集の案内
募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

防衛大学校（推薦） 高卒（見込含む）２１歳未満の方
［推薦等必要］

９月３日（月）
～９月５日（水）

９月２９日（土）
９月３０日（日）

防衛大学校（総合選抜）高卒（見込含む）２１歳未満の方 ９月３日（月）
～９月５日（水）（１次）　９月２９日（土）

防衛大学校（一般・前期）高卒（見込含む）２１歳未満の方 ９月３日（月）
～１０月１日（月）

（１次）１１月�１０日（土）
１１日（日）

防衛大学校（一般・後期）高卒（見込含む）２１歳未満の方 ９月３日（月）
～１０月１日（月）

（１次）
平成２５年３月２日（土）

看護学生 高卒（見込含む）２４歳未満の方 ９月３日（月）
～１０月１日（月）（１次）１０月２０日（土）

航空学生 高卒（見込含む）２１歳未満の方 ８月１日（水）
～９月７日（金）（１次）　９月２２日（土）

一般曹候補生 １８歳から２７歳未満の方（中卒可）８月１日（水）～９月７日（金）（１次）　９月１７日（月）

自衛官候補生（男子） １８歳から２７歳未満の方（中卒可）年間を通じて受付（常時受付） ９月１７日（月）

自衛官候補生（女子） １８歳から２７歳未満の方（中卒可）８月１日（水）～９月７日（金）
９月２５日（火）
９月２６日（水）

（お問合せ先）自衛隊熊本地方協力本部　人吉地域事務所　☎２２－４７０４

心配ごと・無料法律相談会を開催します
　相続・土地家屋・金銭問題など日常生活に関わる心配ごとについて、弁護士・司法書士にご相談ください。
相談料は無料で、秘密はかたく守られます。なお、臨床心理士による「こころの健康相談」もあります。

（お問合せ先）球磨村役場　総務企画課　☎３２－１１１１

日　時  ：  ７月２５日（水）　午後１時～午後４時
場　所  ：  球磨村コミュニティセンター清流館
その他  ：  予約は不要ですが、予約があれば優先されます

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。お気軽にご相談ください。

●日　時：平成２４年７月２６日（木）　　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�� 熊本県行政評価事務所　担当者
（お問合せ先）球磨村役場　総務企画課　☎３２－１１１１
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自分の記録にチャレンジ！

第２回球磨村ナイター陸上記録会開催について
１．趣　旨　陸上競技（トラック競技）における、競技力の向上と競技人口の
　　　　　　拡大並びに競技者相互の親睦を図るため実施する。

２．主　催　球磨村陸上競技協会

３．後　援　球磨村・球磨村教育委員会・球磨村体育協会

４．期　日　平成２４年８月４日（土曜日）　午後５時～�※小雨決行。

５．会　場　球磨村総合運動公園グラウンド

６．時　間　午後５：００　開会式（競技開始　５：２０予定）　午後８：３０終了予定
※大会実施の有無については、当日１２時（正午）に決定する。

７．種　目　一人２種目まで参加可能
NO 種　目 区　分 予定時間（午後）
１ 　１５００ｍ 小学生（男女） 　５：２０
２ 　１５００ｍ 中学・高校・一般（女子） 　５：４０
３ 　１５００ｍ 中学・高校・一般（男子） 　６：００
４ １００ｍ 小学生（男女） 　６：１０
５ １００ｍ 中学生（男女） 　
６ １００ｍ 高校生・一般（男女） 　
７ ８００ｍ 小学生（男女） 　６：３０
８ 　　８００ｍ 中学生（女子） 　６：４０
９ 　　８００ｍ 高校生・一般（女子） 　６：５０

１０ ２００ｍ 小学生（男女） 　７：００
１１ ２００ｍ 中学生（男女） 　
１２ ２００ｍ 高校生・一般（男女）
１３ 　３０００ｍ フリー 　７：３０
（注）参加人数によっては、組・スタート時間を変更する場合があります。

８．参加資格　　�村内に住所を有する者で、小学生（３年生・４年生・５年生・６年生）・中学生、
　　　　　　　　高校生、一般の男女とする。

９．参 加 料　　一人　３００円（当日受付時にお支払ください。１日傷害保険と記録証を含む）

10．表　　彰　　参加者全員に記録証を贈る

11．参加申込み　　�参加申込書に記入のうえ、平成２４年７月２０日（金）までに下記へ申し込むこと。
　　　　　　　　　［〆切厳守］※児童生徒は保護者の同意の上、参加すること。

12．そ の 他　①主催者は、競技中の事故及び傷害等についての責任は一切負わない。
　　　　　　　②参加者はスポーツ安全保険等の傷害保険に必ず加入すること。
　　　　　　　③児童生徒の送迎は、保護者で責任をもって行うこと。

〒８６９－６４０１　　　　（※申込書希望の場合はご連絡ください）
球磨郡球磨村大字渡丙１７３０（球磨村役場内）
球磨村陸上競技協会事務局　（ＦＡＸ）３２－１１００
【お問合せ先】事務局　蔵谷（職場　３２－１１１５）
　　　　　　　　　　　　　（携帯　０９０－４９８８－９８４９）まで
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「学校応援団」の募集について

１ はじめに
　球磨村教育委員会では、本年度から『～子どもたちの「生きる力」を育む教育の実践～』『～生涯
学習を通した「学び」の強化と「地域づくり」の推進～』をスローガンに学校の活性化と家庭や地域
の教育力の向上を図る事業に取り組みます。
　その一つが、学校･家庭･地域社会が一体となって子どもの育成に取り組む「学校応援団」の体制づ
くりです。この取組は、保護者や地域の方々にボランティアとして、学校の教育活動への支援をいた
だくことになります。
　しかし、恩恵を受けるのは学校ばかりではないと思います。参加していただくボランティアの方々
の立場にたって見ると、「これまで培ってこられた知恵や経験を伝え広げる場」であったり、「学ば
れた成果の発表の場」「子どもとふれあうことで、喜び・元気づくりの時間」になると考えていただ
ければ幸いです。
　そのような意味においても、この取組は、参加する全ての方々に、「行ってよかった！やってよ
かった！頼ってよかった！」という充実感・達成感を味わっていただき、
連携・協力を深めることで、更なる地域ネットワークが作られ、
「地域全体の教育力の向上」を図り、「故郷を大切にする心
・母校を大切にする心」を育くむことを目指しています。

２ 「学校応援団」とは
　「学校応援団」とは、学校における学習活動、安心・安全確保、環境整備などについてボランティ
アとして協力・支援を行う保護者・地域住民による活動組織や取組そのものを指し示す言葉です。
　教育委員会では、ねらいを「人間づくり・学力づくり・社会性づくり・心と体づくり」とし、「子
どもが元気！・学校が元気！・家庭が元気！・地域が元気！」をサブテーマとして取り組みます。

◆学校応援団の主な活動は次のとおりです。

（１）学習活動への支援

　「ゲストティーチャー」として、学校の授業の支援をしたり、「学習支援員」として、担任の先生
とともに子どもたちの学習活動を支援したりしていただきます。
　また、朝自習や放課後、夏休み等の長期休業中の補充学習に取り組むことも可能です。
（例）○ 担任の先生を補助して、ドリル学習や小テストの答え合わせを助ける。
　　　○ 朝読書の時間などに、読み聞かせや紙芝居を行う。
　　　○ 低学年の読み・書き・計算練習を手助けする。
　　　○ 家庭科の時間に、ミシンや包丁等の使い方を教える。
　　　○ 各種体験活動で、伝統芸能、伝承遊びや田植え、稲刈りなどを教える。
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《参加される全ての方々に》
◎ 子どもの笑顔を見ることができます！ →癒されます！
◎ 子どもから感謝されます！ → 充実感・達成感！
◎ 子どもから元気をもらいます！ → さらなる「やる気」アップ！
◎ 学校の現状を理解することができ、学校を核とする

「教育コミュニティ」が活性化します！

（２）安心 ･安全確保への支援
　小中学校区内の地区ごとに、学校安全ボランティア等の協力を得て、防犯パ
トロール（見守り）隊を組織するなどして、子どもたちの登下校時の安全を確
保していただきます。
　また、校外での学習の際は、担任の先生とともに、子どもたちを引率し、交
通事故等の防止に努めていただくことも可能です。

（３）学校の環境整備への支援
　学校の環境整備の推進を支援していただきます。
例えば、植え込みの剪定や除草作業などを行い、学校の環境整備に取り組んで
いただきます。
　学校図書館の蔵書の整理や設営をしていただくことも可能です。

（４）その他の支援

　学校現場には、様々な事務があります。パソコン等が得意な方には、事務補助に取り組んでいただ
きます。
　「学校応援団」に関する事務や通信の発行も可能です。

３ 「学校応援団」のメリット

申込期限　　平成２４年７月３１日（火）
留意事項　　①  渡小学校、一勝地小学校、球磨中学校での活動になります。
　　　　　　②  ご都合のつく曜日、時間を中心に活動をお願いする予定です。
　　　　　　③  複数名での活動を考えておりますので、多数のご協力をお願いします。
　　　　　　④  詳細については、「学校応援団」推進までお問い合わせください。

　　【担当】：球磨村教育委員会　髙永、舟戸　【電話】３２－１１１７（直通）

＜学校＞
○子どもに接する時間が増えます！
○子どもの学習意欲が高まります！

＜保護者＞
○ボランティア＝学びの場です！
○子どもへの接し方がわかります！

＜地域の方々＞
○学んだことを生かせます！ 
○生きがいづくりができます！

＜企業・団体等＞
○社会貢献活動として最適です！
○情報発信ができます！
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　学校が支援を求めている内容について紹介します。支援内容
をお考えいただく際の参考にしていただき、工夫とアイデアあ
ふれる支援をお願いします。

番号 教科などでは‥‥‥

1 国語
読み聞かせ、読書、朗読（劇）、手話との出会い（点字・手話）、民話や方言に
ついて、百人一首、短歌、俳句、硬筆、毛筆、詩、エッセイ 等

2 算数（数学）
数や図形のふしぎ、数式、かけ算九九、わり算、そろばん、ゲームなどをとお
して数学の楽しさを学ぶ

3
生活
（小学校１・２年）

季節の草花や虫の話、生き物の飼育活動、地域の伝承遊び、むかしの遊び、農
園作業（野菜などの栽培指導）、地域の祭り、町探検の引率補助 等

4
理科
（小学校３～６年）

樹木・野鳥・昆虫等の観察、生き物の飼育、植物の発芽と生長、野菜などの栽
培活動、季節の星座、天体観測、天気の変化（気象・天気図等）、光や磁石の性質、
振り子の運動、電磁石の働き、電流の働き、電気の利用、太陽の動き、空気と
水の性質、環境問題や自然保護について、人の体のつくりと動き、地層や岩石・
化石、人と自然（自然保護活動）、てこの原理、生物と環境 等

5
社会
（小学校３～６年）

絵地図づくり（校区引率補助など）、むかしの道具や生活について、文化財や
年中行事、ゴミの分別やリサイクル、森林資源の働き、自然災害の防止、地域
の伝統工業、農業や食糧事情について、水産業・工業について、情報産業、外
国文化や生活習慣の話、海外生活体験談や移住・留学生の話、青年海外協力隊
などの活動体験談、戦争体験や疎開体験談 等

6 音楽
鍵盤ハーモニカやリコーダーの指導、木管楽器や打楽器、
金管楽器や弦楽器、和太鼓やお囃子の演奏、合唱、民謡や
長唄、邦楽（琴・三味線尺八など） 等

7 図工（美術）
小刀・彫刻刀の使い方、版画、電動糸鋸の操作や釘の打ち方、両刃鋸の使い方、
水彩画や油絵、コンピュータグラフィック 等

8 体育
器械体操、陸上競技、水泳、球技、柔道、剣道、フォークダンスなどの表現運
動 等

9 保健
ケガの防止や応急手当、第二次性徴（初経・精通）について、病気の予防（生
活習慣病）、アルコールの害、喫煙の話、薬物乱用防止 等

10 家庭 運針、ミシン操作、調理実習補助、栄養について 等

11 技術家庭 子育て体験談、電気回路、コンピュータ操作・プログラム作成 等

12 英語、外国語活動 外国の文化について、英会話 等

13
総合的な学習の
時間

車いすやアイマスク体験、パソコン、デジカメ、点字や手話、リサイクルにつ
いて、ゴミと環境、ボランティア体験、職場体験活動、外国の文化・海外生活
体験談、しめ縄づくり、地域の歴史や文化、地域の伝承・行事・食べ物 等

14 道徳 仕事や人生における体験談 等

学校が求める支援内容
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学校行事では‥‥‥

15 各種体験活動等
行事の写真撮影、ビデオ撮影、賞状等への児童・生徒の氏名書き、作物栽培（学
校田・畑での米作りやさつまいも作りなど）、講話、楽器演奏、各種スポーツ・
レクリエーション、修学旅行プランニングアドバイス 等

部活動などでは‥‥‥

16
各種種目・プログ
ラム等

野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトボール、テニス、
卓球、陸上競技、水泳、合唱、合奏、吹奏楽、華道、茶道、書道、将棋、囲碁、
パソコン、手芸、そば打ち、陶芸、ギター、琴、和太鼓、エアロビクス、ゲー
トボール、グランドゴルフ、そろばん、押し花、和凧作り、竹馬乗り、竹と
んぼ作り、お手玉作り、まんじゅう作り、パッチワーク、フラワーアレンジ
メント、一輪車、等

その他の具体的活動支援例‥‥‥

17

身近な川の清掃活動、森の中での間伐体験、川や海の水質調査、生物調査やビオトープ、省エネや
リサイクル、酸性雨や地球温暖化、人生経験談や職業観について、趣味や特技を活かした生き方の
ミニ講座、交通安全指導、校外学習での引率補助、校舎の修理、窓ガラスの清掃、遊具のペンキ塗り、
草刈り、樹木の剪定、図書室の蔵書整理、理科室の備品整理、学校のホームページ作成・管理 等
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いま、子どもたちのために

特別支援教育とは…
　特別支援教育とは、これまでの特殊教育の対象の障がいだけでなく、知的な遅れのない発達障
がいも含めて、教育上特別の支援を必要とする子どもたちに対して、その一人ひとりの教育的ニー
ズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、適切な指
導及び必要な支援を行うものです。
　村では、下記のとおり特別支援教育講演会を開催いたします。

記

　　　　　日　時　　７月３１日（火）　　午後７時～午後８時５０分

　　　　　場　所　　球磨村コミュニティセンター清流館（役場となり）

　　　　　講　師　　スクールソーシャルワーカー　川上　恵　氏

（お問合せ先）球磨村教育委員会　☎３２－１１１７

九州芸術祭文学賞
平成２４年度作品（小説）を募集します

【応募資格】　　県内在住者に限る。
【応募作品】　　小説。未発表作品一編に限る。同人誌を含め既発表作品は不可。
【応募条件】　　�４００字詰め原稿用紙５５枚から６０枚まで（パソコンの場合も縦書き、A4判（横）

１枚２０字詰め２０行のこと。原稿には頁数を入れる。読みやすい大きさの文字、行
間を選ぶこと。）。

　　　　　　　①�原稿には住所、氏名（フリガナを付け、ペンネームも）、生年月日（年齢）、職業、連絡先、
電話番号を必ず明記、簡単な略歴を付けること。

　　　　　　　②原稿には４００字詰め原稿用紙１、２枚程度のあらすじを必ず付けること。
　　　　　　　　作品はできるだけ当用漢字、新かなづかいによること。
　　　　　　　③文字は鉛筆では書かないこと。
　　　　　　　④原稿は返却しません。
　　　　　　　以上の条件が満たされていない原稿は初めから審査の対象になりません。
【原稿締切】　　８月３１日（必着）
【原稿送付先】　〒８６２－８５７０
　　　　　　　熊本市中央区水前寺６－１８－１
　　　　　　　熊本県企画振興部地域・文化振興局文化企画課　九州芸術祭文学賞作品係
　　　　　　　☎０９６－３３３－２１５４

特別支援教育講演
会

〜予防的な視点で発達障がいを理解する〜
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No 本の題名 著　者 出版社

1 きのう何食べた？１巻 よしながふみ 講談社
2 きのう何食べた？２巻 よしながふみ 講談社
3 きのう何食べた？３巻 よしながふみ 講談社
4 きのう何食べた？４巻 よしながふみ 講談社
5 きのう何食べた？５巻 よしながふみ 講談社
6 心を整える。 長谷部　誠 幻冬舎
7 麒麟の翼 東野　圭吾 講談社
8 人生がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵 サンマーク出版
9 偉大なる、しゅららぼん 万城目　学 集英社
10 確率捜査官御子柴岳人密室ゲーム 神永　学 角川書店
11 日本を追い込む５つの罠 カレル・ヴァン・ウォルフレン 角川書店
12 頭のいい子を育てるおはなし３６６ 荻野　善之 主婦の友社

13 太一×ケンタロウ　男子ごはんの本 国分　太一
ケンタロウ 角川グループパブリッシング

14 聞く力 阿川佐和子 文藝春秋

15 熊本県謎解き散歩 岩本　　税
水野　公寿 新人物往来社

16 介護されたくないなら粗食はやめなさい 熊谷　修 講談社
17 幸せのタネをまくと、幸せの花が咲く 岡本　一志 １万年堂出版
18 パラダイス・ロスト 柳　広司 角川書店
19 赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド 清水　悦子 かんき出版

今月のサービス期間　7月10日～8月5日
くまむらレンタルブックサービス

●一回の借用はお一人2冊まで一週間ご利用できます。
●�サービス期間内（7月10日～8月5日）なら何回でもご利用できますが、
必ず現在借用の本を返却してから、次の借用をお願いいたします。

サービスの流れ
①�広報おしらせ版で読みたい本
を探す。

②�読みたい本を球磨村教育委員
会32-1117へ電話予約する。

※予約は先着順となります。
※�１人１回につき２冊までレン
タル可能。

①予約を受付ます。
②�希望の本を用意し、お届けし
ます。

①お手元に本が届きます。
②�借用は1回につき１週間まで
です。

③�同封の注意事項を良く読み、
期限内に球磨村教育委員会へ
返却ください。

　�事前にご連絡いただければ、
回収に参ります。

お問合せ及び予約先
【球磨村教育委員会】

Ｔ Ｅ Ｌ：３２－１１１７
受 付 日：月曜日～金曜日
受付時間：８：３０～１７：００

教
　
育

委
員
会

住
民
の

皆
さ
ん

今
月
の

リ
ス
ト

教育委員会へ電話予約

本をお届けします

住
民
の

皆
さ
ん

コイヘルペスウィルス病の拡大防止について
　現在、県下の河川において、コイヘルペスウィルス病のコイへの感染が確認され、その感染水域は
次第に拡大傾向にあります。
　コイヘルペスウィルス病は、コイ特有の病気であり、死亡率が大変高く、感染力も強い病気です。
　発病するとコイには目立った外部症状は見られませんが、行動が緩慢となったり、餌を食べなくな
るといった症状が現れます。
　コイヘルペスウィルス病は、感染したコイとの接触や水を通じて他のコイに感染しますが、コイ以
外の魚や人への感染はなく、感染したコイを食べても人体に影響はありません。
　コイヘルペスウィルス病の拡大を防止するため、次のとおり熊本県内水面漁場管理委員会指示によ
り、県内の河川や湖沼等で採捕したコイを他の河川や湖沼等に放流することを禁止（指示）しました
ので、採捕されたコイの取扱いには十分御注意ください。

（お問合せ先）熊本県内水面漁場管理委員会事務局　☎０９６－３３３－２４５６
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やまびこ号運行表　＆　ふれあいサロン日程8月
月 火 水 木 金

1 2 3

やまびこ号

●�境目・立野・
　糸原・水篠（9:00）

●松舟・田代（9:00）
●友尻・宮園・
　体育館前・柳詰
　（9:30）

●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）

ふれあい
サロン

◆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）

6 7 8 9 10

やまびこ号

●岡・浦野・板崎・
　田頭（9:00）
●馬場・中園
　（9:40）

●遠原・俣口（9:00）
●毎床・茂田（9:15）

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

●大槻・横井（9:00）
●高沢・蔵谷・沢見・
　坂口（9:20）

●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）

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）

13 14 15 16 17

やまびこ号
●�境目・立野・
　糸原・水篠（9:00）

●内布（9:00）
●小川・茶屋・舟戸・
　椎屋（9:10）

ふれあい
サロン

◆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）

20 21 22 23 24

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

●遠原・俣口（9:00）
●毎床・茂田（9:15）

●岡・浦野・板崎・
　田頭（9:00）
●馬場・中園
　（9:40）

●渡駅前・一王子・
　レストラン石水・
　地下（9:00）

●�向淋・小谷・松本・
大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・
　池下（9:20）

ふれあい
サロン

◆毎床寿クラブ
　（せせらぎ）

◆鏡山長寿会
　（立野分館）

◆内布福寿会
　（内布分館）
◆清水川老人会
　（高沢集会所）

27 28 29 30 31

やまびこ号

●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）

●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）

●渡駅前・一王子・
　レストラン石水・
　地下（9:00）

●大槻・横井（9:00）
●高沢・蔵谷・沢見・
　坂口（9:20）

●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

◆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）


