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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（その２）

咽頭結膜炎熱（プール熱）
《原　　因》アデノウイルスというウイルスが原因となります。
《感染経路》患者からの飛まつ感染（唾等のしぶきを介しての感染）、タオルの共用等で感染します。
《症　　状》５～７日間の潜伏期を経て、発熱、咽頭炎、結膜炎等が見られ、３～５日継続します。
《予 防 策》感染者と濃密な接触を避けましょう。
　　　　　　手洗い･うがいをしましょう。
　　　　　　プールの利用の際など、水泳前後はシャワーを浴び、タオルの共用は避けましょう。

その他の感染症
　ヘルパンギーナ（夏かぜの一種）、手足口病などの流行も見られ、予防は「手洗い」と「うがい」
です。

（お問合せ先）球磨村役場　健康衛生課　☎３２－１１３９

日本脳炎
《原　　因》日本脳炎ウイルスというウイルスが原因となります。
《感染経路》日本脳炎ウイルスに感染したコガタアカイエカに刺されることで感染します。
《症　　状》�５～１５日間の潜伏期を経て、多くは、頭痛、発熱を発症。その後、高熱とな

り筋硬直、意識障害、けいれん、昏睡等の症状を示し、２０～５０％が死に至ります。また、
死亡を免れても、その半数近くは重篤な後遺症が残ります。

《予 防 策》�過労を避け十分に栄養を取ることで体力を保持することに努め、なるべく蚊に刺されないよう
に注意しましょう。

　　　　　　�　適切な時期に日本脳炎ワクチンの予防接種を受けましょう。今年度は３歳、４歳のお子様に
加え、小学校２～４年生のお子様へ個別に予防接種の案内をしています。未接種のお子様はな
るべく早く接種されることをお勧めします。また、平成７年６月１日～平成１９年４月１日生
まれで、１期及び２期の接種が終わっていない方（特例対象者）は接種を受けることができま
すので、母子手帳を確認され、役場健康衛生課までお問い合わせください。

《参考：日本脳炎の接種年齢と接種回数》

日本脳炎ワクチン 接種間隔 標準的な
接種年齢 接種対象年齢

１期
初回

１回 ―
３歳 生後６ヶ月～９０ヶ月

（７歳半）未満
２回 １回目から６日～２８日あける

追加 ２回目からおおむね１年以上あける ４歳
２期 ― ９歳 ９歳～１３歳未満
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高齢者インフルエンザ
予防接種のお知らせ

今年度も予防接種法に基づき、６５歳以上の方のインフルエンザ予防接種費用の助成を行います。
＜対 象 者＞　○６５歳以上の方（６０歳以上の障がい者の一部）になります。
＜実施方法＞　○インフルエンザ予防接種協力医療機関での個別接種になります。
＜申込方法＞　○�次回の区長文書（８月２７日発行）にて、「高齢者インフルエンザ個

別予防接種申込書」を回覧しますので、接種を希望される方は必ず申
込をお願いします。

＜申込の流れ＞　８月２７日発行の区長文書配布から予防接種を受けるまでの期間

（お問合せ先）　球磨村役場　健康衛生課　保健予防係　☎３２－１１３９

１．「�高齢者インフルエンザ個別予防接種申込書」（回覧文書）に氏名・生
年月日・電話番号・予防接種希望医療機関を記入する。

２．問診票と説明書が役場より届く。（９月下旬ごろ）

３．�問診票が届いてから、希望する医療機関と日程を決めて、ワクチンを接種する。
　＊�接種できる医療機関は、球磨郡医師会、人吉市医師会及び熊本県広域化受託の中の協
力医療機関になります。

ごみ出しルールを守りましょう
　ごみの出し方について、苦情が寄せられています。下記のことを必ず守って出すようにしてください。
皆さまのご協力をよろしくお願いします。
１．ごみは、必ず指定ごみ袋に入れて出してください。
２．名前を書いて出してください。
３．決められた日に出してください。
４．正しく分別をして出してください。
５．生ごみの水はよく切って出してください。
　　※生ごみ処理容器・処理機の購入補助制度があります。
６．指定袋に入らないものは、人吉球磨クリーンプラザへ直接搬入してください。
７．産業廃棄物や危険物等搬入できないものは、絶対に出さないでください。

違反をしているごみ袋については、回収しませんのでご注意ください。

（お問合せ先）球磨村役場　健康衛生課　生活環境係　☎３２－１１３９
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平成 24 年 7 月 12 日 熊本広域大水害に伴う義援金のお願い

平成２４年７月 福岡県豪雨災害に伴う義援金のお願い

標記の義援金について、日本赤十字社では下記のとおり受付けますのでご協力をお願いします。
記

１義援金名称「Ｈ２４．７．１２熊本広域大水害義援金」
２募集期間　平成２４年７月２０日（金）から平成２４年８月３１日（金）
３受付口座　
　　　　　　（１）郵便振替口座番号　「０１７５０－４－１１２」
　　　　　　　　　加入者名　日赤熊本県県支部　熊本広域大水害義援金
　　　　　　　　　＊受領証の発行を希望の場合は、その旨を通信欄に「受領書希望」と記載してください。
　　　　　　　　　＊郵便局窓口での取扱の場合、振替手数料は免除されます。
　　　　　　（２）銀行名　　肥後銀行　三郎支店
　　　　　　　　　口座番号　普通預金　５５７６４０
　　　　　　　　　加入者名　日本赤十字社熊本県支部　支部長　蒲

かばしま

島郁
いく お

夫
　　　　　　　　　＊同一金融機関の本支店間の振込手数料（ＡＴＭは不可）は無料となります。
　　　　　　　　　＊受領証の発行を希望の場合は、その旨を熊本県支部へご連絡ください。

　　〒８６１－８０３９　熊本県熊本市東区長嶺南２丁目－１－１
　　日本赤十字社熊本県支部　振興課　義援金担当
　　ＴＥＬ０９６－３８４－２１２０　ＦＡＸ０９６－３８３－９４８６
　　・住所、氏名、送金日、金額などを記載してください。

標記の義援金について、日本赤十字社では下記のとおり受付けますのでご協力をお願いします。
記

１義援金名称「平成24年7月福岡県豪雨災害義援金」
２募集期間　平成２４年７月２０日（金）から平成２４年８月３１日（金）
３受付口座　
　　　　　　（１）郵便振替口座番号　「０１７６０－２－１５４」
　　　　　　　　　加入者名　　日赤福岡県支部福岡県豪雨災害義援金
　　　　　　　　　＊受領証の発行を希望の場合は、その旨を通信欄に記載してください。
　　　　　　　　　＊郵便局窓口での取扱の場合、振替手数料は免除されます。
　　　　　　（２）銀行受付口座
　　　　　　　　　①金融機関名　福岡銀行　本店
　　　　　　　　　　口座番号　　普通口座　６２４７７６５
　　　　　　　　　　加入者名　　日本赤十字社福岡県支部　支部長　小

おがわ

川　 洋
ひろし

　　　　　　　　　②金融機関名　西日本シティ銀行　本店
　　　　　　　　　　口座番号　　普通口座　２５５５９６６
　　　　　　　　　　加入者名　　日本赤十字社福岡県支部　支部長　小

おがわ

川　 洋
ひろし

　　　　　　　　　＊同一金融機関の本支店間の振込手数料（ＡＴＭは不可）は無料となります。
　　　　　　　　　＊受領証の発行を希望の場合は、その旨を大分県支部へご連絡ください。

　　〒８１５－８５０３　福岡県福岡市南区大楠３丁目－１－１
　　日本赤十字社福岡県支部　義援金係あて
　　ＴＥＬ０９２－５２３－１１７１　ＦＡＸ０９２－５２１－２５５２
　　・住所、氏名、送金日、金額などを記載してください。
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～国民年金保険料の納め忘れがある皆さまへ～
平成24年10月から３年間に限り納付可能期間を

10年間に延長します

国民年金からのお知らせ

　現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去２年分までです。
　しかし、平成２４年１０月１日から平成２７年９月３０日までの３年間に限り、過去１０年分まで
遡って納められるようになります。
　但し、老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。
　また、３年度以上遡って保険料を納付する際は、加算額がかかります。
　毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。
納期限までに納めない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがありますので、滞納
のないよう納めましょう。

　　詳しい内容については、国民年金保険料専用ダイヤル　☎０５７０－０１１－０５０
　　　　　　　　　　　　　八代年金事務所　　　　　　　☎０９６５－３５－６１２３
　　　　　　　　　　　　　球磨村役場　住民福祉課　　　☎３２－１１１２

年金相談会開設（９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。お気軽にご相談ください

９月
月 火 水 木 金 土 日

1 2

3 4 5 6 7 8 9

人吉市 錦町 人吉市

10 11 12 13 14 15 16

人吉市 多良木町 人吉市

17 18 19 20 21 22 23

錦町 人吉市

24 25 26 27 28 29 30

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
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窓口からの

お知らせ
パスポート（旅券）の申請・交付について

　パスポート申請は、平成２２年６月から住民福祉課で申請できるようになりました。申請受付時間は、午
前９時から午後４時までです。申請書の審査に時間を要しますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
　また、申請には、次の書類等が必要です。申請から交付までに２週間程度期間が必要です。お早目
に申請ください。
　　１　申請時に必要な書類
　　　①一般旅券発給申請書（本村窓口にあります。）
　　　②戸籍抄本又は謄本（本村に本籍がある方は、本村窓口で取得できます。）
　　　③パスポート用の写真（縦 45㎜・横 35㎜）
　　　④本人確認のための書類（運転免許証等）
　　　⑤前回発給を受けた旅券（該当者のみ）
　　２　交付時に必要な手数料

一般旅券手数料 収入印紙
（郵便局で販売）

県収入証紙
（役場窓口で販売） 合　計

１０年旅券 １４，０００円 ２，０００円 １６，０００円

５年旅券
１２歳以上 ９，０００円 ２，０００円 １１，０００円
１２歳未満 ４，０００円 ２，０００円 ６，０００円

（お問合せ先）球磨村役場　住民福祉課　☎３２－１１１２

外国人住民の方へのご案内

７月９日から外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました！
　外国人住民にも「住民票」が作成され、住民票の写しの交付による居住関係の公証や各種行政サービス
の基礎として利用されます。

１．外国人住民の方が転出・転居する場合
　別の市区町村に引越しする際には、「転出届」をお住まいの市区町村にて手続きを行うとともに、新しく
お住まいになる市区町村で「転入届」の手続きが必要になります。（国外転出の際も「転出届」が必要です。）
　また、同一市区町村内での引越しの際には、「転居届」が必要になります。

２．総務省コールセンター（多言語電話相談窓口）のご案内
　外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。
①電話番号　０５７０－０６６－６３０（ナビダイヤル）
　　　　　　０３－６３０１－１３３７（ＩＰ電話、ＰＨＳからの通話の場合）
②受付時間　８：３０～１７：３０
③開設期間　平成 24年 4月 2日～平成 25年３月 29日（土日祝日、年末年始を除く）
④対応言語　日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

詳しい内容については、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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特設人権相談所の開設《秘密は守られます》
こんなことでお困りの方は、お気軽にどうぞ

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　　９月１４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。

熊本地方法務局からのお知らせ

「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間
～平成２４年９月１０日～平成２４年９月１６日～

　高齢者や障害者に対する虐待などの事案は、依然として数多く発生しています。これらの高齢者
や障害者をめぐる様々な人権問題の解決を図るために取組を強化し、全国一斉に「高齢者・障害者
の人権あんしん相談」が実施されます。
○実施方法
　・電話相談　　☎０５７０－００３－１１０で相談に応じます。
　・相談内容　　虐待、差別、偏見、高齢者・障害者をめぐる様々な人権問題等
　・相談担当者　人権擁護委員・法務局職員
○実施期間
　平成２４年９月１０日～平成２４年９月１６日　７日間
○受付時間
　・９月１０日（月）～９月１４日（金）午前８時３０分～午後７時
　・９月１５日（土）・９月１６日（日）午前１０時～午後５時
　＊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：８月１６日（木）　１３：３０～１６：３０
＊場所については、役場、ご自宅等ご希望に応じます。

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）など

◆球磨村では、「結婚したい人」をサポートするために、結婚活動支援窓口を設けています。
　主な活動内容は次のとおりです。
　・婚活イベントの開催　　　　　　　　　・結婚のための「自分磨き」へのサポート
　・村内外の婚活イベント等の情報提供　　・結婚に関する相談対応　　　　　　　　　　など

◆�球磨村婚活支援窓口では、「婚活をしている人」「婚活を始めたい人」など「本気で結婚したい人」
を婚活会員として募集しています。人生のパートナーを一緒に探しましょう！

　・ 募集対象者：20歳以上の独身の方（男性は球磨村在住、もしくは結婚後球磨村に居住する方に限ります）
　・応募（会員登録）は無料です。
　・イベント等の参加には個人負担が発生する場合があります。
　・お知らせ頂いた個人情報は厳重に管理し、結婚活動支援以外へは使用しません。
　・ 会員登録を希望される方は、結婚活動支援窓口に備え付けの「登録申込書」に記入・押印のうえ、
提出してください。

会員登録の申込みやご不明な点等がございましたら、下記お問合せ先までお気軽にご連絡ください。

（お問合せ先）球磨村結婚活動支援窓口（総務企画課企画広報係内）　☎３２－１１３８

会員
増加中
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農林産物の“集荷”希望者を募集します
～農林産物集出荷事業（モデル事業）～

　山村地域である本村において、農林産物を生産しても物産館等の販売先まで出荷が困難な方を対象に、
集荷事業（モデル事業）を行います。
　この事業は、家庭で生産される農林産物を少しでも出荷し、年金以外の所得をあげることと、併せて耕
作されない農地の活用を図ることを目的としています。
　今回、生産者の把握をするため、集荷を希望される方は、球磨村役場産業振興課農業係（電話３２－
１１１５）へご連絡ください。なお、出荷先で会費や作物の品種等の条件がありますので、ご了承ください。
　なお、出荷する規格や内容については、募集後に打合せを行う予定です。

　対 象 者　　高齢者で農林産物を出荷できる方で、車等での出荷が困難な方。
　内　　容　　生産者から連絡を受け、日程調整のうえ集荷に伺います。集荷に対する経費は不要です。
　募集期間　　平成２４年８月１０日（金）～平成２４年８月３１日（金）
　条  　件　　

（お問合せ先）球磨村役場　産業振興課　☎３２－１１１５

出　荷　先 会　費　等
物産館かわせみ 物産館かわせみ出荷者協議会への加入

入会費 2,000 円　 年会費 1,000 円　 手数料 20％　
その他必要な経費

農産加工グループあじさい 会費等なし
加工用の農林産物で、加工に向いた品種

（持ち込む場合は、あじさいへ問合せが必要）
その他の直売所 ＪＡや球泉洞その他直売所

　　会費や手数料が必要

事業主の
皆さまへ

平成２５年４月１日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。
この法定雇用率が、平成２５年４月１日から以下のように変わります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員５６人以上
から５０人以上に変わります。

（お問合せ先）熊本労働局　☎０９６－２１１－１７０４　ハローワーク球磨　☎２４－８６０９

事業主区分
法定雇用率

現行 平成２５年４月１日以降
民間企業 １．８％　⇒ ２．０％
国、地方公共団体等 ２．１％　⇒ ２．３％
都道府県等の教育委員会 ２．０％　⇒ ２．２％
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自分の能力や特技・経験を生かしたい人へ
　シルバー人材センターでは、おおむね６０歳以上の健康で、何か自分の能力や特技・経験を生かして
働いてみたいという人の入会をお待ちしています。
　自分の能力や経験を生かしながら、仲間たちと楽しく働き、社会参加・社会還元をしてみませんか。
　働いたお金は、センターから配分金として実績に応じて会員の皆さんにお支払いします。
　２１世紀の高齢社会を、共に生きる新しい仲間を募集しています。
●主な仕事の種類
　�草刈り、草取り、植木の手入れ・剪定、庭・住まいの清掃、庭木・竹林などの伐採、大工作業、農作
業など

●入会の手続きと条件
　①球磨村内に在住している人。
　②年齢がおおむね６０歳以上の健康で働く意欲のある人。
　③年会費１，０００円
　※申込用紙は、シルバー人材センター事務所（一勝地駅舎内）にあります。

（お問合せ先）球磨村シルバー人材センター　☎３２－１１５０

球磨村シルバー人材センターの会員募集

８月お盆期間中の休診日

（お問合せ先）球磨村診療所　☎３２－０３７７　球磨川歯科医院　☎３２－１１０９

８月 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日

球磨村診療所 午前のみ 休診 休診 休診 休診 通常どおり

球磨川歯科医院 午前のみ 休診 休診 午前のみ 休診 午前のみ

夏まつりにおこしください

夏まつり 期　日 時　間 場　　所

さんがうら夏まつり １２日（日） 午後６時から 田舎の体験交流館「さんがうら」グラウンド

水篠地区夏まつり １３日（月） 午後６時から 水篠公民館

高沢地区隠れ念仏の里まつり １４日（火） 午後６時から つつじ公園

川島地区ソーメン流し １４日（火） 日中開催 旧川島分校
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平成２５年度
専修学校熊本県立農業大学校学生募集

　熊本県立農業大学校は、専修学校として将来の農業・農村の担い手を育てるため、先進的
実践教育や全寮制など充実した教育に努めています。卒業時に農業課程専門士の称号が付与
され、１０種類以上の専門資格所得、４年制大学（３年次）への編入も可能です。また、授業
料等も安く、奨学金等の適用も受けることができ、家庭の経済的負担の軽減に努めています。
　なお、高等学校をすでに卒業されている方でも、「一般入学者選抜」だけでなく、市町村
長の推薦（地域推薦）により、「推薦入学者選抜」も受験できます。

１．入学者選抜日程等

区分 願書受付期間 選抜日時 合格発表日 選抜方法 選抜場所

推薦入学者選抜
高等学校推薦及び
地域推薦（市町村）

９月 ４日（火）

～

９月 14 日（金）
10 月４日（木） 10 月 18 日（木）

学力検査（国語
総合　小作文含
む）、面接、提
出書類 熊本県立農業大学校

熊本県合志市栄3805
☎ 096-248-1188

一般入学者選抜
12 月  ５日（水）

～

12 月 19 日（水）
１月 24 日（木） ２月７日（木）

学力検査（国語
総合、数学Ⅰ）、
面接、提出書類

２．募集定員� � � � �
　　◎農学部（修業年限２年）�　� ◎農産園芸学科・野菜学科・畜産学科　８０人� � �
� �
３．受験料等� � � � �
　　入学試験手数料：２，２００円� � 入学料：５，６５０円� � � � �
　　授　　業　　料：１１８，８００／年（平成２５年度予定）� � � � �
� � � � �
　　　◎詳しくは、熊本県立農業大学校　　教務課までお問い合わせください。� � � �
　　　　〒８６１－１１１３　熊本県合志市栄３８０５
　　　　☎０９６－２４８－１１８８　　　ＨＰ：http://www.pref.kumamoto.jp/site/noudai

第２回　政令都市誕生記念

熊本城マラソン  　ランナー大募集
　２０１３年２月１７日（日）に開催される第２回政令都市誕生記念熊本城マラソンのラ
ンナーを大募集します。

◆募集期間　　　　８月１０日（金）～９月１０日（月）まで
◆申込方法　　　　大会ホームページ（http://kumamotojyo-marathon.jp/）から行ってください。
◆参加者の決定　　定員を超えた場合は抽選を行います。

（大会に関するお問合せ先）熊本城マラソン実行委員会事務局　☎０９６－３２８－２３７３
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相良三十三観音めぐりウォーキング大会の参加者を募集します
主催：人吉球磨広域行政組合

　秋の彼岸に開帳される由緒ある人吉球磨の相良三十三観音を訪ね歩き、自然と歴史・文化に触れ合い
ながら、健康増進を図ると共に観光の振興に寄与する相良三十三観音ウォーキング大会を開催しますの
で、ぜひご参加ください。
　コースは、下球磨コース・上球磨コースの２つのコースから選択できます。

　１　期　　日　平成２４年９月２３日（日）※雨天決行
　　　　　　　　受　　付　　７：３０
　　　　　　　　スタート　　８：３０

　２　コ ー ス　下球磨コース（11.1ｋｍ）（受付会場：人吉クラフトパーク石野公園）
　　　　　　　　上球磨コース（11.1ｋｍ）（受付会場：ゆのまえグリーンパレス）

　３　参加資格　健康な方ならどなたでも参加可能（小学生以下は保護者同伴）
　４　参 加 費　一人　５００円（保険代等）
　５　参 加 賞　参加記念帳、球磨川散策絵図、和手拭及び温泉入浴券
　６　準 備 物　水筒またはペットボトルや給水用のマイコップ、履きなれた靴
　　　　　　　　※必要に応じて昼食、雨具、帽子、タオル、着替え等をご準備ください。

　７　申込方法　○直接申込み：�参加申込書にご記入のうえ、参加費を添えて人吉球磨広域行政組合企
画課へご提出ください。

　　　　　　　　○郵送、ＦＡＸ申込み：�人吉球磨広域行政組合企画課へ郵送またはＦＡＸにて申込み
ください。

　　　　　　　　※�事前に申込みをする場合の申込み締切り日は、９月１０日（月）です。事前申込み
締め切り後は、大会当日にお申込みください。

　　　　　　　　※当日申込みにつきましては、各会場の「当日受付所」にてお申込みください。

８　そ の 他　完歩された方には完歩証を交付します。

９　申込・問い合わせ　人吉球磨広域行政組合企画課（汚泥再生処理センター内）
　　　　　　　　　　　〒８６８－００８５　人吉市中神町１３４８番地１
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：２２－８５５８　ＦＡＸ：２２－８５６０

平成２４年度緑の募金運動について（お礼）
　「緑の募金」運動につきましてご協力いただきありがとうございました。今年度の募金額は
１３８，９００円となりました。
　この緑の募金は、学校・公園など公共施設の緑化や緑の少年団、地域植樹・育樹祭活動行
事など緑と水に恵まれた生活環境を守っていくために使われています。
　皆さまのご理解とご協力に感謝申し上げ、お礼に代えさせていただきます。

球磨村長　柳　詰　正　治　
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やまびこ号運行表　＆　ふれあいサロン日程9月
月 火 水 木 金

やまびこ号

ふれあい
サロン

3 4 5 6 7

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）

●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）

●松舟・田代（9:00）

●友尻・宮園・

　体育館前・柳詰

　（9:30）

●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）

10 11 12 13 14

やまびこ号

●�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）

●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）

●�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）

17 18 19 20 21

やまびこ号 敬老の日

ふれあい
サロン

24 25 26 27 28

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）

●松舟・田代（9:00）

●友尻・宮園・

　体育館前・柳詰

　（9:30）

●鵜口・千津・大無田・

　大久保（9:00）

●松谷・那良・那良口

　（9:15）

●�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

◆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）

敬　　老　　会


