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お知らせ版
平成24年度　敬老会 を開催します

　高齢者を敬い、長寿を祝うことを目的として、９月１７日から２１日まで、村内８会場において敬老会を
開催します。本年度の対象者は、昨年度より１歳繰り上げて７５歳以上（昭和１３年４月１日まで出生した
人）が対象となります。

■会場一覧表

期　日 分　会 対象地区 会　場 開始時刻

９月１７日（月）
敬老の日（祝日）

３分会①
岡・浦野・板崎・中園・田頭・
馬場

球磨村コミュニティーセ
ンター「清流館」

１０：３０

３分会② 蔵谷・坂口・高沢・横井・沢見 高沢地区多目的集会施設 １１：００

９月１８日（火）

１分会
内布・山口・地下・今村・峯・
島田

渡多目的集会施設 １０：３０

４分会①
友尻・宮園・橋詰・柳詰・松舟・
田代・池下・淋・向淋・大坂間・
告・松本・小谷

高齢者生活福祉センター
「せせらぎ」

１０：３０

９月１９日（水） ６分会

蔀・和田・堤岩戸・神一区・神二区・
木屋角・上原・松野・四蔵・永椎・
日当・大岩・箙瀬・伊高瀬・上蔀・
多武除・楮木・川島・大瀬

神瀬多目的集会施設 １１：００

９月２０日（木） ５分会
大無田・大久保・鵜口・千津・松谷・
那良・那良口・毎床・俣口・茂田・
遠原

田舎の体験交流館「さん
がうら」屋内運動場

１１：００

９月２１日（金）

２分会
水篠・糸原・立野・境目・蕨谷・
大槻・小川・舟戸・茶屋・椎屋

渡多目的集会施設 １０：３０

４分会②
野々原・中屋・中津・黄檗・吐合・
日隠・中渡・岳本・黒白

高齢者生活福祉センター
「せせらぎ」

１０：３０

（お問合せ先）球磨村役場　住民福祉課　☎３２－１１１２
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第33回　ふれあいまつり‘くまむら’
◆と　き　：　平成２４年１０月２７日（土）～２８日（日）
◆ところ　：　球磨村総合運動公園
《主な内容》
　○２７日（土）　 球磨川太鼓、村内保育園発表会、ＪＩＮクマレンジャーショー、

第８回丸太切り大会、タレントショー、もち投げ大会、など
　○２８日（日）　 各種表彰式、ふるさと文化交流、くまちゃんシール抽選会、

タレントショー、　　福引大会、など

※会場内では、多種多様な催し物やバザーなど多数予定しています。

（お問合せ先）ふれあいまつり‘くまむら’事務局（役場総務企画課内）☎３２－１１３８

めざせ☆優勝賞金３万円

第８回丸太切り大会　参加チーム募集！！
～家族や職場地域の仲間を誘って、思い出づくりに参加してみませんか～

日　　　　時：１０月２７日（土）　午後１時から（予定）
場　　　　所：さくらドームメインステージ（ふれあいまつり“くまむら”会場）
参 加 資 格：１８歳以上の人ならどなたでも参加できます。
　　　　　　　参加者のうち必ず１人は女性を入れてください。
ル 　 ー 　 ル：丸太の早切りを３人のリレー（１人１回の輪切り）で行い、速さを競います。
募集チーム数：１０チーム限定（３人１チームとし補欠含め５人まで登録ください。）
　　　　　　　応募多数の場合は、事務局にて抽選を行います。
応 募 締 切：１０月１５日（月）午後５時まで
応 募 方 法：事務局備え付け「申込書」に記入のうえ提出ください。
賞　　　　金：優勝 30,000 円　準優勝 20,000 円　３位 10,000 円

（お問合せ先）球磨村役場　建設課　ふれあいまつり“くまむら”　丸太切り大会事務局　☎３２－１１１６

「とくする商品券」を販売します
　球磨村商工会（舟戸治生会長）では、村外の人も利用できるプレミアム付き商品券の販売を１０月１日
から２４００セット限定で始めます。
　村内の消費需要を喚起し村の活性化につなげようと、一昨年と同様に２０％のプレミアム付き商品券
の発行事業に取り組みます。
　２０％増しの「とくする商品券」は、１，０００円の１２枚つづり１セットが１０，０００円で購入でき、
１２，０００円分の買い物ができます。
　購入限度額は、１世帯当たり１０セット以内です。
　売切れ次第終了となりますので、早めのお買い求めをお願いします。

（お問合せ先）球磨村商工会　☎２５－６６６０　球磨村役場　産業振興課　☎３２－１１１４
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（お問合せ先）球磨村役場　産業振興課　☎３２－１１１５（直通）

参加者全員に参加賞を
用意しております！

なお、出品物については
返却いたしませんので
ご了承ください。

○　出品規格　（栗）各生産農家における適期の品種
　　　　　　　（筑波、銀寄、利平等の品種）の側果２L以上で１kg
　　　　　　　（梨）各生産農家における適期の品種
　　　　　　　（新高等の品種）２L以上で３個
○　展　　示　 ９月２８日 (金 ) 夕方から９月３０日 (日 ) までの間、かわせみ「物産館」

にて入賞した果実を展示する予定です。
○　表　　彰　ふれあいまつり会場にて、入賞者の表彰式を行います。
　　　　　　　（入賞者には詳しい時間など電話で直接お知らせします。）

１．期　　日　平成２４年９月２８日(金)
２．場　　所　渡多目的集会施設
３．受付時間　午前９時から午前１１時まで
　　　　　　　午後１時３０分から審査となります。

果実品評会開催
くまむら



4 広報くまむら「お知らせ版」　平成２４年 9月号

ご存知ですか？『人・農地プラン』
～皆さんの地域の「人と農地」について考えてみませんか？～

（人・農地プラン／新規就農／農地集積）

　『人・農地プラン』についてのお問合せは
球磨村役場　産業振興課　農業係　（☎３２－１１１５）　まで

　今、全国的に農業従事者の高齢化や後継者不足、遊休農地の増加など多くの課題を抱えています。
私たちの地域や集落でも、５年後、１０年後、地域や集落の農業・農地は誰が守っているのでしょうか。
今のうちから将来に備えて、人と農地の問題を一緒に考えてみませんか。
　この「人・農地プラン」作成に当たり、今後、座談会等を開催する予定です。

１．話し合いによって『人』と『農地』の将来についての計画を作成します。

２．様々なメリットがあります。 ３．随時、見直すことができます。

（１） 今後の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）は
どこか？

（２）中心となる経営体へどうやって農地を集めるか？
（３） 中心となる経営体とそれ以外の農業者（兼業農家、自

給的農家）を含めた地域農業のあり方（生産品目、経
営の複合化、６次産業化）

　　　　　　　　　　　　　などを決めることになります。

　人・農地プランに位置づけられると

（１）青年就農給付金（経営開始型）
（２）農地集積協力金
　　（中心となる経営体に農地を提供する人）
（３）スーパーＬ資金の当初５年間無利子化
　　（認定農業者）

　といった支援を受けることができます。

　必要な部分から計画を作成し、順次拡大し
ていくことができます。
　
（１）新規就農者が新に出てきたとき
（２） 集落営農や法人など、中心となる新た

な経営体が出てきたとき。

など、随時見直すことができます。

　人、農地プランの範囲は、地域的なまとまりのある農
業集落や地域をエリアとして作成します。
　また、現状を把握するアンケート調査や、地域座談会
をとおして地域の実情に合わせて作成します。
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ご存知ですか？「人・農地プラン」内容編
新規就農者への支援

農地集積への支援

①自ら独立して農業を開始する人・・・・『青年就農給付金（経営開始型）』
　　農業を始めて間もない時期に給付金を給付します。【給付額】１５０万円／年（最長５年間）
　　
農業を始めてから経営が安定するまでの人で、以下の①～③要件を全て満たす人
　①原則として４５歳未満で独立、自営就農する人（※１、２）
　②就農する市町村の「人・農地プラン」に位置づけられている人（見込みも可）
　③就農後の総所得（本給付金以外）が２５０万円未満の人
　　※１： 親とは別に独立した経営をする場合。親の経営から独立した部門を立ち上げて経営する場合。

などは給付対象となります。※具体的な内容はお問合せください。
　　※２：青年就農給付金（準備型）の受給を要件とはしていません。

②農業法人等へ就農する方・・・・『農の雇用事業』（農業法人等へ支援）
　 　農業法人等が新規就農者を雇用して、栽培技術や経営ノウハウなどの研修を実施する場合に、研修に　
要する経費を助成します。【給付額】１２０万円／年／人（最長２年間）

③『青年就農給付金（準備型）』
　　農業技術の研修中に給付金を給付します。【給付額】１５０万円／年（最長２年間）

　道府県農業大学校や都道府県が指定する先進農家・先進農業法人等で研修を受ける人で、以下の要件を
全て満たす人
　①原則として就農予定時の年齢が４５歳未満の人
　②都道府県が認める研修機関等で概ね１年以上研修する人　　　　※「人・農地プラン」に位置づけ
　③研修終了後１年以内は就農する人　　　　　　　　　　　　　　　られている必要はありません
　④自ら農業経営又は農業法人に雇用されて就農する人

１．出し手に対する支援（農地集積協力金）
　農地を出すこと（利用権設定又は農作業委託）への踏み切りを支援します。

　　※３＝市町村への交付単価です。
○交付対象者は、農業者戸別所得補償制度の加入等である必要があります。
○�交付対象者は、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人へ１０年以上の白紙委任をする必要があります。

２．受け手に対する支援（規模拡大加算）
　安定した土地利用の確保を支援します。（「人・農地プラン」に位置づけられていない人も対象となります。）

※　集積する土地は基本的に水田となります。

①経営転換協力金
〔貸付等を行う面積〕　〔交付単価〕（※3）
　0.5ha 以下　　　　　：30万円／戸
　0.5ha 超 2.0ha 以下　：50万円／戸
　2.0ha 超　　　　　　：70万円／戸

②分散錯圃解消協力金
　〔交付単価〕（※3）
　　　　　　　　　５千円／１０a

〔交付単価〕２万円／１０a

【交付対象者】置づけられている中心経営体へ農地集積に
協土地利用型農業から経営転換などをきっかけに「人・
農地プラン」に協力いただく
　①土地利用型農業から経営転換する農業者
　②農業を止める人　
　③農地の相続人

【交付対象者】「人・農地プラン」に位置づけされた中心
経営体の農地の連担化に協力いただく
①中心経営体の経営耕地に隣接する農地の所有者及び隣
接する農地を借りて耕作していた農業者

【交付対象者】農地利用集積円滑化事業により、
　面的集積して経営規模を拡大する農家
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国民年金からのお知らせ

窓口より 印鑑登録と印鑑登録証明書について
１　印鑑登録申請
（１）印鑑登録できる人
　　　本村に住民登録している人（但し、１５歳未満・成年被後見人及び意思能力のない人は登録できません。）
（２）印鑑登録の手続
　　　印鑑登録は、本人が窓口に来られて申請することが原則です。
　　　 但し、本人が（病気や入院されている人など）やむを得ない理由があるときに限り代理人による申請

方法もあります。代理人による申請登録は、交付まで１週間程度かかります。
　　　印鑑登録の信憑性確保の為、仕事の都合等での理由では、代理人申請は認められません。
（３）必要なもの
　　　・登録する印鑑
　　　・本人確認書類（官公庁の発行した免許証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの）
　　　　 本人確認書類がない場合は、本村において既に印鑑登録を受けている者【印鑑登録証、登録された

印鑑を持参】とご一緒に来庁いただき、窓口備え付けの保証書に登録申請者が本人と相違ないこと
を保証いただければ登録可能となります。

（４）印鑑登録手数料　　３００円

２　印鑑登録証明書の交付申請
（１）必要なもの　　印鑑登録証
　　　　　　　　　　 代理人が来られる場合は、必要な人の印鑑登録

証、代理人の本人確認書類
（２）印鑑登録証明書交付手数料　　１通　３００円

※�印鑑登録証（エンジ色）は、大事なものです。保管に気をつけましょう！
（お問合せ先）球磨村役場　住民福祉課　☎３２－１１１２

年金額がちょっと増やせる「付加年金」をご存知ですか！
　年金額をもっと引き上げたいとお考えの人は、「付加年金」という制度があります。
　国民年金の第１号被保険者の人（自営業などの人と学生の人に限られ、サラリーマンなどの人とその
被扶養配偶者の人は除かれます）・任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料月額４００円を加算し
て納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
　付加年金の年額は、「２００円×付加保険料を納めた月数」で加算されます。
　　　【例】　付加保険料を５年間（６０月）納めたとき
　　　　　　　付加保険料　　　４００円×６０月＝２４，０００円
　　　　　　　付加年金額（年額）　２００円×６０月＝１２，０００円
　　　　　　　付加年金額（年額）　１２，０００円は、６５歳から一生涯受給できます。
　付加保険料の納付期限は、翌月末日（休日・祝日の場合は翌営業日）です。付加保険料の手続きは、
八代年金事務所又は役場住民福祉課にご相談ください。
　なお、付加保険料を納付している人は、いつでも申し出て、その納付を止めることができます。その
場合でも、掛け捨てにはなりません。
　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
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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：９月２０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）等

年金相談会開設（10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。

１０月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7

人吉市 錦町 人吉市

8 9 10 11 12 13 14

錦町 人吉市

15 16 17 18 19 20 21

人吉市 錦町 人吉市

22 23 24 25 26 27 28

人吉市 多良木町 人吉市

29 30 31

人吉市 錦町

　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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住民健診結果のお知らせ
今年も、暑い中、住民健診を受けていただきありがとうございました。
健診結果のお渡しについてご案内いたします。

20 歳～ 74 歳の人で
若者健診・特定健診・がん検診を受けた人

75 歳以上の人で
紹介状のあ

・ ・
る人

75 歳以上の人で
紹介状のな

・ ・
い人

健診結果説明会で、直接 お渡しします。 郵送で、お渡しします。

＊健診結果説明会の対象となられる人には、個別にご案内いたします。

健診結果説明会について

ご注意ください！
★ 説明会の対象の人で、会場に来られない人は、個別に結果をお渡ししますので、保健師まで
ご連絡ください。（原則、家族の人の結果をお渡しすることはできかねます。）
★ 説明会期間中は、健診結果を会場へ持参しておりますので、役場へ直接来庁されたり、お電
話いただいても対応できませんことをご了承ください。

（お問合せ先）球磨村役場　健康衛生課　保健予防係　保健師まで　☎３２－１１３９

　健康診査の結果をわかりやすくお伝えし、皆さんの健康づくりに役立てていただくために
健診結果説明会を開催します。
　説明会は下記の日程で開催いたしますので、都合の良い会場にお越しください。
　説明会の対象とならない人も参加できます。ご自分の健診結果をお持ちください。

日　程 受　付 時　間 会　場

1０月　５日（金）

　９：００～ 　９：３０～１１：００ 高沢多目的集会所

１３：３０～ １４：００～１５：３０ 大無田林業センター

１９：００～ １９：３０～２１：００ 球磨村コミュニティセンター「清流館」

１０月１０日（水）
　９：００～ 　９：３０～１１：００ かわせみ別館

１９：００～ １９：３０～２１：００ 渡多目的集会施設

１０月１１日（木） １９：００～ １９：３０～２１：００ 神瀬多目的集会施設

１０月１２日（金）

　９：００～ 　９：３０～１１：００ 神瀬多目的集会施設

１３：３０～ １４：００～１５：３０ 渡多目的集会施設

１９：００～ １９：３０～２１：００ 田舎の体験交流館「さんがうら」

１０月１３日（土）
　９：００～ 　９：３０～１１：００ 渡多目的集会施設

１３：３０～ １４：００～１５：３０ 球磨村コミュニティセンター「清流館」
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　一勝地温泉「かわせみ」

従業員を募集します
事　業　主
及び勤務先

（株）球磨村ふるさと振興公社
一勝地温泉「かわせみ」
・サービス部（主に厨房・レストラン）

（株）球磨村ふるさと振興公社
一勝地温泉「かわせみ」
・物産販売部（兼　総務部営業課）

採用人数 １人 １人

職務内容
主にレストラン、厨房に関する業務
に従事します。

主に物産館の業務に従事します。
ほか総務部営業等の業務に従事しま
す。

受験資格
・球磨村に居住している人
・普通自動車免許一種

・球磨村に居住している人
・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９月１０日（月）から平成２４年９月２０日（木）まで
　時間：午前８時３０分から午後６時まで

（２）申込手続
　かわせみ備え付けの「申込用紙」に必要事項を記入のうえ、かわせみま
で直接持参し提出してください。（自己紹介カードも一緒に提出してくだ
さい。）

選考方法 面接により選考します。

選考試験の
日　程　等

（１）試験期日：平成２４年９月２１日（金）　午前９時から
（２）試験会場：一勝地温泉「かわせみ」
（３）合格発表：試験結果は、郵送により通知します。

勤務条件等
勤務条件等は、かわせみ従業員の勤務条件に準じます。

（基本：週休２日　１日８時間勤務　※変則勤務時間あり。）

募集に関する
お問合せ先

一勝地温泉「かわせみ」　☎３２－０２００

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：９月２６日（水）　　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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平成２４年８月　京都府南部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「平成２４年８月京都府南部豪雨災害義援金」
２　募集期間　　平成２４年８月２０日（月）から平成２４年９月２８日（金）
３　受付口座
　　　　　　　（１）郵便振替口座番号「００９５０－３－１２５８」
　　　　　　　　　　加入者名　日赤京都府支部　京都南部豪雨災害義援金
　　　　　　　　　　＊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）金融機関名　京都銀行　本店
　　　　　　　　　　口座番号　普通預金　「５０９８６６０」
　　　　　　　　　　加入者名　日本赤十字社京都府支部支部長　山

や ま だ

田　啓
け い じ

二
　　　　　　　　　　＊備考（摘要欄）に「京都府南部豪雨災害」と明記のこと。
　　　　　　　　　　＊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、その旨を京都府支部へご連絡ください。

〒６０５－０９４１　京都府京都市東山区三十三間堂廻り町６４４
日本赤十字社京都府支部　組織振興課　TEL ０７５－５４１－９３２６　FAX０７５－５４１－１３６１
・住所、氏名、送金日、金額などを記載してください。

平成２４年度九州大学公開講座

「九州山地の森と樹木」　の参加者募集
　九州大学宮崎演習林は、九州山地のほぼ中央部に広大な森林（2,915 ヘクタール）を所有し、奥地
山岳の森林の特徴を活かして、森林育成・保全、地球環境における森林の役割等に関する教育研究を
長年にわたり実施してきました。その研究成果をもとに、一般市民の人に九州山地の森林や樹木、森
林動物などの生態的特徴や、森と水の係わりに関する知識を深めてもることを目的として、公開講座
を開催します。本講座では、各分野の専門家による講義と演習林内での実習を予定しております。奮っ
てご参加いただきますようお願いします。

開 催 日　　平成２４年１０月２８日（日）
実施会場 　　九州大学宮崎演習林（宮崎県東臼杵郡椎葉村）
募集人員 　　２０名（応募多数の場合は抽選となります。）
必要経費 　　１，０００円（別途保険料２１円、希望者のみ）
申込方法　　往復ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・性別をご記入のうえ申込みください。
申 込 先　　〒８８３－０４０２　宮崎県東臼杵郡椎葉村大字大河内９４９
　　　　　　九州大学宮崎演習林　☎０９８３－３８－１１１６
申込期間　　平成２４年９月１８日（火）～１０月１２日（金）まで
そ の 他　　講座を受けられた人には、修了証を授与します。
　　　　　　 なお、実習では山を散策しますので、スニーカー・雨具・軍手・帽子等をご用意

ください。
　　　　　　宮崎演習林事務所に集合、解散となります。
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「球磨村統計調査員（登録調査員）」を募集しています
　球磨村では、国が実施する統計調査に従事する統計調査員を希望する人（登録調査員）を募集して
います（随時募集中です）。統計調査員は、調査対象（村内世帯・個人・事業所等）を訪問し、調査票
の配布・回収を行います。任命期間は概ね２～３か月間で、調査完了後には２～５万円程度（調査の
種類により異なります）の報酬が支払われます。

統計調査員の仕事とは？
　統計調査ごとに多少違いがありますが、おおまかには次のとおりです。
　・事務打合せ会（説明会）への出席、調査内容の理解　　・担当調査区の範囲と調査対象の確認
　・調査対象（世帯・個人・事業所等）への調査票の配布（記入の仕方の説明）・回収
　・回収した調査票の審査・整理 　　　・調査票・関係書類の提出

統計調査員の登録基準とは？
　次に掲げる基準をすべて満たす人の中から、調査員の登録を行うものとします。
　・村内に居住する満２０歳以上の人　　　　・心身ともに健全な人
　・人格が円満であって、常識を有し、接遇上問題がない人
　・統計調査員として仕事の性質上、不適格な職業または経歴を有していない人

統計調査員への登録方法
　『統計調査員希望者登録申込書』を総務企画課へ提出してください。提出後、審査・登録を行い、登
録通知書を送付します。
※申込書は総務企画課に準備しています。また、ホームページからもダウンロード可能です。
※詳細については、下記担当課までお問い合わせください。

（お問合せ先）総務企画課　企画広報係　☎３２－１１３８

法務局休日相談所を開設します
　日常生活の様々な心配ごと、困りごとについ
て、法務局職員・司法書士・土地家屋調査士・
人権擁護委員がご相談をお受けします。相談料
は無料で、秘密は守られます。

相談内容
● 土地・建物の相続の登記や抵当権の抹消の登

記に関するご相談
● 会社・法人の設立登記や役員の変更の登記に

関するご相談
●隣地との筆界に関するご相談
●いじめなどの人権問題に関するご相談
●地代・家賃の供託に関するご相談
●遺産相続や遺言に関するご相談　　　　など

　期　日　９月２３日（日）
　場　所　熊本地方法務局人吉支局
　※相談は事前予約制です。

（お問合せ・相談予約先）
熊本地方法務局人吉支局　☎２２－３３９３

全国一斉！

「子どもの人権１１０番」強化週間
　「いじめ」など子どもの人権問題に関する相談
電話です。
　法務局の職員、人権擁護委員が、皆さんのお話
を聞いてどうしたらいいか一緒に考えたいと思
います。
　一人で悩まずに、私たちにお電話ください。相
談料は無料、相談内容の秘密は守ります。

子どもの人権１１０番（全国共通・無料）
０１２０（００７）１１０

　子どもの人権１１０番時間延長！
　９／１０（月）～１６（日）
　受付時間：通常は平日８：３０～１７：１５
　９／１０（月）～１４（金）
　 　　　　　　　８：３０～１９：００
　９／１５（土）、１６（日）
　 　　　　　　１０：００～１７：００

熊本県地方法務局・熊本県人権擁護委員連合会
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月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

やまびこ号

●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）

●�向淋・小谷・松本・

大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・

　池下（9:20）

●渡駅前・一王子・

　レストラン石水・

　地下（9:00）

●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）

◆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）

8 9 10 11 12

やまびこ号 体育の日

●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）

●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）

●大槻・横井（9:00）

●高沢・蔵谷・沢見・

　坂口（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）

15 16 17 18 19

やまびこ号
●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

●�境目・立野・

　糸原・水篠（9:00）

●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

●�向淋・小谷・松本・

大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・

　池下（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）

22 23 24 25 26

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）

●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）

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）

29 30 31

やまびこ号

●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）

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）

やまびこ号運行表　＆　ふれあいサロン日程10月


