
1広報くまむら「お知らせ版」　平成２４年１０月号

発行／球磨村役場　編集／総務企画課
〒869‐6401   熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730　TEL 0966-32-1111　FAX 0966-32-1230　http://www.kumamura.com

10.10
2012. No.79

お知らせ版
球磨村家庭教育研修会

親子の寺子屋
くまもと「親の学び」プログラム
～ スマイル（小学生期）編 ～

　子どもの健やかな成長は、すべての親の願いであり、社会全体の願いでもあります。

　しかし、核家族化・少子化・都市化・地縁的なつながりの希薄化が進む中、子どもの基本的な生活習慣の育成に係る

問題等、家庭教育に関する課題も数多く生じてきており、子どもを取り巻く環境は日々変化しています。

　そのような中、保護者が子育ての悩みや喜びなどを気軽に話せる相手がいなかったり、子どもの発達段階における

親の関わり方などの家庭教育について、学ぶ機会は多くありません。

　そこで、今回、くまもと「親の学び」プログラム～ スマイル（小学生期）編 ～を通して、親の役割・家庭のあり方

を再認識し、親子間の繋がりをより深めていく機会とするために研修会を開催します。

（お問合せ先）球磨村教育委員会　TEL：３２- １１１７　　FAX：３２- ０１０１

１０月１６日（火） １４：２０～１５：４０

【対　　象】	 就学前児童保護者

【参 加 費】	 無料

【申 込 み】	 当日受付け

【主　　催】	 球磨村教育委員会

～	講師プロフィール	～

H		9.4.1～H14.3.31　　人吉東小学校
H14.4.1～H22.3.31　　人吉西小学校
H22.4.1～H24.3.31　　国立大隈青少年自然の家
　　　　　　　　　　	企画指導専門職

H24.4.1～　　　　　　	球磨教育事務所　社会教育主事

「熊本県球磨教育事務所　社会教育主事」

講師 ： 小園 貴寛 先生
『～子育ては親育ち～』

場所 ： 球磨村立渡小学校体育館
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作家　宮沢賢治

期 日　１１月７日（水）　  午前10時00分～11時30分
場 所　球磨村立球磨中学校 体育館
主 催　くまもと教育の日 in くまむら実行委員会　球磨村教育委員会

～あらすじ～　「影絵劇　劇団 スタジオライフ」
　『銀河鉄道の夜』は、宮沢賢治の童話作品です。孤独な少年ジョバンニが、友人カムパネルラと銀河鉄道
の旅をする物語で、宮沢賢治童話の代表作のひとつとされています。
　漁から戻らない父のことでクラスメイトにからかわれ、病気で家から出られない母親の代わりに、朝な夕
なに仕事をし、苦しい家計を支えるために働く少年、ジョバンニ。彼は周りから疎外され、あたかも幽霊の
ような存在だった。そんな中、小さい時からの友達だったカムパネルラだけはジョバンニに優しくした。
　星祭りの夜、居場所を失い、孤独をかみしめながら登った丘で、銀河鉄道に乗り込み、親友カムパネルラ
と銀河めぐりの旅を楽しむ。旅の終わりにジョバンニはカムパネルラに、どこまでも一緒だと誓うが、カム
パネルラは消えてしまう。
　悲しみのうちに目覚めたジョバンニは、カムパネルラが自分の命を犠牲にして友達（いじめっ子）を救っ
た事実を知る。「命の尊さと本当の幸せ」とは何かを問いかける影絵劇です。皆さんも、ジョバンニやカム
パネルラと一緒に銀河鉄道に乗って、幻想小説の心を影絵で体感してください。
　宮沢賢治の「～永久の未完成これ完成である～」自らの言葉を体現するかのように、賢治の死の直前ま
で変化発展し続けた、最大にして最高の傑作『銀河鉄道の夜』

宮
沢 
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治　

不
朽
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「命の尊さと本当の幸せ」を考える
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窓口より 住民登録は生活の本拠地になります！

　住民登録は、住民の方の居住関係の証明、選挙、教育、国民健康保険などに関する事務処理の基礎とな
るものです。
　このようなことから、日常生活で各種住民サービスを適正に受けることができるように、住民登録は生活
の本拠地（住んでいるところ）の市町村に届出ください。住民登録地に居住されていない場合は、調査を
行います。
　なお、次のような異動があった場合は、届出期間内に手続きをしてください。

【必要な届出】

届 出 種 類 届　出　期　間 持　参　物

出　生　届 生まれた日から１４日以内 印鑑（届出人）、健康保険証、母子手帳

死　亡　届
死亡の事実を知った日から
７日以内

印鑑（届出人）
【後日手続きが必要なもの】
印鑑登録証、健康保険証、後期高齢者医療保険証、
介護保険証、年金証書等（該当するもの）

転　入　届
他市町村から来た日から
１４日以内

・印鑑
・本人確認書類（運転免許証または健康保険証等）
・本人、世帯主以外の者が届出の場合は委任状
・親族以外の者が、同住所地に入る場合は世帯主の
　同意書

転　出　届 当村から出る日の前１４日以内

転　居　届
村内で住所を変えた日から
１４日以内

（お問合せ先）球磨村役場　住民福祉課　住民係　☎３２－１１１２

　社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料（国民年金・国民健康保険等）を納付したとき、または
配偶者や扶養家族の負担すべき社会保険料を納付したときに受けられる所得控除のことをいいます。
　年末調整や確定申告の手続きで国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、今年１年間

（１月１日から１２月３１日）に納付した国民年金保険料を証明する書類を添付して、ご自身が申告書に
記入ください。
　このため、証明書類として１年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」（ハガキ）が日本年金機構から毎年１１月初旬に送付されます。申告まで大切に保
管してください。

　　　　　　　　（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

国民年金保険料は社会保険料控除の
対象になります

国民年金
より



4 広報くまむら「お知らせ版」　平成２４年１０月号

人権メッセージ「あなたのひとこと」募集！
　熊本県では、県民の皆さまに人権を身近な問題として考えていただくため、下記のとおり人権メッセー
ジの募集を行います。
　優秀作品については表彰を行うとともに、１万円程度の賞品を贈呈します。
　また、優秀作品は今後の啓発活動に活用させていただきます。

　【募集内容】  人権に関することば、メッセージ（５０字以内）

　【募集期間】 （学校、企業、団体などでまとめて応募される場合）
        １０月１５日（月）～１１月３０日（金）※必着
    （個人で応募される場合）
        １０月１５日（月）～１２月１０日（月）※必着

　【応募方法】   ５０字以内のメッセージ、郵便番号、住所、電話、氏名、年齢を明記のうえ下記までご応
募ください。なお、ホームページ（http://www.pref.kumamoto.jp/site/jinken/）   
からもご応募できます。

　【応 募 先】  〒８６２－８５７０　熊本県人権センター　人権メッセージ募集係

（お問合せ先）熊本県人権同和政策課　☎０９６－３３３－２２９９

年金相談会開設（11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。

１１月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

人吉市

5 6 7 8 9 10 11

人吉市 多良木町 人吉市

12 13 14 15 16 17 18

人吉市 錦町 人吉市

19 20 21 22 23 24 25

人吉市 多良木町

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

【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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飼い犬・猫による苦情が増えています！

「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：１０月１８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）

犬によるもの（苦情内容）
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（咬傷事故につながるため大変危険です。）。
２． 公共施設（道路敷、河川敷等）や農地など、他人の土地にした糞の後始末がされて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。
（犬を飼っている方へ）
１． 犬は必ずリードでつなぎ、飼い主から離れないようにしてください。
　  また、自宅敷地内においても、つないで飼うようにしてください
２．散歩中にした糞は必ず持ち帰るようにしてください。

猫によるもの（苦情の内容）　
１． 庭に糞尿をされ、悪臭がする。　２．小屋等に侵入され、荒らされた。
３．小屋に赤ちゃんを出産され困る。など
（猫を飼っている方へ）
１．飼っている全ての猫に首輪をつけ、首輪に連絡先を記入し、飼い主が分かるようにしてください。
２． 自宅敷地内で飼うようにし、近隣の住宅等の敷地内に入らないように飼ってください。（できるだけ、室内で
飼うようにしましょう。）

３．トイレの場所を決め、そこで排泄するようにしつけましょう。
４．頭数の管理をきちんとし、飼えなくなる猫がでてこないようにしてください（出産を望まないならば、避妊・
　　去勢手術をおすすめいたします。）。
（のら猫について）
　かわいそうという気持ちから、のら猫に餌を与えてしまう気持ちは人として大切なことだと思います。しかし、
のら猫が増え、地域の生活環境を悪くする一因となることがあります。もし、餌を与えるのであれば、飼ったうえ
で餌を与え、最後まで責任を持って飼うようにしてください。

※マナーを守り、快適な生活環境の保持に努めてください。

（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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No 本の題名 著　者 出版社
1 誰かが足りない 宮下奈都 双葉社
2 ビブリア古書堂の事件手帖 三上延 角川グループパブリッシング
3 体脂肪計タニタの社員食堂 株式会社タニタ 大和書房
4 体脂肪計タニタの社員食堂続 株式会社タニタ 大和書房
5 大往生したけりゃ医療とかかわるな 中村仁一 幻冬舎
6 ５０歳を超えても３０代に見える生き方 南雲吉則 講談社
7 舟を編む 三浦しをん 光文社
8 「空腹」が人を健康にする 南雲吉則 サンマーク出版
9 日本人の知らない日本語３　祝！卒業編 蛇蔵＆海野凪子 メディアファクトリー
10 采配 落合博満 ダイヤモンド社
11 かいけつゾロリ　はなよめとゾロリじょう 原ゆたか ポプラ社
12 心を上手に透視する方法 トルステン・ハーフェナー サンマーク出版
13 恋物語 西尾維新 講談社
14 不滅の法 大川隆法 幸福の科学出版
15 ６時間でできる！２ケタ×２ケタの暗算 岩波邦明 小学館
16 座るだけ！骨盤クッションダイエット 福辻鋭記 新星出版社
17 こびと大百科 なばたとしたか 長崎出版
18 下山の思想 五木寛之 幻冬舎
19 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎
20 ミツカン社員のお酢レシピ ミツカン 幻冬舎
21 上昇思考 長友佑都 角川書店
22 腹だけ痩せる技術 植森美緒 メディアファクトリー
23 ＭＯＣＯ’Ｓキッチン４ 速水もこみち 日本テレビ放送網
24 ねこ背は治る！ 小池義孝 自由国民社
25 ３行ラブレター 鈴木雄一 日本テレビ放送網
26 ３行ラブレター弐 鈴木雄一 日本テレビ放送網

今月のサービス期間　10月10日～10月25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（10月10日～10月25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
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教育委員会へ電話予約

本をお届けします
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准看護師免許取得をご希望の学生・社会人の方をお待ちしています！
【前期募集】　（願書受付）平成２４年１１月１９日（月）～１１月３０日（金）
　　　　　　（試 験 日）平成２４年１２月　９日（日）

【後期募集】　（願書受付）平成２５年　１月　７日（月）～　１月１１日（金）
　　　　　　（試 験 日）平成２５年　１月２０日（日）

【募集人員】　４０名　　　【受験資格】　中学校卒業（卒業見込み）以上
【試験科目】　（中学校卒業程度）国語・数学・作文・面接
  　※２５歳以上（一般常識程度）国語・算数・作文・面接

（お問合せ先）人吉准看護学院　☎２２－２９６２

障害者（児）巡回相談を実施します
　人吉球磨地域障害者相談支援事業所による巡回相談が行われます。この相談は障害者を対象に、障
害福祉の専門の相談員が、生活上でお困りのこと、悩みごと、知りたいことなどの相談を受け、アドバ
イスを行うものです。お気軽にご相談ください。なお、今回は相談場所が
例年と変更になっていますのでお気を付けください。
 【日　　時】 １０月２８日（日）午前９時から１６時まで
 【場　　所】 第３３回ふれあいまつり“くまむら”会場内
 【相談方法】 来所相談　　　 【実施機関】 人吉球磨地域障害者相談支援事業所

（お問合せ先）球磨村役場　住民福祉課　福祉係　☎３２－１１１２
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農林産物品評会を開催します

（お問合せ先）球磨村役場　産業振興課　☎３２−１１１５

平成２４年度農林産物品評会出品規格
品　　目 数　　量 その他 ( 備考 )

玄米 ３００ｇ
大　豆・小　豆 ３００ｇ
その他の穀類 ３００ｇ
大根 ３本
白菜 ２個
人参 ５本
キュウリ ５本
ゴーヤ等瓜類 ５本
カブ類 ３本
葉菜類 ５株 ホウレン草等
ネギ類 ５本
芋類 つる付２株 里芋については１株
ごぼう ５本
ショウガ １株
しょうゆ ２合
みそ類 １パック 審査用に１パック（小）を提出
漬物類 １パック 審査用に１パック（小）を提出
料理類 １パック 審査用に１パック（小）を提出
梨類 ４個 ２Ｌ以上　
柿類 ８個
メロン ２個 ２Ｌ以上
柑橘類 ８個 ゆず等
苗木類 ８本
干し椎茸 ２００ｇ 生椎茸は、１ｋｇ
こんにゃく １パック（３個）
その他の乾物類 ２００ｇ 茶も含みます。
☆（味噌、漬物類、こんにゃく）容器（パック）は渡農協に準備してあります。
☆ 加工品については、別に審査用にパック（小）もお願いします。
☆ 果実酒は受付けません。　　
☆ 出品規格以外については、入賞から除外します。

　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、あらかじめ
ご了承ください。

　「ふれあいまつり」にあわせて農林産物品評会を行います。
　収穫された米、野菜、豆類、果実類、加工品や、これまで出品されたことのなかった農林産物など大歓迎です。
　多数の出品をお待ちしております。
　なお、開催要領は、下記のとおりです。

【期　　日】　１０月２５日（木）
【受付時間】　午前９時から午前１１時まで
【場　　所】　コミュニティーセンター「清流館」（役場横）
【出品規格】　別表１のとおり（裏面参照）
【展　　示】　 １０月２７日（土）から１０月２８日（日）までの間、ふれあいまつり会場にて展示・販

売（一部オークション）を行います。
【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。今年は１０月２８日（日）　　

午前９時３０分からです。（入賞者された方には電話で直接お知らせします。）



8 広報くまむら「お知らせ版」　平成２４年１０月号

月 火 水 木 金

1 2

やまびこ号
●渡駅前・一王子・

　レストラン石水・

　地下（9:00）

●岡・浦野・板崎・

　田頭（9:00）

●馬場・中園（9:40）

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）

5 6 7 8 9

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）

●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）

● 向淋・小谷・松本・

大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・

　池下（9:20）

●岡・浦野・板崎・

　田頭（9:00）

●馬場・中園（9:40）

◆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）

12 13 14 15 16

やまびこ号

●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）

●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

● 境目・立野・

　糸原・水篠（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）

◆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）

19 20 21 22 23

やまびこ号

● 向淋・小谷・松本・

大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・

　池下（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）

●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）

勤労感謝の日

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）

26 27 28 29 30

やまびこ号

●渡駅前・一王子・

　レストラン石水・

　地下（9:00）

●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

●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）

●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）

◆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）

やまびこ号運行表　＆　ふれあいサロン日程11月


