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お知らせ版
参勤交代の道、球磨村を歩こう！

人吉街道ふれあいウォーク

（申込・お問合せ先）球磨村観光協会（球磨村役場産業振興課内）☎（０９６６）３２－１１１４

◆小学生以下は保護者同伴とさせていただきます。健康には十分留意してご参加ください。
◆ＪＲでお越しになる方は、申込時に申し付けください。一勝地駅までお迎えに上がります。
◆球泉洞リフト料金　　大人（中学生以上）３００円・小人（５歳～小学生）２００円
◆申込期限：１１月２０日（火）まで

１０:２０～１０:５０

紅葉チェロコンサート
ゲスト：世界的ジャズチェリスト

吉川　よ し ひ ろ 氏
　山形県出身。日本で唯一のＪＡＺＺチェロ・ソロ
奏者。ジャズ・クラシック・ヒーリングミュージッ
クのボーダーを越えたオリジナルなサウンドが想像
を超えた感性とテクニック・斬新でありながら繊細
で優しい一人チェロが各地で多くのオーディエンス
を魅了し続けている。

期　　日：１１月２３日（金・勤労感謝の日）　
集合場所：石の交流館やまなみ（一勝地温泉 かわせみ隣）
受　　付：９：００～９：５０　　　　スタート：１０：００
参 加 料：無料（※球泉洞リフトを利用される場合、リフト料金が必要です。）

ウォーキングスケジュール　　コース距離　約１０ｋｍ

１０：００    　　ウォーキングスタート<石の交流館やまなみ=一勝地温泉かわせみ隣>
１０：２０～１０：５０　紅葉コンサート<一勝地阿蘇神社>
１０：５０～１３：００　フリーウォーキング
１２：００～１３：００　球泉洞ゴール
１３：３０～１５：００　石の交流館やまなみ行きシャトルバス運行
　　　　　　　　　　　　（１３：３０、１４：００、１４：３０、１５：００）
おもてなし　　１１：００～１２：３０　淋地区「柴立姫神社」臨時茶屋オープン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　球磨太郎（くまんたろう）お出迎え!!
　　　　　　　１１：３０～１３：００　球泉洞休暇村にて給水
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平成２４年度保育所入所のご案内
受付期間：１２月３日（月）～１２月２０日（木）

（但し、土日、祭日を除く）

入所手続きは次のとおりです。
●入所要件
　児童の保護者のいずれもが、次の各号のいずれか
に該当することにより、当該児童を保育することが
できないと認められる場合であって、かつ同居の親
族その他の者が当該児童を保育することができない
と認められる場合に行う。
①居宅外で労働することを常態としていること。
②�居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働
を常態としていること。
③妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
④�疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しく
は身体に障害を有していること。
⑤�長期にわたり、疾病の状態にあり、又は精神若し
くは身体に障害を有する同居の親族を常時介護し
ていること。
⑥�震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当って
いること。
⑦村長が認める前各号に類する状態にあること。

●保育料の決定
　保育料は、各家庭の前年分の所得税、ならびに前
年度の市町村民税を基礎として算定されます。

●入所申込の受付
　球磨村役場住民福祉課及び村内各保育所
※�広域入所（村外への保育所入所）、新規入所は、球
磨村役場住民福祉課で受け付けます。

●入所定員
　渡保育園　　９０名　　こがね保育園　３０名
　神瀬保育園　２０名

●申し込み方法
＊下記の書類を提出してください。
★新規入所を希望の方
・保育所入所申込書
・父母及び同居の祖父母（６５歳未満）の就労証明書
　または就労予定確約書（求職中の方）
・自営業を行っている場合は、自営業従事証明書

・�父母が病気、身体障害者などの場合は、医師の診断
書または身体障害者手帳の写し等

・�同居の家族を病気などの為に介護、看護している
場合は、介護・看護による証明書
・�母親が出産前後の場合は、その経過が分かる母子
健康手帳の写し
・父母の平成２５年度（２４年分）源泉徴収票の写し
・父母の平成２５年度（２４年分）確定申告書の控え
・�父母の平成２４年度（２３年分）市町村民税課税
証明書（平成２４年１月２日以降に本村に転入さ
れた方）
・委任状・・・所得調査を行うために必要です。

★継続入所の方
・家庭状況調査票
・�父母の就労証明書又は就労予
定確約書（求職中の方）
・自営業を行っている場合は、自営業従事証明書
・�父母が病気、身体障害者などの場合は、医師の診
断書または身体障害者手帳の写し等
・�同居の家族を病気などの為に介護、看護している
場合は、介護・看護による証明書
・�母親が出産前後の場合は、その経過が分かる母子
健康手帳の写し
・父母の平成２５年度（２４年分）源泉徴収票の写し
・父母の平成２５年度（２４年分）確定申告書の控え
・�父母の平成２４年度（２３年分）市町村民税課税
証明書（平成２４年１月２日以降に本村に転入さ
れた方）
・委任状・・・所得調査を行うために必要です。

　課税関係書類（源泉徴収票、確定申告書）について
はそろい次第提出してください。（受付期間後でも可）

※広域入所（村外への保育所入所）も同様です。

その他、詳細については、別紙回覧文書をご覧下さい。

（お問合せ先）
球磨村役場　住民福祉課　福祉係
☎�３２－１１１２
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平成 25 年　球磨村成人式のご案内

平成25年 球磨村成人式
～今年の成人者は５４名です！～

　新年１月４日（金）「平成２５年球磨村成人式」を行います。
晴れやかな新春の中、新成人者の輝かしい将来への祝福を村民の皆様
と一緒に祝うため、会場に「保護者、一般観覧席」を用意します。
　席に限りはありますが、どなたでもお気軽にご観覧ください。
主  催　球磨村公民館
期  日　平成２５年１月４日（金）
時  間　開会：午前１０時００分～（午前中で終了します）
場  所　球磨村コミュニティーセンター「清流館」（役場 横）
対  象　どなたでも、大歓迎です！！（但し、先着順、２０名程度）

（お問合せ先）
球磨村公民館（教育委員会事務局）
☎３２－１１１７「直通」

○ 期　日　　平成２５年１月４日（金）
○ 時　間　　午前９時３０分（受付）　午前１０時００分（開会）
○ 場　所　　球磨村コミュニティセンター「清流館」（球磨村役場 横）
○ 対象者　　（１）平成４年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人で村内居住者
　　 　　　　（２）申込みがある本村出身者
　　　 　　　（３）村外出身者で、球磨村立小・中学校卒業者

「新成人者感想文」募集 「新成人者への激励メッセージ」募集

応募資格 上記の対象者の方
１）新成人の家族の方
２）球磨村住民及び球磨村出身者の方々

題 材

１） 新成人となっての「感想」、「決意」、「主
張」等、新成人者に関すること

２） 「こんな球磨村にしたい」等、「村づくりや
地域おこし」に関する夢や希望

１） 新しく成人を迎える家族としての感想で、新成人
者が、２０年間の成長の軌跡で心に刻まれている
思い出や苦労話、また、今後に期待すること

２） 一般の方々で、新成人者誕生に想うこと、また
望むこと

字数制限
１）４００字詰め原稿用紙４枚以内（横書き可）
２） パソコン等による場合は、印字サイズは
　　１３ポイントとし１，６００字以内（横書き可）

１） ４００字詰め原稿用紙１～２枚程度（横書き可）
２）パソコン等による場合は、印字サイズは
　　１３ポイントとし８００字以内（横書き可）

締 切 り 平成２４年１２月７日（金） 平成２４年１２月１４日（金）

提 出 先 球磨村公民館（教育委員会内）　〒８６９－６４０１　球磨村大字渡丙１７３０番地

表 彰
最優秀賞　　１点（賞金　２万円）
優 秀 賞　　２点（賞金　１万円）
応募者全員に記念品を贈る。

応募者全員に記念品を贈る。

そ の 他
１）作品は、自作で未発表のものに限る。応募作品は返却しない。
２）締切日までに必着（当日受付印有効）
３）作品は、「広報くまむら」などに掲載することがある。

（お問合せ先）球磨村公民館（教育委員会内）☎３２－１１１７

参加
しませんか!!
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　国民年金保険料の後納制度とは、２年経過し納められなくなった保険料を、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ることのできる制度です。
　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。
　後納制度によって納める保険料（後納保険料）の月額（平成２５年３月までに納める場合）は、次の
とおりです。
　平成１４年度分　１４，９４０円　　平成１５年度分　１４，７２０円　　平成１６年度分　１４，５１０円
　平成１７年度分　１４，５６０円　　平成１８年度分　１４，６１０円　　平成１９年度分　１４，６４０円
　平成２０年度分　１４，７６０円　　平成２１年度分　１４，８４０円
　また、一部免除期間のうち免除されない部分が未納となっている期間についても、この保険料の後納
ができます。
　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

無料人権相談所の開設《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　　１２月５日（水）　午前９時～正午
○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。
　�　また、法務局及び法務局の支局では、毎日（土、日曜日、祝日を除く）相談に応じます。また、次
の電話でも相談に応じています。
� 全国共通人権相談ダイヤル　☎０５７０－００３－１１０
� 子どもの人権１１０番　　　☎０１２０－００７－１１０
� 女性の人権ホットライン　　☎０５７０－０７０－８１０
� 熊本地方法務局人吉支局・人吉人権擁護委員協議会　☎２２－３３９３

国民年金からのお知らせ

～国民年金保険料の納め忘れがある皆さまへ～
国民年金保険料の後納制度が始まりました
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～戸籍、住民票等届出・交付請求する場合～

「本人確認」を行っています！

窓口からのお知らせ

　戸籍、住民票等の届出・交付請求される際は、「本人確認」を行いますので、本人確認のできる次の書
類番号１または２をお持ちください。
　【本人確認の書類】

番号 確認書類 備　　考

１
運転免許証、パスポート、障害者手帳、写真付住民
基本台帳カード

左欄の書類をひとつお持ちください。

２ 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等 左欄の書類を２以上お持ちください。

代理人や使いの方については、さらに委任状が必要になります。
委任状の記載例は、５月「お知らせ版」に掲載しております。

（お問合せ先）球磨村役場　住民福祉課　住民係　☎３２－１１１２

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化月間

～ひとりで悩まず電話してください～
　法務省人権擁護局及び全国人権擁護委員連合会では、夫・パートナーからの暴力やストーカーな
どの事案が依然として数多く発生していることから、これらの女性をめぐる様々な人権問題の解決
を図る目的で全国一斉に強化月間として「女性の人権ホットライン」を次のとおり実施します。
○実施日時　　・期間　平成２４年１１月１２日（月）～１１月１８日（日）７日間　
　　　　　　　・時間　平日　午前８時３０分～午後７時　　土日　午前１０時～午後５時
○電話相談　　　「女性の人権ホットライン」専用電話番号　☎０５７０－０７０－８１０
○相談担当者　　人権擁護委員・法務局職員
○相談内容　　　夫婦、DV、女性差別等女性をめぐる様々な人権問題

年金相談会開設（12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。

１２月
月 火 水 木 金 土 日

1 2

3 4 5 6 7 8 9
人吉市 多良木町 人吉市
10 11 12 13 14 15 16
人吉市 錦町 人吉市
17 18 19 20 21 22 23
人吉市 多良木町 人吉市
24 25 26 27 28 29 30

錦町 人吉市
31

　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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「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：１１月１５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

鹿児島県奄美地方台風災害義援金の
受付について（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 年鹿児島県奄美地方台風災害義援金」
２募集期間　　平成２４年１０月２２日（月）から平成２４年１２月３１日（月）
３受付口座
　　　　　　金融機関名　鹿児島銀行　鴻池支店
　　　　　　口座番号　普通口座　６６４１５５
　　　　　　加入者名　日本赤十字社鹿児島県支部　支部長　伊

いとう

藤祐
ゆういちろう

一郎
　　＊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、その旨を鹿児島県支部へご連絡ください。
　　　〒８９０－００６４　鹿児島県鹿児島市鴻池新町１－５
　　　　　　　　　　日本赤十字社鹿児島県支部　組織振興課　義援金担当者
　　　　　　　　　　ＴＥＬ０９９－２６２－０６００　ＦＡＸ０９９－２５８－７０３７
　　　　　・住所、氏名、送金日、金額などを記載してください。
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農業日誌
ファミリー日誌
新農家歴

平成２５年度版予約受付中！

（金　　額）農業日誌　　　　１，４７０円
　　　　　　ファミリー日誌　１，４７０円
　　　　　　新農家歴　　　　　　５００円
（申込期限）１２月１４日（金）
（申 込 先）球磨村役場　産業振興課　農業係

※�品物は、産業振興課で現金と引き換えにお渡
しします。申し込みの際は、直接産業振興課
までご連絡ください。

　　　（お問合せ先）球磨村役場　産業振興課
　　　　　　　　　　農業係�☎３２－１１１５

准看護師免許取得をご希望の
学生・社会人の方、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　☎２２－２９６

No 本の題名 著　者 出版社
1 大切な人に贈りたい２４の物語 中山和義 フォレスト出版
2 王様ゲーム 金沢伸明 双葉社
3 王様ゲーム終極 金沢伸明 双葉社
4 王様ゲーム臨場 金沢伸明 双葉社
5 王様ゲーム滅亡６．０８ 金沢伸明 双葉社
6 王様ゲーム滅亡６・１１ 金沢伸明 双葉社
7 ヒロシマ（一）歩きだした日 那須正幹 ポプラ社
8 ヒロシマ（二）様々な予感 那須正幹 ポプラ社
9 ヒロシマ（三）めぐりくる夏 那須正幹 ポプラ社
10 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店
11 お父さんだからできる子どもの心のコーチング 菅原裕子 ＰＨＰ文庫
12 子どもの心のコーチング 菅原裕子 ＰＨＰ文庫
13 父　吉田茂 麻生和子 新潮文庫
14 １００歳までボケない図形パズル 白澤卓二 主婦と生活社
15 菅野祐孝の日本一おもしろい日本史　上 菅野裕孝 静山社文庫
16 鍵のない夢を見る 辻村深月 文藝春秋
17 ひまわりのおか 葉方　丹 岩崎書店
18 １００かいだてのいえ いわいとしお 偕成社
19 なぞなぞのみせ 石津ちひろ 偕成社
20 プラチナタウン 楡　周平 祥伝社文庫

今月のサービス期間　11月12日～11月22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（11月12日～11月22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
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独身者限定！
婚活イベントのお知らせ

（申込・お問合せ先）球磨村役場　総務企画課　企画広報係　☎ 32-1138

愛のりバスツアー

クリスマスパーティー

鹿児島県の方とコンニャク作りなどを一緒に体験してみませんか？
お1人での参加も、お友達を誘っての参加もオッケーです！

球磨郡９町村合同のクリスマスパーティーを開催します！
お1人での参加も、お友達を誘っての参加もオッケーです！
楽しいパーティーで、素敵な出会いを見つけませんか？

日　　　　時：１２月１日（土）～２日（日）
行程（場所）：【１日目】　14:00～　陶芸体験（人吉クラフトパーク）

　　　　　　　　　　　　 18:30～　懇親会（さがら温泉茶湯里）

　　　　　　　【２日目】    9:30～　コンニャク作り体験（さんがうら）
　　　　　　　　　　　　　　　　 12:00～　バーベキュー（さんがうら）
　　　　　　　　　　　　　　　　 14:00～　観光（青井阿蘇神社など）

参 加 費：7,500円（体験費、懇親会費、昼食費）
募集人数：男性10名　女性10名

　※参加を希望される方は、１１月２０日（火）までに下記申込先までご連絡ください。
　※参加希望者多数の場合は抽選となる場合があります。
　※行程については予定時刻であり、変更となる場合があります。
　※参加費は申込時に（事前に）お支払いください。
　※球磨村結婚活動会員へは参加費として2,500円を助成します。

日　　時：１２月２２日（土）
　　　　　午後６時受付　午後６時３０分開会
会　　場：多良木町交流館「石倉」
参 加 費：男性4,500円　女性3,500円
募集人数（球磨村分）：男性5名　女性5名

※参加を希望される方は、１２月７日（金）までに下記申込先までご連絡ください。
※参加希望者多数の場合は抽選となる場合があります。
※球磨村結婚活動会員へは参加費として 1,500 円を助成します。
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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

　会社にお勤めか、求職中の人で、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 １月 ２月 ３月
日 ５ １９ ２６ ２ １６ ２３ ２ ９ １６ ２３
曜日 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土

◇時　　間� １／５～２／２３（６講座）　　　９時～１６時００分
� � ３／２～３／２３（４講座）　　　９時～１６時３０分
◇場　　所� 人吉球磨能力開発センター１Ｆパソコン教室
◇募集人員� ２０名
◇募集期間� １２月３日から１２月２７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２，０００円を別途いただきます。）
　　　　　　　※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

人吉球磨へ来てみない
ひとくま人つなぎ交流会を開催します

　人吉球磨ブロックネットワークでは地域ブロック支援事業として表記の『ひとくま人つなぎ交流会』を
下記の日程で開催します。
　火の国未来づくりネットワークは新たな歩みを始めましたが、人吉球磨地域ブロックは設立年として、
人を人がつなぐ交流がまず必要であると感じ事業を計画しました。
　地域づくりの取り組みについて講師を招き、対話集会を行います。地域づくりの仲
間たちと『夜なべ談義』を行いませんか。

　実 施 日：１２月１日（土）�　　�受�付：午後１時３０分から
　開催場所：独立行政法人　中小企業基盤整備機構　九州本部
　　　　　　　中小企業大学校　人吉校�TEL：２３－６８０２
　申込方法：地域づくり人吉球磨ブロックネットワーク事務局あてにFAX・メールで申し込みください。
　申込締切：１１月１５日（木）（ただし定員８０名になり次第締め切ります。）

　　（申込・お問合せ先）地域づくり人吉球磨ブロックネットワーク事務局
� 　　　　　　　　ＫＵＭＡＫＯＩ六調子振興会　TEL：４５－４８３３　FAX：４５－４８４０
� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��メール：kumakoi@asagiri.jp
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月 火 水 木 金

3 4 5 6 7

やまびこ号

●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

●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）

●鵜口・千津・大無田・

　大久保（9:00）

●松谷・那良・那良口

　（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）

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

●�境目・立野・

　糸原・水篠（9:00）

●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）

●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）

17 18 19 20 21

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）

●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）

●�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）

24 25 26 27 28

やまびこ号

ふれあい
サロン

31

やまびこ号

ふれあい
サロン

やまびこ号運行表　＆　ふれあいサロン日程12月


