インフォメーション

I N F O R M AT I O N

２人の行政相談委員が
再委嘱されました

を未然に防ぎましょう。
◦機械の点検や清掃は必ずエ
ンジンを停めて行なう
◦駐停車するときは駐車ブレ
ーキを確実にかける
◦安全フレームのあるトラク
ターを使用し、シートベル
トを必ず着用する
▼問い合わせ先
県農業技術課
☎（３３３）２３８０

インフォメーション

お 知 ら せ
合志庁舎で
献血を受け付けます
合志庁舎で献血を実施しま
す。お持ちの人は献血カード
（手帳）を持参してください。
皆さんのご協力をよろしくお
願いします。
献血は愛の
Love in Action
アクション！
▼とき ５月 日㈮
午前９時 分〜正午
▼ところ 合志庁舎１階ロビー
▼問い合わせ先
健康づくり推進課
国保年金班（西合志庁舎）
☎（２４２）１１８３

農作業中の事故に注意
春の農作業安全確認運動

４月１日付けで、松岡為利
さん（鹿水）と武藤由美子さ
ん（若原）が総務大臣から行
政相談委員に再委嘱されまし
た。
行政相談委員は行政相談委
員法に基づき、行政運営の改
善などに熱意を持った人に委
嘱するもので、２人とも継続
就任となります。行政に対す
るご意見や苦情、要望などが
ありましたら、行政相談委員
または熊本行政評価事務所に
ご相談ください。相談は無料。
秘密は固く守られます。

総務課 総務・男女共同参画班

▼問い合わせ先
（合志庁舎）

☎（２４８）１１１２
熊本行政評価事務所
☎（３２４）１６６２
※市では月に３回「法律・行
政・心配ごと相談」を開催
しています。相談日や場所
に つ い て は、広 報 こ う し
「お知らせカレンダー」に毎
月掲載しています。

認知症カフェ
認知症の人やその家族が気
軽に集い、ゆったりとした雰
囲気でお茶を飲みながらおし
ゃべりを楽しむ場です。
一人で悩まず、介護をして
いる仲間に気持ちを打ち明け
てみませんか。
▼とき ５月 日㈬
午後１時 分〜３時
▼ところ ふれあい館
▼対象 認知症の人、認知症
の人を介護している家族な
ど
▼参加費 １００円
▼申し込み・問い合わせ先
市社会福祉協議会
地域福祉課（ふれあい館）
☎（２４２）７００７

集
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熊本地震の被災住宅
二重ローンを支援します
野生鳥獣の捕獲や採取は
原則として禁止されています

美しい歌声とピアノ演奏で心を癒し、市長の軽
快かつ熱い話を聞きにきませんか。

５月 日から１カ月間を指
導強化月間と定め、違法捕獲
などの防止に取り組んでいま
す。野生鳥獣とその卵は、法
律により許可を受けた日以外
は原則として捕獲、殺傷、採
取が禁止されています。
メジロ、ホオジロなどの愛
がん飼養目的の捕獲も禁止さ
れていますので、皆さんのご
理解とご協力をお願いします。
▼問い合わせ先
県北広域本部 林務課
☎０９６８（２５）２３４７

５月から市民講座を開講します
熊本地震で住宅が被災し、二
重の住宅ローンを抱える人を対
象に既 存ローンの利 子 相 当 額
（上限 万円）を補助します。
▼対象 次の全てを満たす人
①３００万円以上の新たな住
宅ローンを契約
②被災住宅の既存ローン残高
が５００万円以上
③世帯に課税所得金額が７８
０万円を超える人がいない
▼申し込み・問い合わせ先
県住宅課 住宅課計画班
☎（３３３）２５４７

●と

ことしも屋外バーベキューがオープン

３月１日から５月 日まで、
春の農作業安全確認運動を実
施しています。農繁期を迎え、
１年のうちで最も農作業中の
事故が発生しやすいこの時期。
特に次の点に注意して、事故

募

5月 11日㈭

事故防止のため
樹木の伐採にご協力ください

休館日

休
トレーニングジム･･･････ 午前10時～午後  9時
野々島 2441-1
（日曜日は午後7時まで）
☎348-2626
ホームページ
レストラン･･･････････････ 午前11時～午後  9時
（平日午後2時30分～5時は準備） http://www.u-benten.jp/

5月 4日(木･祝)、18日㈭
21日㈰、25日㈭
Facebook

非常勤職員募集
（学校給食調理員）
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泉････････････････････ 午前10時～午後11時

♨ 回数券の日

プール････････････････････ 午前10時～午後  9時

は、県が注意喚起を実施しま
すので次のことに注意してく
ださい。
注意喚起が行なわれたら
◦不要不急の外出は控える。
◦屋外での激しい運動はでき
るだけ減らす。
◦外出時はマスクを適切に着
用する。
◦室内の換気は必要最小限に
する。
◦洗濯物は室内に干す。
◦県と熊本市が公表する速報
値を気に掛ける。
▼問い合わせ先
環境衛生課（合志庁舎）
☎（２４８）１２０２
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10月までの期間限定です。大人には温泉券、子どもにはプ
ール券付き！飲み放題プランもあります。
◦基本料金 大人 3,000円 小・中学生 1,500円
※２日前までに要予約。大人２人から２時間制。
10人以上で無料送迎あり

●営業時間

回 歯とお口の健康展
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熊本再春荘病院の看護師による無料健康相談会を開催し
ます。血圧、血糖測定やＡＥＤ体験コーナーなどもありま
す。健康状態をチェックしてみませんか。
◦と き ５月10日㈬  午後１時〜４時
◦ところ １階ロビー

弁天
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看護フェスタで健康チェックしませんか

ユーパレス
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▼業務内容
学校給食調理、野菜洗浄裁
断、食器などの洗浄、食材
点検、清掃、その他
▼募集人員 若干名
▼条件資格 なし
▼勤務場所
旧西合志区域の学校給食調
理場または学校給食センター
▼勤務内容 月 日以内
午前８時 分〜午後４時
分（勤務場所により 分程
度違い有り）※応相談
▼報酬 時給８３０円
▼申込方法
申込書（給食センターに有）
と写真付き履歴書を給食セ
ンターへ提出してください。
▼申込期限 随時受け付け
▼任用期間
任用の日から平成 年３月
日まで
▼選考方法 書類審査と面接
▼その他 雇用保険に加入
▼申し込み・問い合わせ先
学校給食センター
☎（２４８）２１０２
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道路や歩道に張り出した枝
や、倒れる恐れがある樹木な
ど、樹木が通行の障害になっ
ている場所が多く見受けられ
ます。これらが原因で車両や歩
行者に事故が発生した場合は、
法律により樹木の所有者が責
任を問われる場合があります。
道路や歩道へ張り出した樹
木は、伐採や枝払いをお願い
します。また、普段の管理に
加え、強風や大雨のときなど
は特に注意をお願いします。
▼問い合わせ先
市道
建設課（西合志庁舎）
☎（２４２）１２７６
国道・県道
県北広域本部 維持管理課
☎０９６８（２５）２１６７
▼とき ６月４日㈰
午前 時〜午後３時
▼ところ 菊池郡市歯科医師
会館（菊池市大琳寺 ）
▼内容 歯科検診、お口の中
を見てみようコーナー、フ
ッ素塗布コーナー、学校法
人中島学園衛生士科学生に
よる劇、大道芸人によるシ
ョー、健康相談コーナー
▼参加費 無料
▼問い合わせ先
つつみ歯科医院（菊池市）
☎０９６８（４１）３４３４
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ＰＭ にご注意ください
2.5

５月24日㈬
午前10時スタート
（受付9時半から）
●ところ 御代志市民センター 講堂
●内 容 ①オープニング
ソプラノ 宮田由美さん
ピアノ 石田あいさん
②荒木義行市長の講話
●問い合わせ先
生涯学習課 生涯学習班（ヴィーブル）
☎248-5555
温

2.5

ＰＭ は、大気中に漂う直
径 マイクロメートル以下の
物質で、粒子が小さいことか
ら肺の奥深くまで入りやすく、
健康への悪影響が心配されて
います。
１日の平均濃度が一定の基
準を超えると予想される場合
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