
市民のひろば

　2月・3月に１００歳を迎えた皆さんに、市長から
お祝い状とお祝い金が贈られました。

100歳おめでとうございます

　３月９日、熊本ドライビングスクール（ＫＤＳ）がく
まモンのイラストが付いた“ゆるや傘”９００本を寄
贈しました。この傘は、雨の日の交通安全を願って、
４月に市内小学校へ入学する児童に贈られます。
　ＫＤＳ永

ながた

田佳
よしこ

子代表取締役は、「子どもたちが雨の
日も安全に登下校ができるように利用してもらいた
い。この傘を見かけたら優しい運転を心掛けてほし
い」と話しました。

　２月21日、熊本北合志地区安全運転管理者等協
議会合志支部が反射タスキ８５０本を寄贈しまし
た。同会を代表して片

かたしま

島直
なお や

哉支部長（ジェイティプ
ラントサービス㈱熊本支店）が市役所を訪問し、教
育長へタスキを手渡しました。
　このタスキは毎年、交通安全の願いを込めて市内
中学校の新入学生に贈られ、登下校時に活用されて
います。

　２月20日、合志マンガミュージアムで第3回妖怪・
忍者イラストコンテストの授賞式を行ない、受賞者
へ賞状と記念品を贈呈しました。ことしは６０６作
もの力作が揃い、キャラクターの設定や色遣いが秀
逸な28作品が入選しました。大賞を受賞した野

の だ

田
夏
かの ん

音さん（合志小４年）は「火の玉をモデルに描きま
した。受賞できてうれしい」と喜びを語りました。
受賞作品は同館ホームページで紹介しています。

交通安全を願って
ゆるや傘を９００本寄贈

中学生の安全な登下校を願って
反射タスキの寄贈

第３回妖怪・忍者イラストコンテスト
28人が受賞しました

左から荒木市長、永田代表取締役、岩男教育部長 左から片島支部長、中島教育長

受賞者と橋本館長
左から、河

かわうち

内夢
ゆ め の

乃さん(優秀賞)、野田さん(大賞）、西
にし

結
ゆ う あ

愛さん(優秀賞）

※本人の希望により写真は
掲載していません

木
きのした

下　ハルノさん
（大正11年２月24日生）

糸
いとなが

永　ハルエさん
（大正11年３月20日）

川
かわはら

原　文
ふみこ

子さん
（大正11年３月９日生）
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警察署だより

申…申し込み先　問…問い合わせ先　ヴ…ヴィーブル内　インフォメーションINFORMATION

詳しくは自衛官募集ホームページをご覧ください
申 問自衛隊熊本地方協力本部　菊池分駐所
	 ☎0968－24－2772

募集種目 受付期間 試験日 合格発表 資格

幹
部
候
補
生

一般

①3月1日㈫
　～4月14日㈭

②3月1日㈫
　～6月16日㈭ 

（飛行要員を除く）

①１次　4月23日㈯・24日㈰
　２次　5月27日㈮
　　　　～6月  2日㈭
　３次 
　（海）6月23日㈭～27日㈪
　（空）7月16日㈯～8月4日㈭

②１次　6月25日㈯
　２次　8月  1日㈪～  7日㈰

①１次　5月20日㈮
　２次　海・空飛行要員のみ
　　（海）6月16日㈭
　　（空）6月20日㈪
　最終
　　（陸）7月  8日㈮
　　（海）7月15日㈮
　　（空）8月26日㈮
②１次　7月22日㈮
　最終　9月22日㈭

大卒程度
22歳以上26歳未満
の人（20歳以上22歳
未満の人は大卒（見込
含）、修士課程修了者
など（見込含）は28歳
未満の人
院卒程度
20歳以上28歳未満
の人で、修士課程修
了者など（見込含）

歯科・
薬剤科

①１次　4月23日㈯
　２次　5月27日㈮
　　　　～6月  2日㈭

②１次　6月25日㈯
　２次　8月  1日㈪～  7日㈰

①１次　5月20日㈮
　最終　
　　（陸）　7月  8日㈮
　　（海）　7月15日㈮
　　（空）　7月15日㈮
②１次　7月22日㈮
　最終　9月22日㈭

専門の大卒（見込含）
20歳以上30歳未満
の人（薬剤科は20歳
以上28歳未満の人）

医科･
歯科幹部

2月1日㈫
～6月10日㈮

6月24日㈮ 7月29日㈮
医師・歯科医師の免
許取得者

技術海上幹部
技術航空幹部 3月1日㈫

～5月20日㈮

6月20日㈪

7月29日㈮

大卒以上の人で、応
募資格に定められた
学部・専門学科等を
卒業後、2年以上の業
務経験のある人

技術海曹
技術空曹

6月17日㈮
20歳以上の人で国家
免許資格取得者など

自衛官募集

　４月は入学、新学期のシーズンです。
　ドライバーが通学路付近を通る際に
は、子どもの飛び出しに注意して安全運
転をお願いします。

問い合わせ先　熊本北合志警察署　☎341－0110

犯罪発生
状　　況
（２月集計）

交通事故
状　　況
（２月集計）

区　分 ２月中 累　計
北合志署管内 25 54
うち合志市 8 19
主な発生犯罪 万引き、自転車盗など

区　分 北合志署管内 うち合志市
２月中 累　計 ２月中 累　計

発生件数 20 53 7 14
死者数 0 0 0 0
負傷者数 30 70 8 16

実施期間
４月６日（水）～15日（金）の10日間

交通事故死ゼロを目指す日　４月10日（日）
運動の重点
①子どもをはじめとする歩行者の安全確保
②歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転

意識の向上
③自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

春の全国交通安全運動について
試験区分 警察官Ａ（男性・女性） 警察行政

採用予定人員（程度） 男性 34人・女性 10人 6人
試験案内・

受験申込書配布 ４月上旬 ４月上旬

受付期間 4月21日（木）～5月13日（金） 4月21日（木）～5月8日（日）

第１次試験
試験日 7月10日（日） 6月19日（日）
試験内容 教養・論文 教養・専門・論文
合格発表 7月中旬 6月下旬

受験資格

次のいずれにも該当する人
◦32歳までの人（平成2年4月2日以降

に生まれた人）
◦学校教育法による大学（短期大学を除

く）を卒業または令和5年3月末まで
に卒業見込みの人（人事委員会が同等
の資格があると認める人を含む）

次のいずれかに該当する人
◦22歳～35歳の人（昭和62年4月2日

～平成13年4月1日生）
◦22歳未満の人（平成13年4月2日以

降に生まれた人）で、学校教育法によ
る大学（短期大学を除く）を卒業また
は令和5年3月末までに卒業見込みの
人（人事委員会が同等の資格があると
認める人を含む）

▼令和４年度警察職員採用試験日程（警察官Ａ・警察
行政）を発表しました

※原則インターネットによる申し込みになります。郵送による申し込みの場合は、試験区分によって申込締切
日が早まることがあります※第２次試験以降の日程の詳細などは、県警察ホームページをご覧ください
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