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旬 報
人と自然が織りなす芸術のまち
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人権作文フォーラム・イン・蒲生の開催について（住民課）
鹿児島地方法務局と霧島人権擁護委員連合会では，
「人権作文フォーラム・イン・蒲生」と
題して，次のとおり姶良市蒲生町で人権イベントを開催します。入場は無料ですので，皆様
の参加をお願いします。
【日
時】 １２月１０日（日） 午前９時３０分～午後零時３０分
【場
所】 蒲生公民館（姶良市蒲生町白男３４７番地）
【内
容】 小・中学校人権作文コンテスト優秀作品表彰式及び朗読
蒲生郷大楠少年太鼓による演奏
コントあおぞら（県内の小・中学校教諭で結成された３人組）による人権啓
発講演
【問合せ先】 鹿児島地方法務局霧島支局総務課 ℡：0995-45-0064

げんき湧くわく教室「わくわくレクリエーション大会」の開催について（保健衛生課）
げんき湧くわく教室は，生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に開催していま
す。今回は「わくわくレクリエーション大会」として，楽しいレクリエーションを中心にし
た運動を行います。お気軽にご参加ください。
【日
時】 １２月７日（木） 午前９時～午前１１時（受付：午前８時４５分から）
【場
所】 栗野体育館
【対 象 者】 おおむね７５歳までの方で医師から運動制限の指示がない方
【参 加 料】 無料
【持参するもの】 動きやすい服装，上履き（体育館シューズ等），水分補給用飲み物
【申込方法】 電話，または窓口にてお申し込みください。※当日受付も可能です。
【申込・問合せ先】 栗野保健センター ℡：74-3120
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（農林課）

農業用廃プラスチック類の収集を次の日程で実施します。
【日
時】 １２月１９日（火） 午前９時～午前１１時（栗野地域）
午後１時～午後 ３時（吉松地域）
【場
所】 吉松最終処分場
【負 担 金】 塩化ビニール：４２円／ｋｇ，ポリエステル：５２円／ｋｇ，
その他{農薬空容器（ポリ），育苗箱，ブルーシート，肥料袋，
育苗ポット}：５２円／ｋｇ，飼料袋（紙製）
：６４円／ｋｇ
【そ の 他】 ①農薬空容器については，必ず水洗いをしてください。
②梱包については，回収する品目と同じ材質で梱包し持参してください。
③農業用廃プラスチック類の処理上，委任状が必要となりますので，印鑑
を持参してください。現金は受け付けず，あいら農協の口座のみの振り込
みになります。
④産業廃棄物運搬車両ステッカーをお持ちの方は，車両にステッカーを貼
り，氏名を記入してください。
※不明な点は，お問い合わせください。
【問 合 せ 先】 栗野庁舎 農 林 課 ℡：74-3111（内線 2235）
吉松庁舎 農林土木課 ℡：75-2111（内線 3133）
あいら農協北部地域営農センター ℡：0995-54-1778

ふるさとバス定期券の申し込みについて

（企画課）

ふるさとバス定期券の申し込みを次のとおり受け付けます。申込用紙は，栗野庁舎 企画
課及び吉松庁舎 地域総務課にありますので，希望される方はお申し込みください。
種
類
学 年 等
期
間
金
額
年長組以外
１月９日～３月２３日
２，２２０円
幼稚園通園定期券
（３学期分）
年長組
１月９日～３月２０日
２，１３０円
１～５年生
１月９日～３月２３日
３，７００円
小学校通学定期券
（３学期分）
６年生
１月９日～３月２２日
３，６５０円
１・２年生
１月９日～３月２３日
７，４００円
中学校通学定期券
（３学期分）
３年生
１月９日～３月１３日
６，４００円
【申 込 締 切】 １２月８日（金）
【申 込 先】 栗野庁舎 企画課，または吉松庁舎 地域総務課
【定期券引渡日】 １２月１５日（金）
【定期券引渡先】 栗野庁舎 企画課，または吉松庁舎 地域総務課
【問 合 せ 先】 栗野庁舎 企画課 ℡：74-3111（内線 2262）

ふれあい子育てサロンの開催について（社会福祉協議会）
ふれあい子育てサロンを次のとおり開催します。地域での仲間づくりや子育てについてお
しゃべりしたい方，同世代の子どもさんと遊ばせたい方，これからお父さんお母さんになる
方，どなたでも自由に参加できますので，ぜひお越しください。
【開 催 日 時】 １２月８日（金） 午前１０時～正午
【開 催 場 所】 よしまつふれあいの家（吉松小学校正門横）
【内
容】 そば打ち体験
【問 合 せ 先】 社会福祉協議会 ℡：75-2200
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（住民福祉課）

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法により，現在，第十回特別弔慰金の請求を受け
付けています。請求期限は，平成３０年４月２日（月）までとなっています。期限を過ぎる
と，第十回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので，手続きがお済でない方は，お早め
に御請求ください。
【支給対象となる方】 平成２７年４月１日（基準日）において，「恩給法による公務扶助料」，
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者
の妻や父母等）がいない場合に，以下の順番で順位が先になる御遺族お
一人に支給されます。
支給対象者は，戦没者等の死亡当時の御遺族で
１．平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取
得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時，生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうか
で，順番が入れ替わります。
４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥，姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係があった方に限ります。
【支 給 内 容】
【請求・問合せ先 】

国債名称
額
面
吉松庁舎
栗野庁舎

第十回特別弔慰金国庫債券 い号
２５万円（５年償還）
住民福祉課 ℡：75-2111（内線 3111）
福 祉 課 ℡：74-3111（内線 2110）

湧水町駅前「屋台村」の開催について

（商工観光課）

町は，ＪＲ肥薩線・吉都線・旧山野線が通う「鉄道のまち」として栄えた歴史があります。
駅前の賑わいや活性化を図るため，吉松駅前において手作りの屋台村が開催されますので皆
様のご来場をお待ちしています。
【日
時】 １２月９日（土） 午後５時～午後９時 ※予備日：１２月１０日（日）
【場
所】 観光ＳＬ会館広場
【内
容】 ラーメン，お好み焼き，焼鳥，おにぎり，湧水プリンなど
※内容については，変更になる場合があります。
【前 売 り 券】 数に限りがありますが，お得な前売り券等を用意してあります。なお，
前売り券購入のお問い合わせ等は，次の電話番号へご連絡ください。
【問 合 せ 先】 湧水町駅前屋台村実行委員会（湧水町商工会内） ℡：74-2200

おはなしの森の開催について

（くりの図書館）

くりの図書館では，次のとおりおはなしの森を開催します。今回はクリスマスバージョン
で子どもたちの１年を締めくくる楽しいおはなし会を実施します。参加者にはプレゼントを
用意していますので，皆様の参加をお待ちしています。
【日
時】 １２月１７日（日） 午前１０時３０分から（４０分）
【場
所】 くりの図書館 おはなしコーナー
【内
容】 ボランティアグループ「くりのみ」等による大型絵本などの読み聞かせ
※予約は必要ありません。
【問 合 せ 先】 くりの図書館 ℡：74-1821

3

「旬報

ゆうすい」

平成２９年１２月１日（金）発行

第２８２号

里親募集説明会の参加者募集について
～あなたも里親になってみませんか～（福祉課）
里親制度とは，親の事故や病気などで様々な事情により自分の家庭で暮らすことのできな
い子どもを家族の一員として家庭に迎え入れ，児童福祉法に基づいて養育してくださる方（里
親）に養育をお願いする制度です。これについての紹介と里親募集のための説明会が開催さ
れますのでお気軽にお越しください。
【日
時】 １２月１５日（金） １回目：午後３時００分～午後５時００分
２回目：午後６時３０分～午後８時３０分
【場
所】 栗野中央公民館 ２階 農経技室
【内
容】 ＤＶＤによる制度紹介，概要説明，個別相談等
【問合せ先】 栗野庁舎 福祉課 ℡：74-3111（内線 2114）
県中央児童相談所 地域支援指導課 ℡：099-264-3003
児童養護施設若葉学園 里親支援専門相談員 ℡：0995-65-4313

役場臨時職員の募集について

（福祉課）

湧水町役場では，次のとおり臨時職員を募集しますので，希望される方はお申し込みくだ
さい。
【職
種】 介護認定調査員
【雇用期間】 １２月中旬～平成３０年３月３１日（更新可）
【賃金支払日】 翌月７日支払い（平成３０年１月は，１０日支払い）
【保険制度】 雇用保険，社会保険制度有（勤務形態により該当しない場合有）
※諸手当はありません。
（一部を除く）
【申込方法】 栗野庁舎 福祉課及び吉松庁舎 住民福祉課に備え付けの臨時職員採用登録
申請書及び履歴書等に必要事項を記入のうえ，提出してください。
【申込締切】 １２月１２日（火） 午後５時１５分
【申 込 先】 栗野庁舎 福祉課
【勤務内容】 (1)勤 務 日：月曜日～金曜日（祝日を除く）
(2)勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分
(3)業務内容：介護認定調査各種業務
(4)勤 務 地：栗野庁舎内
【募集人員】 １名
【応募資格】 看護師，介護福祉士等（医療介護機関で従事経験のある者）で６０歳までの
健康な者，自動車免許取得者，パソコン操作のできる者
【賃
金】 日額：８，７００円
【添付書類】 介護認定調査有資格に必要な写し（看護師，介護福祉士等）
【面
接】 後日，本人に連絡します。
【問合せ先】 栗野庁舎 福祉課 ℡：74-3111（内線 2111）

心配ごと相談所の開設について

（社会福祉協議会）

心配ごと相談所を次のとおり開設します。相談は無料で秘密は厳守されますので，お気軽
にご相談ください。
【開設日時】 １２月１９日（火） 午前９時～正午
【開設場所】 いきいきセンターくりの郷
【問合せ先】 社会福祉協議会 ℡：75-2200
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「わくわくサービス」子育て生活支援員（サポーター）養
成講座の日程変更について
（社会福祉協議会）
１１月１日（水）発行の旬報に掲載した「子育て生活支援員（サポーター）養成講座」に
ついて，日程等の変更がありましたのでお知らせします。子育て支援に興味のある方は，ぜ
ひご参加ください。
【日
時】 （変更後）１２月１３日（水） 午前１０時～正午
（変更前）１２月 ６日（水） 午前１０時～正午
【申込締切】 （変更後）１２月１１日（月）
（変更前）１２月 １日（金）
【場
所】 よしまつふれあいの家（吉松小学校正門横）
【内
容】 ・講義「子育ての現況について」 ・実技「読み聞かせ，歌，遊び」
・わくわくサービス事業説明
【申込・問合せ先】 社会福祉協議会 ℡：75-2200

平成２９年産農産物検査（そば）の申し込みについて

（農林課）

平成２９年のそばの作付・出荷に係る国からの交付金を受ける場合は，農産物検査が必須
となっています。検査はあいら農協で受けられますので，希望される方はお申し込みくださ
い。
【申込締切】 １２月１５日（金）
【申込・問合せ先】 あいら農協北部地域営農センター ℡：0995-54-1778

水道管の凍結防止について

（水道課）

これから本格的な寒さが到来します。水道管は気温がマイナス４度以下になると，凍結し，
破裂する可能性が非常に高くなりますので，各家庭で凍結防止対策に心掛けてください。
○凍結防止方法
・水栓柱及び蛇口等に保温材や布・毛布等を巻きつける。
・特に冷え込みが予測される時は，就寝前に浴槽などの蛇口を少し開けておく。
・太陽熱温水器や湯沸かし器等はあらかじめ水を抜いておく。
○凍結で水が出ない場合
・気温の上昇によって自然に溶けるのを待つ。
・凍った部分にタオルをかぶせ，その上からぬるま湯をゆっくりかける。
※熱湯をかけると水道管や蛇口を破損する場合があるので絶対にやめてください。
○破裂・水漏れした場合
・メーターボックス内の止水栓を閉めて水の流れを止めてください。
修理は「湧水町水道事業指定給水装置工事業者」に依頼してください。
【問合せ先】 栗野庁舎 水道課 ℡：74-3111（内線 2171）

第１１回 全国和牛能力共進会において

湧 水 町
和 牛 日 本 一！
第６区高等登録群優等賞１席（農林水産省大臣賞）
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