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最寄りの供給センター



問

義援金箱を

設置しました。

必ずチェック最低賃金！

その他

回収処分を希望する人は、印鑑をお持ちの上、下記の JA 回収場所へお申し込みく
ださい。
長期にわたる保管で、包装が弱くなり中身がこぼれるなどの事故がおきる場合が
ありますので、取り扱い・持ち込みには充分注意してください。

平成30年
北海道胆振東部地震災害

使用者も、労働者も

費用など

回収処分費用は、法律上、事業者（農業者）自らの負担が必要です。処理料金は持参
された量により、キログラム当たり100円（税込）の負担となります。
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① 残量が少ない液体を、ひとつのびんにまとめない（反応して有毒なガスが発生する）
② 粉剤で、梱包が破れる恐れがある場合は、そのままビニールの袋に入れる
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熊本県の最低賃金が改定され
ました。
時間額 762円

梱包方法

30

年 月 日から）

全農薬（肥料・廃油などは回収しません）

（平成

対象

午前 9 時～
回収場所 和水町の各供給センター
午後 3 時

この最低賃金は、県内すべて
の事業所、労働者に適用されま
す。
詳しくは、熊本労働局労働基
準部賃金室または最寄りの労働
基準監督署にお尋ねください。
●問
熊本労働局労働基準部賃金室
☎096・355・3202

11月13日 火

県立青少年の家を利用
しませんか

回収日時

小中学校の集団宿泊教室以外
でも、県立青少年の家が利用で
きます。
●問
天草青年の家
☎０９６９・５６・１６５０
菊池少年自然の家
☎０９６８・２７・００６６
豊野少年自然の家
☎０９６４・４５・３８５５
あしきた青少年の家
☎０９６６・８２・３０９２

不必要農薬の回収をします！

倉庫の奥に不必要な農薬はありませんか？
農薬は、産業廃棄物となるため、きちんとした産業廃棄物処理業者へ処分を委託しなくてはな
りません。もう使わない、処分にお困りの農薬を JA で一括回収し、産廃収集・処理業者に委
託の上、処分します。



☎050・5540・2086
☎050・3816・1758



軽自動車検査協会熊本事務所



問 熊本運輸支局

 

中板：8,400円
大板：12,500円
1,000円以上（フルカラー希望の場合のみ必要）

連合会
☎096・312・3310
℻096・312・3312
担当 大塚・日隈

寄付金
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また、子育てに悩んでいる保
護者の方も相談することができ
ます。
児童虐待防止推進月間につい
て
●問
厚生労働局 子ども家庭局 家
庭福祉課 虐待防止対策推進室
☎０３・3595・2166
内線 4896

交付手数料
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月１日は世界エイズデー

くまモンがデザインされた熊本版図柄入りナンバープレートを、
10月１日
（月）から交付しています。図柄ナンバー申し込みＨＰ
または問い合わせ先の窓口から申し込みできます。

31

12

有明保健所では、毎週火曜日
に無料・匿名で HIV 検査を実
施しています。
エイズは、HIV というウイ
ルスに感染して起こる病気で
す。感染から発病まで、数年の
潜伏期があり、感染していても
早期に発見し治療を始めること
で、発病を予防することができ
ます。
検査は事前予約が必要です。
検査を希望する人は有明保健
所までご連絡ください。
●問
熊本県有明保健所
☎0968・７２・2184

熊本版図柄入りナンバープレート交付開始！
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お知らせ

個 人 会 員： 3,000円
法人・団体会員：20,000円
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「平和の礎」追加刻銘

①オリジナル会員証発行
リストバンドの配布
② 直筆サイン色紙の配布
（法人・団体会員のみ）
③ホームページに法人・団体名
を記載
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年度

年会費

年会費

個 人 会 員： 3,000円
法人・団体会員：10,000円
高校生以下会員： 500円

個人会員58人、法人１社
（2018年9月30日現在）
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平成

会員特典

① オリジナル会員証発行と
ステッカーの配布
② 会報発行と試合観戦へのご優待
③ 法人会員はニュースレターや
応援サイトに法人名を記載

会員特典

個人会員148人、高校生以下会員
31人、法人7社（昨年度会員数）

〒865-0116 和水町 門553-1
☎090・8400・0722
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〒861-0911

事務所
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後援会

会員内訳

和水町上十町105
旧緑小学校十町分校
☎080・5607・7277

問バドミントンプレーヤー廣田彩花
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運営事務局

55
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後援会

東京オリンピック出場・
金メダル獲得に向けて
日々の練習に励んでいま
す。

●講師
宮本千恵子氏
（玉東町教育委員会学芸員）
●参加費 200円（当日徴収）
●持参品 筆記用具
●問
大麻文化会館
☎0968・７ ・5811

問熊本ヴォルターズ柿内輝心選手

会員内訳

現在、柿内輝心選
手（熊本ヴォルター
ズ所属）と廣田彩花
選手
（岐阜トリッキー
パンダース所属）の
後援会の会員を募集
しています。
皆さん、和水町出
身の二人の今後ます
ますの活躍を願って、
一緒に応援しましょ
う。
後援会に入会した
い人は、次の問い合
わせ先までご連絡く
ださい。

Ｂ ２ リ ー グ 優 勝・Ｂ １
リーグ昇格を目指して
日々の練習に励んでい
ます。

国籍を問わず、沖縄戦などで
歳からのお仕事支援
亡くなられたすべての人々を対
清掃スタッフ講 習
象に、沖縄県で刻銘された人・
受講生募集

刻銘をされていない人につい
清掃に係る知識・技能を習得 て、遺族からの申し出により、
して、清掃会社や施設管理会社 新 た な 追 加 刻 銘 者 ･ 修 正 者 お
などでの就職を目指します。
よび削除の受け付けをします。
●講習期間
（
条件がありますのでお問い合わ
月 日火～ 月 日水
せください。）
●定員
人
●受付締切
月 日金
●申込締切日
月 日月
●問
●実施場所
本庁 健康福祉課 福祉係
玉名市文化センター
☎0968・８６・5724
●受講料 無料
●申込方法
月は
・高齢者スキルアップ・就職
児 童虐待防止推進月間 です
促進事業受講申込書に必要
事項を記入後、連合会まで
児童相談所全国共通ダイヤル
お持ちください。
「☎１８９（いちはやく）」へか
・ＦＡＸ、郵送、連合会ホー けると、お住まいの地域の児童
ムページからの申し込みも 相談所につながります。相談に
できます。
関する秘密は守られます。
●問
虐待を受けていると思われる
公益社団法人
子どもがいたら、すぐにご連絡
熊本県シルバー人材センター ください。

後援会に
入りませんか？

平成３０年９月６日に発生した北海道胆振地方東部を震源とする最大
震度７の地震により、北海道に大きな被害がでました。
この被害で被災された方々を支援するため、次のとおり、義援金箱
を設置しました。
お寄せいただいた義援金は、全額、日本赤十字社を通じて被災地に
お届けします。
みなさまの温かいご支援をよろしくお願いします。
○設置場所 本庁税務住民課および支所住民課の窓口
○設置期間 平成３1年１月３1日（木）まで
問 日赤和水町分区（和水町社会福祉協議会） ☎0968・34・2366
本庁 総務課 行政係 ☎0968・86・5720
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