くらしの情報
お

ミツバチに対する
らせ 農薬危害防止

知

これからカンキツ類の開花が始ま
り、ミツバチが訪花する時期になり
ます。農薬を散布するときは、ミツ
バチに農薬による危害が生じないよ
う、近くの養蜂家と巣箱の位置や防
除計画などの情報を事前に交換する
とともに、ミツバチや巣箱に農薬が
かからないよう十分注意しましょう。

●問

県農業技術課
☎096・333・2381
県畜産課
☎096・333・2401
または最寄りの各広域本部（地
域振興局）農業普及振興課までお
問い合わせください。

お

老人福祉センター
らせ 閉館しました

知

福祉活動の拠点変更、施設の利用
減少などにより、３月31日で閉館し
ました。また、和水町シルバー人材
センター事務局は、福祉センター（社
会福祉協議会内）に移転しました。

お

山菜取りや山林の手入れなどで、
山へ入る季節を迎えます。春先は、
降水量が少なく空気が乾燥している
ことから、全国的に林野火災が多く
発生します。
林野火災の出火原因は、火気の取
り扱い不注意や、不始末によるもの
が全体の半数以上を占めています。
林野火災の大半は、一人ひとりの
注意で防ぐことができます。大切な
緑を火災から守るため、山に入った
ときや山林の周囲で火を使うときは、
次のことに注意し、林野火災の防止
に努めましょう。
◦枯れ草などのある火災が起こりや
すい場所では、たき火をしない
◦たき火の場所を離れる時は、完全
に消火する
◦強風時および乾燥時には、たき火、
火入れをしない
◦たばこの吸い殻は必ず消し、投げ
捨てない
◦火遊びはしない

●問

役場 本庁 総務課 消防交通係
☎0968・86・5720

役場 本庁 健康福祉課 福祉係
☎0968・86・5724

知らせ

必ずチェック最低賃金！

使用者も労働者も

熊本県特定（産業別）最低賃金
が改定されました。
１ 地域別最低賃金
熊本県最低賃金（時間額762円）
効力発生年月日

平成30年10月１日

２ 特定（産業別）最低賃金

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具、製造業

（時間額807円）
自動車・同附属品製造業、船舶製造・
修理業、舶用機関製造業

（時間額858円）
百貨店、総合スーパー

（時間額765円）
効力発生年月日

平成30年12月15日

特定（産業別）最低賃金には、適
用範囲があります。詳しくは最寄
りの労働基準監督署または下記ま
でお尋ねください。

●問

熊本労働局労働基準部賃金室
☎096・355・3202
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林野火災の発生
らせ 防止に努めましょう

知

●問

お

くらしの情報

山林や山林の周囲１キロメート
ルの範囲内での火入れをするとき
は、事前に届け出をお願いします。

●問

役場 総合支所 農林振興課
林務係
☎0968・34・3111
（内線725）

お

バスの現在位置を
らせ スマホで確認！

知

県内のバスの運行情報が、スマ
ホやパソコンから場所・時間を問
わず確認できるようになりまし
た。
（※高速バスおよび一部コミュ
ニティバスを除く。）
ネット環境があればどなたでも
簡単にご利用できます。詳しくは

バスきたくまさん

●問

産交バス
熊本バス
電鉄バス
都市バス

☎096・325・0100
☎096・378・3447
☎096・242・4300
☎096・312・5077

お

高齢者のための
らせ 無料職業紹介所

知

高齢者（おおむね65歳以上）の皆さ
んに、本人の希望と能力に応じた仕
事をご紹介します。

●とき

毎週 月・水・金曜日
午前10時～午後３時30分

●ところ

玉名市岩崎1004-1
熊本県有明保健所（総務福祉課内）

●その他

 事業主の皆さんから、高齢者に適し
た求人の申し込みを受け付けていま
す。詳しくはお問い合わせください。

●問

熊本県高齢者無料職業紹介所
☎0968・72・3240
℻0968・74・2195

お

「助けたい！」を
らせ 行動に

知

皆さんは、心肺蘇生法や AED を適
切に実施、使用することができます
か。救急車が到着するまでの間、その
場にいる人の一刻も早い適切な心肺
蘇生法の実施と AED の使用が、命を
救う重要なカギとなります。ひとりで
も多くの方に救命手当ての重要性を
知っていただき、心肺蘇生法を覚えて
いただくために、救命講習会を開催し
ます。また、この講習会を修了した方
には修了証カードを発行します。住民
の皆さんの参加をお待ちしています。

●とき

４月21日日

●ところ

午前９時～11時

玉名消防署２階会議室

募

３B 体操
集 してみませんか

ボール・ベル・ベルターなどの
補助具を使用することで、遊びの
要素を取り入れながら、だれでも
気軽に、そして体に無理なく運動
ができます。健康に関心のある
方、日頃、運動不足と感じている
方など、成人から高齢者まで年齢
は問いません。

●とき

毎月第１・２・４水曜日
午後７時30分～９時

●ところ

春富集会センター

●準備物

運動しやすい服装、水分

●問

（公社）
日本３B 体操協会
熊本北支部 公認指導士
服部衣代
☎090・7929・3791

募

フラダンス教室
集 受講生募集

講師が基本姿勢から丁寧に指導
します。初めての方でもお気軽に
ご参加ください。

●とき

５月８日水～７月31日水
午前10時30分～正午（90分）
全12回（毎週水曜日 月４回）
※４月24日水に、無料体験会を
行います。

●ところ

和水カヌー・キャンプ場 研修室

●参加料

月3,000円（月謝制）

●内容

●その他

●定員

●問

成人に対応した心肺蘇生法
（AED を用いた救命講習）
先着15人（事前に電話で申し込
みが必要です。）

●参加費
無料

●その他

以前に、普通救命講習会を受け
たことがある方は、修了証カード
をお持ちください。
参加申込人数が５人以上に満た
ない場合、開催を延期または中止
する可能性があります。

●問

玉名消防署 救急係
☎0968・73・7117

下記問い合わせ先にお電話くだ
さい。
和水カヌー・キャンプ場
☎0968・82・8414
℻0968・82・8414

募

会員を
集 募集しています

和水町には、障がい
を持つ人の福祉の増進
などを目的とした以下
の団体があります。
●和水町身体障がい者福祉協議会
和水町身体障がい者福祉協議会
は、身体障がい者の生活の安定と
福祉の増進を図ることを目的に活
動している団体です。
●精神障がい者家族会
統合失調症、うつ病、躁うつ病
などの精神疾患をもつ人を身内に
かかえる家族が集まり、同じ悩み
を語り合い、互いに支え合う会の
ことです。
会の趣旨は異なりますが、活動
の内容は、ともに「相互支援」
「学
習」
「社会的運動」になります。
１ 相互支援（助け合い）
「自分だけが悩んでいるのではな
かった」
「思いを受け止めてもらえ
た」など、仲間がいるという発見
を通して安心や癒しを得られる語
り合う場を提供し、レクリエー
ションや行事を開催し、相互の親
睦を深め、さらなる経験や活力を
得られます。
２ 学習（学び合い、知見を広める）
各研修会などに参加すること
で、病気や治療に関することだけ
でなく、福祉制度や障がい者に関
係する法制度、利用できる社会資
源などを研修会・講演会などを通
して学びます。
３ 社会的運動（外に向かっての働きかけ）
医療や制度などの改善を要求し
作業所やグループホームなど社会
資源の開発や運営にも力を入れて
います。現在、福祉制度や計画に
向けての当事者としての発言、署
名活動・陳情、会議への参加、広
報・啓発など、対外的活動が重要
な位置を占めるようになりまし
た。さらに自らがその経験や知識
を踏まえ相談を展開しているとこ
ろも増えてきています。
興味がある方は、下記までご連
絡ください。

催

第24回
し 和楽荘まつり開催

●とき

４月６日土
午前11時～午後１時30分

●ところ

和楽荘（デイサービスホール）

●内容

地域ボランティア団体や利用
者による歌や踊り、高校生によ
る和太鼓演奏、屋台（焼きそば、
焼き鳥など）やバザーの出店な
どがあります。最後にお楽しみ
抽選会もあります。

●参加費
無料

●問

和楽荘まつり実行委員会
（特別養護老人ホーム和楽荘）
担当 船津、鍋島
☎0968･34･2227

募

竹細工でカニを
集 作ろう

竹の素材を使ったものづくりイ
ベントとしてカニを作ります。皆
さんのご参加をお待ちしています。

●とき

４月21日日

午前10時～正午

●ところ

エコアくまもと

●対象者

幼児・小学生30人とその保護者
（応募多数の場合は抽選）

●応募方法

参加者の住所、氏名、学年（年齢）
を電話で連絡

●応募締切日
４月15日月

●内容

「エコアくまもと」にある竹を
使ってそれぞれの部位を組み立
てて、カニを作ります。

●問

公益財団法人熊本県環境整備事
業団「エコアくまもと」
☎0968・53・8500

●問

役場 本庁 健康福祉課 障がい福祉係
☎0968・86・5724
作成の例
（いずれかの１体を作ります。
）
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