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◆祝◆東陽産加温不知火

連覇

日（
金）
、氷川町 の「
道 の駅竜北」で、Ｊ

2

山本 正さ ん （
赤山）
山本 義夫さ ん （
赤 山）
黒田 修 一さ ん （
黒渕）

第 回全国学校給食
甲子園大会出場 ！

回全 国学校

日（
日）
、東陽給食

セ ンタ ーが 「
第

月
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平成 年 年 頭 のあ いさ つ
八代市東 陽支所長 松岡 猛

金賞
銀賞
銅賞

12

給食 甲子園」
大会に九州 ・沖
縄ブ ロ ック代表と して出場
しま した。
食育啓発や地産地消 の奨
励を 目的と したも ので、「
武
蔵 エンジ ニア部門」で優秀賞
を受賞 しま した。
栄養教諭 「
松 田英津 子」
さ
ん、調理員 「
黒川知尋」
さんが
大会 に出場し、献立 「
ヤ マメ
の塩焼き （
東陽 ・泉産 ）
」
が高
評価を得ま した。
大会を通して今後 の業務
にも活用していきた いと の
こと でした。
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月
14

Ａや つしろ果樹部会主催 の加温 不知火品評会が
開催されま した。
外観や糖 ・酸度 に ついて審査が 行われ、東陽町
の生産者 の方 ３名が各賞を受賞されま した。
受賞者 の皆さん、おめ でとうござ います。
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31

新年 、明 けまし ておめでとうござ います。
昨年中 は、行政運営 や地域振興 に多 大 なるご協
力 を いただき 心より感 謝申 し上げます。
昨年 を振り 返 ってみます と、 西日本豪 雨、北海
道 と大 阪 で発生 した地震、相次 ぐ大型台風 の上陸
など により、多 く の尊 い生命 や財産 が奪 われる と
いう痛 まし い災害 が多 く発生 しました。幸 いにし
て東 陽 町では大きな災害 や被害 はあり ません でし
たが、毎年 のよう に全 国各地 で大きな災害 が発生
し て います。改 めまして防災 体制 の充実 が大 切 で
あ る と痛感 した ところです。
皆様 の念 願 であり ました東 陽運動 公園 の改修 工
事 が、平成 . 年度末 には完成 いたします。昨年度
改修 しました東 陽 スポー ツセ ンター と共 に、 ス
ポー ツ ・文化 の交 流拠点 とし て多 く の皆様 に利用
いただき、地域 の賑 わ いが創出 されるも のと期待
し て います。
昨年 月 から、第 期 となる山村活性化事業
への取組 みを開始 しました。 組織体制 づくり、資
源調査 を行 いながら、まだ試行錯誤 の段 階 です
が、新たな地域 の特産 品づくり にも着手 した とこ
ろです ので引き続 き皆様 のご協力をお願 いしま
す。
昨年 も東 陽 まち づくり協議 会 を中 心に、多 方 面
にわたり地域住民 の皆様 の頑張り、連携 を実感 し
た 年 であり ました。誰もが住 みなれた地域 で幸
せを実感 でき る暮 ら し の実現を目指 し、皆様 と の
連携 をますます深 めながら、支 所職員 一同業務 に
取組 ん でま いり ます ので、 どう ぞ変 わら ぬご支援
をお願 いいた します。
新年 がより良 い年 となり ますよう、併 せ て皆様
方 のご健康 とご多幸 をお祈り申 し上げ、東 陽支所
を代表 して のご挨拶 と いた します。
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■ 平成31年 八代市成人式のご案内
八代市では「平成31年 八代市成人式」
を開催します。たくさんの新成人の方の
ご参加をお待ちしています。
■日 時：平成31年１月１３日（日）
午後２時開式（午後1時受付開始）
■会 場：八代市厚生会館ホール
■該当者：平成１０年４月２日～
平成１１年４月１日生まれで八代
市在住又は八代市出身の新成人
■主 催：八代市・八代市教育委員会
【問合せ先】生涯学習課 30-1110

■ 平成30年度の特定健診は
お済みですか？
平成30年度の健診をまだ受けていない人
は、指定された医療機関で平成31年1月31日
まで受診できます。お早めにお申し込みくだ
さい。
健診項目

対象年齢

特定健診

八代市国民健康
保険にご加入の
４０歳～７４歳
までの方

八代市消防団では、今年一年の無事を祈るた
め、消防出初式を開催します。お誘い合わせの
上、多数のご観覧をお待ちしています。
■と き 平成31年１月２７日（日）
午前９：００～
■ところ 球磨川河川敷（芝生広場）
※雨天時は八代総合体育館（小アリーナ）
【問合せ先】地域振興課総務振興係 65—2111

容

個人負担金

血液検査・
検尿・腹囲・
血圧測定・必
要な方には眼
底検査・心電
７５歳以上の方 図など

８００円

大腸がん検診 ４０歳以上の方 便の潜血検査

６００円

歯周病、噛合
７５歳以上の方 わせ等を調べ
る検査

４００円

高齢者健診

■ 八代市消防出初式が開催されます

内

高齢者歯科
健診

5００円

※受診する際は、受診券が必要となります。
【申込み・問合せ先】鏡保健センター
52-5277

■ 「人権おもいやりミニ講座」開催
■ 市税等の納期について
１月１０日（木）納期限のもの
◆ 農業集落排水使用料

１２月(１１月使用分)

◆ 浄化槽使用料

１２月(１１月使用分)

１月３１日（木）納期限のもの
◆ 固定資産税

４期

◆ 国民健康保険税

１０期

◆ 介護保険料

１０期

◆ 後期高齢者医療保険料

７期

◆ 簡易水道使用料

１月(１２月使用分)

※口座振替をご利用の方は、事前に口座の残高を

人権問題について学んでみませんか？
皆さんの参加お待ちしています。
■日 時：平成31年1月１9日（土）
午前10時～
■会 場：市役所仮設庁舎
■内 容：外国人の人権について
■講 師：中島 眞一郎氏
（コムスタカ外国人と共に生き
る会代表）
※参加費は無料です。
【申込み・問合せ先】 八代市人権啓発センター
電話 30-1711 FAX 46-1950

お確かめください。
※納付が遅れる場合は、必ず地域振興課市民サー

「八代市人権啓発センター」の紹介

ビス係までご連絡・ご相談ください。
【問合せ先】地域振興課市民サービス係

65-2111

1月の行事予定
■13日（日）14：00
八代市成人式（八代市厚生会館）
■20日（日）13：00
東陽方面隊規律訓練（東陽小グラウンド）
■27日（日）9：00
消防出初式（球磨川河川敷）

「人権いきいきふるさとづくり」の拠点と
して、平成23年4月に開設されました。八代
市役所千丁支所3階にあります。
主な業務としては、人権資料や作品の展
示、情報提供・啓発・広報、研修や講座など
の学習機会の提供、人権や子どもに関する相
談などを行っています。

