㎝のEDレンズを使用した大口

は︑日本で初めて導入された口径

タリウム﹂があります︒至近距離

した︑自称﹁日本一小さいプラネ

ていたプラネタリウム装置を改良

廃校になった小学校に保管され

候が良ければ︑長崎半島から阿蘇

挟んで島原半島︑雲仙普賢岳︑天

ます︒また︑天草諸島︑有明海を

テラスからは︑八代平野を見渡せ

観測室ドームの外周に作られた

今年は︑新型コロナウイルス
感染症の影響により帰省や旅行
を控え︑休日を八代で過ごす人
今回は︑意外と知られていな

も多いと思います︒
い 夏の星空観賞や天体観測が
体験できる﹁さかもと八竜天文
台﹂の魅力を紹介します︒
﹁望遠鏡を持ってない﹂
﹁星に
興味がない﹂そんな人でも︑今年
はぜひ家族や友人︑恋人と八代
の星 空 を 見 な が ら “
ま ん て ん”
な休日を過ごしてみませんか︒

▶標 高 約 ５ ０ ０ｍの 八 竜 山 の 山 頂 付 近
に 位 置 す る さ か も と 八 竜 天 文 台︒旧
坂本村の森林体験交流センターとし
て開館し︑今年で 年目︒

われ︑ 年ぶりに木星と土星が大接

今年は天文現象の当たり年とも言
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環のある土星・木星の観察好期

８月12日頃

ペルセウス座流星群の極大

10月

火星準大接近

12月14日頃

ふたご座流星群の極大

12月21日頃

土星・木星大接近
▶テラスから見える市内の夜景

景を楽しめます︒

城の天守閣も見えるすばらしい夜

夜にはライトアップされた熊本

７月〜９月

現象を豊富に見ることができます︒

近します︒肉眼でも観測できる天文

20

象
現
観察時期

今 夜︑
星を見に行こうよ
〜 八代に輝く ★
さかもと八竜天文台 〜

日本最大級

屈折式天体望遠鏡です︒望遠鏡を

で投影される星空の下に寝転ぶ

山まで楽しむことができます︒

見えるのは
星だけじゃない

のぞくと︑月の模様まですっきり

と︑まるで本物の星空の中にいる

日本一の
プラネタリウム

とした像を見ることができます︒

ような体験ができ︑カップルや家

さかもと八竜天文台最大の魅力

望遠鏡の接眼レンズに直接スマ

族連れにピッタリ︒

能できます︒

大な星空を堪

座などでも壮

に赴く出前講

入︒学校など

ネ タ リ ウ ム﹁メ ガ ス タ ー﹂を 導

一粒鮮明に映し出すデジタルプラ

さらに今年は天の川の星を一粒

ートフォンを当てて撮影すると︑

その他にも︑反射式天体望遠鏡
や手作りの対空双眼鏡も完備され
ており︑小さな星から惑星までさ
まざまな天体観測が楽しめます︒

!?

《主な天文現象》

2
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!?

望遠鏡と同じきれいな像を撮るこ
ともできます︒

▲スマートフォンで撮影した
月の画像
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今夜、星を見に行こうよ

特集
今夜、星を見に行こうよ
特集

特集

突撃インタビュー

今夜、星を見に行こうよ

さかもと八竜天文台のココがオススメ

妻の趣味だったカメラに自身
も興味を持ち、一年ほど前か
ら家族や写真仲間と頻繁に訪
れるようになったという上村
さんに聞きました。

考古学好きで博物館学芸員の
資格を持ち、落語研究会で培
われたユーモラスな解説のと
りこになる人が続出の稲葉台
長に聞きました。

上村 健一
美穂

インタビュー

さん
さん

学校や教科書では学べない
結音（ゆいと）くん
愛香音（あかね）さん
“本物の天体観測” を体験で
（鏡町）
きるのが良いですね。子ども
たちはプラネタリウムがお気に入りでいくつも星座
を覚えました。夜景もきれいでスマートフォンでも
十分良い写真が撮れるので気軽に楽しめます。

インタビュー

稲葉 洋一

さん

通常、大型の天体望遠鏡は星 （さかもと八竜天文台 台長）
を捉えるのに時間がかかり観察できるのは１日１〜
２個程度ですが、ここの望遠鏡は高性能なので、い
くつも観察できるのが醍醐味です。また、貸出用の
双眼鏡はすべて２倍以上の高品質双眼鏡なので、双
眼鏡で観望会ができるのは珍しいと思いますよ。

初めて行く人に向けてのメッセージ
初めて行く人に向けてのメッセージ
天文台までの道のりは険しいですが、坂道を越えた
先に待っている星空は最高です。

天文現象を
みんなで楽しもう

７月・８月のイベント情報
（費用は入館料のみ）

星の基礎知識から銀河の話まで職員が丁寧に解説し
ます。何でも答えますのでたくさん質問してくださ
い。

★
楽しさ２倍 ★

さかもと八竜天文台＋α

一日中楽しめる空間づくり

天文台のある八竜山自然公
園には、キッチンや風呂ト
イレが完備されたロッジや
コテージの宿泊施設があり
ます。昼間はプラネタリウ
ムや広大な景色、バーベキ
ューを楽しみ、夜間は天体
観測や夜景を満喫できます。

７月

七夕観望会

※雨天・曇天中止

４日
（土）
〜６日
（月）

午後１時〜10時
七夕の物語に登場する織
姫星や彦星、カササギの
橋を観察。
短冊飾りも設置予定。

夏休み天体観望会 ※火曜日は休館

22日
（水）
〜８月31日
（月）午後１時〜 10時
昼：太陽や一等星レグルスなどの観察
夜：木星・土星、夏の大三角などを観察

８月

ペルセウス座流星群観望会

※雨天・曇天中止
12日
（水）午後９時〜午前０時
（極大は午後10時ごろのため特別開館）

旧暦七夕観望会

※雨天・曇天中止

※25日㈫は休館日

（アルファー）

お土産の
ラインアップも豊富
熊本県内専用の星座早見盤（50
円）やオリジナルのハンドメイ
ドアクセサリー（300円）など、
記念になるお土産がたくさんあ
ります。

さかもと八竜天文台
八竜天文台公式
キャラクター
パーロン

22日
（土）
〜26日
（水）午後７時30分〜10時
＊イベントの詳細は
「さかもと八竜天文台」
のホームページ
をチェック!

施設案内

●住
所 坂本町中谷は335-2
●開館時間 午後１時〜10時
●定 休 日 毎週火曜日・水曜日 ※夏休み期間：毎週火曜日
●入 館 料 310円（大人）、150円
（学生）、無料（未就学児）
●交通アクセス 車／八代IC、八代南ICから約40分
●駐 車 場 （無料）
自家用車15台、
中型バス２台
●問 合 せ 45-3453
さかもと八竜天文台HP

８月
Yatsushiro 2020.7
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新型コロナウイルス感染症の
影響を受けている皆さんへの

事業者への支援
持続化給付金
（国）

1人あたり10万円
申請期限：令和2年8月7日㈮まで

特別定額給付金事業
推進室コールセンター
☎43-5511

ひとり親等世帯臨時特
別給付金
（国）

①児童扶養手当受給世帯等への給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※令和2年6月分児童扶養手当を受給した
人など
②収入が大きく減少した児童扶養手当受給
世帯などへの給付
1世帯5万円

こども未来課
☎33-8721

八代市農林漁業者等
事業継続対策特別支
援金
（市）

（農）
農林水産政策課
定額：20万円（法人）
☎33-4117
10万円（個人事業者）
水産林務課
※ひと月の売上が前年同月と比べ50%以 （林・漁）
☎33-4119
上減少した農林漁業者など

教材費・学用品費等の
助成
（市）

令和2年の収入状況が生活保護法の要保護
世帯と同等と認められる幼稚園、保育園及
び小・中学校の保護者へ助成

(幼・小・中)学校教育課
☎30-1673
(保)こども未来課
☎33-8721

上限15,000円/人×休業日数
助成率：最大80％
(解雇等を行わない場合最大100％)
※売上が5％以上減少し、一時的な休業等
により労働者の雇用を維持した事業主

給食費の助成
（市）

令和2年の収入状況が生活保護法の要保護
世帯と同等と認められる小・中学校の保護
者へ給食費を助成（学校へ直接支払い）

教育政策課
☎30-1671

住居確保給付金
（市）

原則3カ月(最長9カ月)間の家賃相当分の給
付金を家主へ支給
※住居を喪失した人または住居を喪失する
おそれのある人

生活援護課
☎33-8722

緊急小口資金
（社協）

1世帯10万円以内【特例20万円以内】
償還期限：2年以内(無利子・保証人不要)
据置期間：1年以内

総合支援資金
（社協）

単身世帯月15万円以内【貸付期間:3カ月以内】
2人以上世帯月20万円以内【貸付期間:3カ月以内】
償還期限：10年以内(無利子・保証人不要)
据置期間：1年以内

上限：5万円【飲食店・宿泊業などの対象業種あり】
※令和2年1月以降、感染防止対策を行っ
た事業者に経費の８割相当額を補助

八代市中小企業等新
型コロナウイルス感染
症消毒費補助金
（市）

上限：10万円
※感染患者が発生または訪問のあった事業
者が実施した消毒・清掃などの経費を補助

融資への利子補給

資金繰りが悪化し今後の経営に支障をきた
すおそれのある農林漁業者や、直近１カ月
の売上が前年同月比で減少した商工業者な
どが国・県の融資を受けた際の利子を補給

商工･港湾振興課
☎33-8513

収 入 減や失 業な
どで困っている人

収 入 減や失 業な
ど により生 活 資
金で困っている人

詳細はこちらから

熊本国税局
☎0120-948-540
熊本県県南広域本部収納課
☎33-2184
納税課☎33-4109

法人市民税の申告・納
付期限の延長

法人市民税の申告・納付が期限までに困難
な事業者に対して、やむを得ない理由がや
んだ日から 2 カ月以内まで期限を延長

市民税課
☎33 -4107

市公共料金の猶予など

水道・簡易水道料金、下水道・浄化槽・農
業集落排水施設使用料、下水道受益者負担
金などの納付が一時的に困難な事業者に対
する支払期限延長や分割納付

水道局
☎32-7194
下水道総務課
☎33-4147

収 入 減のため税
や公共料金などの
納付が難しい人

八代市社会福祉協議会
☎62-8228

令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)
で、前年同期に比べ収入が20％以上減少
している人

熊本国税局
☎0120-948-540
熊本県県南広域本部収納課
☎33-2184
納税課☎33-4109

国 民 年 金 保 険 料の免
除・猶予

令和2年2月以降に収入が減少し、かつ当年
中の所得見込みが、現行の国民年金保険料
の免除等の水準になることが見込まれる人

国保ねんきん課
☎33-4105

市公共料金の猶予など

水道・簡易水道料金、下水道・浄化槽・農
業集落排水施設使用料、下水道受益者負担
金などの納付が一時的に困難な人に対する
支払期限延長や分割納付

水道局
☎32-7194
下水道総務課
☎33-4147

市税などの徴収猶予
（1年間の徴収猶予）

猶予・減免

猶予・減免

令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)
で、前年同期に比べ収入が20％以上減少
している事業者

厚労省相談センター
☎0120-60-3999
熊本労働局
☎096-312-0086

大学生等1人につき5万円
熊本県電話対応窓口
熊本県生活困窮大学生 申請期限：令和2年9月15日㈫まで
等のための給付金
（県） ※県内及び県外に進学した大学生などのうち、 ☎096-333-2738
生計維持者の住民税が非課税である学生

付

八代市新型ウイルス感
染症予防対策支援補
助金
（市）

事業継続支援金専用相談
窓口
（コールセンター）
☎096-333-2828

子育て世帯

貸

資

Yatsushiro 2020.7

特別定額給付金
（国）

熊本県事業継続
支援金
（県）

融
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すべての人

（ 7 月 1 日時点実施中または実施予定）

上限：20万円（法人）
10万円（個人事業者）
※ひと月の売上が前年同月と比べ30%以
上50%未満減少した事業者

市税などの徴収猶予
（1年間の徴収猶予）
収入減のため税
や公共料金など
の納付が難しい
事業者

持続化給付金事業
コールセンター
☎0120-115-570

給付・助成

給付・助成
融資を受けたい
事業者

上限：200万円(法人)
100万円(個人事業者)
申請期限：令和3年1月15日㈮まで
※1カ月の売上が前年同月比で50%以上減
少した事業者

個人
（世帯）
への支援

家賃支援給付金
（国）

雇用調整助成金
（国）
【コロナ特例】

感染防止対策や
消毒・清掃を行
った事業者

（ 7 月 1 日時点実施中または実施予定）

上限：月100万円(法人)
月50万円(個人事業者)
※令和2年5月〜12月のいずれか1カ月の ※決定次第
お知らせします。
売上が前年同月比で50％以上減少また
は連続する3カ月の売上高が前年同期比
30％以上減少した事業者（最大6カ月分）

売上が減少した
事業者

従業員を休業
させた事業者

支援一覧

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている皆さんに対して、国、県、市などがさま
ざまな支援を実施（予定）しています。主なものを紹介しますので、活用ください。
各支援内容の詳細は、市ホームページで確認または問い合わせください。
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その他の新型コロナウイルス感 染症に関する支援策
感染防止に関する支援

(令和２年６月補正予算)

子育てと学びの支援

医療・福祉・教育・衛生従事者への支援

6,205万円

「ＧＩＧＡ
（ギガ）スクール構想」実現に向けた環境整備

◇夜間急患センターにおける衛生用品や空気清浄機、衝立などの設置・購入
◇介護保険施設・障がい者施設への非接触型体温計の配布
問合せ 長寿支援課☎33-4145、障がい者支援課☎35-0294
◇私立保育所、放課後児童クラブやこどもプラザなどへ１事業所あたり50万円を補助
問合せ こども未来課☎33-8721
◇小、中、支援学校や幼稚園における消毒液やフェイスシールドなどの購入
◇環境センターにおける衛生用品購入や受付棟増築、電解水生成装置の導入

◇全ての学校施設へのネットワーク環境整備
◇児童・生徒ひとり１台のパソコン端末整備
◇ＧＩＧＡスクールサポーターの設置

市民の文化芸術活動などを映像配信するための支援

休校に伴う夏季・冬季休業の短縮などへの対応

160万円

◇オンラインやケーブルテレビなどで映像配信するための制作費用

避難所における対策

◇ワンタッチ間仕切りなどの設置や除菌シート・フェイスシールドなどの購入

◇非接触型体温計や空気清浄機の購入

休校に伴う放課後児童クラブ特別開所への対応

1,412万円

放課後児童クラブの利用自粛要請に係る利用料の減免補助
◇利用料減免を行った放課後児童クラブへの補助

問合せ

567万円

こども未来課☎33-8721

地域経済の回復と活性化の支援

安心できるくらしを維持するための支援
小・中・特別支援学校休校に伴い停止した給食の補償

「い草」や「花き」の生産者支援とイメージアップ
570万円

◇給食停止に伴う食材納入などの事業者への補償金

傷病手当金の支給（国民健康保険加入者）

1,000万円
国保ねんきん課☎33-4113

料金還付や売上減少に伴う指定管理者制度導入施設に対する事業継続支援 4,030万円
◇商工施設、観光施設や社会体育施設に係る指定管理者への減収補償や支援

市職員の分散・在宅勤務や遠隔会議などICT高度化のための環境整備 2,220万円
◇パソコン端末などの購入

3,819万円

73万円

◇エフエムやつしろにおけるスポットＣＭ放送

◇感染または感染疑いのある被用者へ傷病手当金の支給
問合せ

◇私立保育所、放課後児童クラブなどの職員に1人あたり2万円を支給
問合せ こども未来課☎33-8721

◇小学校休校期間中に臨時的に開所した放課後児童クラブへの委託料

268万円

市の感染症対策や支援策に関する広報

民間の保育所、放課後児童クラブなどの従事者への応援給付金の支給 3,400万円

◇学校支援職員、学習支援員やスクールサポートスタッフなどの配置

1,788万円

コミュニティセンターや博物館における対策

10億5,727万円

7,041万円

◇市有施設の畳替え、畳張替え促進事業補助金の拡充や旅館などの畳張替え促進補助
◇市内産の花きを使ったフラワーアレンジメントを医療、福祉施設などに飾る経費

観光復興に向けた各種キャンペーンへの支援

6,230万円

◇観光客を呼び込むためのキャンペーンとして行う宿泊割引や周遊、自主イベントなどへ
問合せ 観光・クルーズ振興課☎33-4115
の補助

商店街活性化に対する支援

410万円

◇にぎわいを創出するために商店街や社交飲食業組合が行う新規イベントなどへの補助
問合せ 商工・港湾振興課☎33-8513

生活交通維持・活性化を目的としたタクシーチケット割引事業に対する支援 600万円
◇タクシー協会が行うタクシーチケット割引販売事業への補助
問合せ

企画政策課☎33-4104

新型コロナウイルス感染症関連情報、最新情報 は市ホームページで確認ください。
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令和２年度

介護保険料のお知らせ
令和２年度の市町村民税の課税状況が６月で確定したことに伴い、
65歳以上の人の令和２年度介護保険料（年額）が決定しました。
問合せ

７月中旬に保険料の
お知らせを送付します

４月１日現在の被保険者本人と世帯員の前

年中の所得に対する市町村民税の課税状況に

より保険料が決定しましたので︑７月中旬に

はがきや封書で納付書を送付します︒

保険料の納付方法

18

特別徴収︵年金天引き︶の人

現在受給している年金の年額が 万円以上

の人は特別徴収となり︑年金支給の際に保険

料が差し引かれます︒手続きは必要ありませ

ん︒

年金の年額が 万円以上でも︑次のような

場合は普通徴収になります︒

・年度の途中で 歳になったとき

・年 度 の 途 中 で 他 の 市 区 町 村 か ら 転 入 し た

とき

・年度の途中で所得段階の区分が変更となっ

たとき

・年度の初め︵４月１日︶の時点で年金を受

けていなかったとき など

普通徴収の人

特別徴収の条件に当てはまらない人は普通

徴収となり︑市から送付する納付書で納期限

までに納めてください︒

※口座振替による納付もできます︒

18

☎32-1175

令和２年度の保険料をチェックしてみましょう

《スタート》

はい

生活保護を受けている
いいえ
市町村民税が課税されている
いいえ

はい

65

長寿支援課

いいえ

同じ世帯に市町村民税が
課税されている人がいる

はい

第１段階
【本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額の合計】
・80万円以下 ⇒ 第１段階
・80万円を超え120万円以下 ⇒ 第２段階
・120万円を超える ⇒ 第３段階
【本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額の合計】
・80万円以下 ⇒ 第４段階
・80万円を超える ⇒ 第５段階

所得段階

保険料年額

第１段階

23,400円

第２段階

39,000円

第３段階

54,600円

第４段階

70,200円

第５段階

78,000円

第６段階

93,600円

第７段階

101,400円

第８段階

117,000円

第９段階

132,600円

基準額×0.3
基準額×0.5
基準額×0.7
基準額×0.9
基準額

基準額×1.2

【本人の前年の合計所得金額】
・120万円未満 ⇒ 第６段階
・120万円以上200万円未満 ⇒ 第７段階
・200万円以上300万円未満 ⇒ 第８段階
・300万円以上 ⇒ 第９段階

基準額×1.3
基準額×1.5
基準額×1.7

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、世帯の生計を主として維持する人の収入が著しく減少したなど、
一定の条件に該当する介護保険の第１号被保険者（65 歳以上）は、保険料が減免される場合があります。
＊詳しくは長寿支援課まで問い合わせください。
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国民健康保険
問合せ

国保ねんきん課 保険税係☎33-4113

8月に保険証が変わります（黄色→桃色）
本市の国民健康保険被保険者証（保険証）の有効期限は、7月31日㈮ま
でです。（一部の人を除く）8月1日㈯から使用する新しい保険証は、桃色
で、7月上旬に簡易書留で郵送しますので、必ず受け取りをお願いします。

国保税の納付書を送付します
令和2年度の課税所得（令和元年中の所得）が確定し、国保税の年税額を本算定しましたので、納付書を７月
中旬に、世帯主宛に送付します。世帯主が国保加入者でない場合でも、納税義務者は世帯主になります。
第4期（7月）以降は、本算定した年税額から、第1期〜3期（4月〜6月）の課税額を差し引き、残りの金額を9
カ月間（7月〜3月）で調整した額を納めることになります。

軽減判定所得の拡大
低所得者世帯には、均等割と平等割の軽減が法で定められて
います。
国保税の軽減判定所得の基準が見直され、令和2年度の本算定
から、5割軽減と2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得が、
拡大されました。

課税限度額（年間最高額）の変更
国保税額の算出額が課税限度額を超えた場合は、課税限度額
が国保税額となります。その課税限度額が右記のとおり変更に
なりました。

倒産や解雇などで離職した人に対する軽減制度

均等割と平等割が軽減される世帯
７割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦33万円

５割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦33万円
＋加入者数×28.5万円

２割軽減
の世帯

前年の総所得金額等≦33万円
＋加入者数×52万円

※前年の総所得金額等は、
「世帯主」・「国保加入者」・
「国保から後期高齢者医療制度へ移行した人」の前
年の総所得金額等合算

［現行］

［改定後］

分

61万円

63万円

後期高齢者支援金分

19万円

19万円

介護納付金分

16万円

17万円

96万円

99万円

医

療

合

計

倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した「非自発的失業者」に対する国保税や高額療養費などの自己負担限
度額が軽減される制度が実施されています。
軽減内容
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、該当する人の給与所得を100分の30とみ
なして国保税を決定します。給与所得以外は軽減されません。
対象者
次の３つすべてに当てはまる人が対象になります。
・国民健康保険に加入している
・離職日時点で、65歳未満
・離職時に交付された「雇用保険受給資格者証」の離職理由（数字２桁）が次のいずれかに該当する
倒産、解雇などによる離職
離職理由コード･････････11・12・21・22・31・32
雇用期間満了などによる離職
離職理由コード･････････23・33・34
※ 詳しくは、市ホームページを確認、または問い合わせください。
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限度額適用認定証の申請・更新手続き
【入院や高額な外来診療を受けるとき】
国民健康保険加入者は、事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが世帯の
所得に応じた自己負担限度額となります。認定証は申請月の初日から有効です。また、住民税非課税世帯は入院
時の食事代も安くなります。
なお、70歳未満で国保税の滞納がある世帯の人には、原則として認定証は交付できません。
申請に必要なもの･･･認め印、保険証、マイナンバーがわかるもの、直近に納めた国保税の領収書（口座振替・
特別徴収以外の人）
【令和２年８月１日以降も、入院や高額な外来診療で認定証が必要な場合】
更新の手続きをお願いします。受付期間は、令和２年７月１日㈬から８月31日㈪までです。
国保税の納付確認ができない場合や、市外からの転入者で課税状況が不明な場合などは、窓口で即日交付でき
ないことがあります。
更新の条件（70歳未満の人）
令和２年８月１日現在で国保税の未納がない世帯の人（納付期限が令和２年７月31日までの国保税）
・納付書支払いの世帯は、７月中旬に納付書が届きますので、７月分を納付後に申請ください。
・口座振替の世帯は、これまでの納付状況によっては後日送付となる場合があります

国民年金保険料 免除制度があります

病気や失業などの経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合は、所得に応じて保険料の全額もし
くは一部が免除になる、保険料免除制度があります。

問合せ

国保ねんきん課 年金係☎33-4105

八代年金事務所☎35-6143

令和２年度の国民年金保険料・・・月額16,540円
保険料免除や納付猶予、学生納付特例に該
当すると、承認された期間（一部免除は残り
の保険料を納付した期間）は、老後に受け取
る老齢年金の受給資格期間の判定、障害年金
や遺族年金などの納付要件を判定する際に、
納付されたものとして取り扱われます。
保険料を未納のままにしておくと、老齢年
金はもちろん、障害年金や遺族年金も受けら
れなくなることがあります。納付が困難な人
は、国保ねんきん課年金係または八代年金事
務所まで相談ください。
なお、免除された期間は老齢年金の額を計
算するとき、全額納めたときに比べて減額さ
れますが、追納制度を利用すると、満額の年
金額に近づけることができます。
追納とは、免除を受けた期間の保険料を10
年までさかのぼって納めることができる制度
です。

（令和 2 年 7 月現在）

納付すべき月額

免除の種類

所得判定対象者

全額免除

本人・配偶者・世帯主

0円

４分の３免除

本人・配偶者・世帯主

4 ,140円

半額免除

本人・配偶者・世帯主

8 ,270円

４分の１免除

本人・配偶者・世帯主

1 2 ,410円

納付猶予

注2）

学生納付特例

注1）

本人・配偶者
本

0円

人

0円

注1）：4分の3免除、半額免除、4分の１免除については、納付すべき月額を
納めないと未納扱いになります。
注2）：平成28年7月分から、対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されま
した。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・猶予
2月以降に収入が減少し、かつ当年中の所得見込みが、現行の国民年金保険料の免除などの水準に
なることが見込まれる人は、国民年金保険料が免除・猶予される場合があります。
※詳しくは国保ねんきん課または八代年金事務所まで問い合わせください。
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熱中症予防

今年の
夏も

問合せ
健康推進課
八代市保健センター☎ 7200
鏡保健センター
☎ 5277

外出時には⁝

・室温をこまめに確認する

52 32

“社会を明るくする運動”

広がり、つながる未来の輪 〜 Hand in Hand 〜
社会を明るくする運動って？

夏のエアコン使用時にも換気を

・日傘や帽子を着用する

・飲み物を持ち歩く

新型コロナウイルス感染症感染防止のために

は換気が必要です︒ほとんどのエアコンには換

・日陰を利用し︑こまめに休憩する

第 70 回

気機能はありません︒熱中症予防のためにエア

・大量の汗、いつもと様子が
違うなど

・特に暑い日は︑日中の外出をできるだけ控

・体のだるさ、力が入らない

える

・頭痛、吐き気、おう吐

②体に熱をためない

・筋肉のけいれん

・通気性のよい︑吸湿性・速乾性のあるゆっ

・手足のしびれ

たりした衣服を着用する

・めまい、立ちくらみ

・保冷剤︑氷︑冷たいタオルなどで︑体を冷

熱中症の症状

やす

必要です。

外出時はもちろん︑室内にいるときや喉の渇

ら、今年は例年よりも熱中症への注意が

③水分をこまめにゆっくりと補給する

慣れないまま暑い時期を迎える状況か

コンを上手に使用すると同時に︑使用中であっ

量の低下による筋肉の衰えや暑さに体が

ても︑定期的に換気を忘れずに行いましょう︒

にこれまでの外出自粛生活のため、運動

︻換気の目安︼

脱水」になっていることがあります。さら

1時間に2回

︵ 分に1回以上︑数分間程度窓を全開にする︶

熱中症予防のポイント

室内では⁝

なるなど、知らず知らずのうちに「かくれ

①暑さを避ける

きが緩和され、喉の渇きに気づきにくく

きを感じないときでも︑こまめに水分・塩分・

で体温が上がりやすくなり、口の中の渇

・扇風機やエアコンで温度を調節する

とが見込まれます。マスクを着けること

経口補水液などを補給する

今年の夏はマスクを着用して過ごすこ

・遮光カーテン︑すだれを利用する

夏のマスクによる
熱中症にも注意を

30

問合せ
人権政策課
☎30-1701

八代市の取り組みは？

全ての国民が、犯罪や非行の防止と、罪

青少年健全育成や更生

を犯した人たちの更生について理解を深

保護の啓発を目的とし、保

め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や

護司会や更生保護女性会、

非行のない安全で安心な地域社会を築こ

そ の 他 多 く の 関 係 機 関・

うとする全国的な運動です。昭和26年に始

団体が連携し、さまざまな

まり、毎年多数の参加を得ながら広がり、

活動を実施しています。例

今年、記念すべき第 70回を迎えます。

えば、「さわやかヤングス

さわやかヤングステージ

テージ」や「さわやかトー

更生保護のマスコットキャラクター

ク」、「薬物乱用防止教室」
などが 社会を明るくする
運動 の取り組みの一つで
法務省
ホームページ

ホゴちゃん

サラちゃん

す。

薬物乱用防止教室

（イベントなどについては、市ホームページなどで随時お知らせし
ます。）

③法人市民税の申告・納付期限の延長

八代税務署☎ 3141

問合せ 市民税課☎ 4107

課︶に設置しています︒

税率の特例措置の適用期限延長
取得価格が 万円を超える自家用三輪以上
の軽自動車︵新車・中古車︶の非課税措置と

間の売上高が前年の同期間と比べて ％以上

3年3月 日㈬まで延長します︒

税率の特例措置︵1％軽減︶の期限を︑令和

対 象

税課・各支所地域振興課︵鏡支所は市民環境

ので確認してください︒併せてチラシを市民

①②は市ホームページにも掲載しています

を受けることができます︒

た場合でも︑一定の要件を満たせばその適用

給付金を装った詐欺に注意
特別定額給付金について、国や市町
村などが ATM の操作をお願いした
り、給付のために手数料の振り込みを
求めたりすることは絶対にありませ
ん。
特別定額給付金の給付をかたった
不審な電話などがあった場合には、警
察署や消費生活センターなどへ連絡
してください。

③④の問合せ 市民税課☎ 4107

31

令和2年2月から 月までの任意の3カ月

要件・内容

して︑令和3年度課税分に限り軽減します︒

厳しい経営環境にある中小事業者などに対

用家屋の固定資産税の軽減措置

⑤中小事業者などが所有する償却資産と事業

33

％未満減少している人は1／2︑ ％以上

50 30

10

令和3年1月 日㈰まで

申告期限

に係る固定資産税︵土地は含みません︶

令和3年度課税の償却資産と事業用家屋

減少している人は全額を軽減します︒

50

※申告方法などについては︑詳細が決まり次第
市ホームページなどでお知らせします︒
⑥生産性革命の実現に向けた固定資産税の特
例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けな
がらも新規に設備投資を行う中小事業者など

申 告 書の余 白に﹁ 新 型コロナウイルスによる

加します︒また︑令和3年3月 日㈬までと

一定の要件を満たす事業用家屋と構築物を追

を支援する観点から︑特例措置の適用対象に
申告・納付期限延長申請﹂
と記載して申告する

なっている適用期限を令和4年度まで2年間

④軽自動車税︵環境性能割︶の非課税措置と

してください︒

ルスによる申告・納付期限延長申請﹂と入力

には法人名称の欄に続けて﹁新型コロナウイ

電子申告︵エルタックス︶で提出する場合

と延長申請書が提出されたものとなります︒

申告方法

31

お知らせ
新 型コロナウイルス感 染 症
緊急経済対策の市税の特例措置
①寄附金控除の特例
新型コロナウイルス感染症に関し︑文化芸
術・スポーツイベントが中止などとなり︑チ
万円を上限に寄附金とみなし︑寄附金控除

ケットの払い戻しを放棄した人は購入金額の

特別定額給付金事業推進室
コールセンター ☎43-5511

⑤⑥の問合せ 資産税課☎ 4108

ムページなどでお知らせします︒

※適用要件などは︑詳細が決まり次第市ホー

延長することを予定しています︒

31

の対象︵所得控除・税額控除︶となる場合が
あります︒
②住宅借入金等特別税額控除
︵住宅ローン控除︶の特例
住宅ローン控除の控除期間 年間の特例措
置は︑控除の対象となる住宅を取得後︑新型

50

問合せ

33

13

コロナウイルス感染症の影響でその住宅への
31

33

特別定額給付金の申請締め切りは8 月7日
㈮ですので、申請がまだの人は速やかに申請
をお願いします。申請書が手元に届いていな
い人はコールセンターへ問い合わせくださ
い。

入居が期限︵ 月 日㈭︶までにできなかっ
12

32

特別定額給付金
（1人10 万円）の申請 は
8 月7日㈮まで です
20

持続化給付金の申請窓口
持続化給付金の申請手続きができる窓口が
本市に設置されています︒給付対象者でまだ

新 型コロナウイルス感 染 症の
予防対策を実施した店舗など
に補助金を交付
サービスの提供を受ける人が︑密集︑また
は長時間滞在する店舗などの事業主や学習

申請していない事業者は利用ください︒
申請受付時間 午前9時〜午後6時
塾︑スポーツクラブなどを行う経営者に対し

補助金交付申請書兼請求書︑領収書のコピ
ー︑対策を行った写真︑振込先通帳のコピー
など
申請期限 9月 日㈬まで
問合せ 商工・港湾振興課☎ 8513

ウイルス感染症予防対策支援補助金﹂を創設

策実施に要した経費を補助する﹁新型コロナ

などに対して補助します︒

基づき実 施した事 業 所などの消 毒 ︑清 掃 作 業

または訪 問のあった事 業 者が保 健 所の指 導に

新 型コロナウイルス感 染 症の患 者が発 生し︑

八代市中小企業等消毒費補助
金制度

しました︒

器︑
つい立︑
パーテーション︑ビニールカーテンな

対象業種
日本標準産業分類の次の中分類に行う事業
に供する施設など
﹁小売業
︵無店舗小売業を除く︶
﹂
︑﹁宿泊業﹂
︑
楽業﹂
︑﹁その他の教育︑
学習支援業﹂
︑﹁医療業﹂

﹁飲食店﹂
︑
﹁洗濯・理容・美容・浴場業﹂
︑
﹁娯

⑴市内に店舗︑事務所︑工場などの事業所
を構えている事業者
⑵市内事業所などで︑2月 日以降に保健
所の指導に基づき事業所の消毒などを実
施した事業者
対象外 次のいずれかに該当
⑴大企業
者

⑵風営法第2条に規定する業種を営む事業
⑶公序良俗に反する事業またはサービスの
提供を行う事業者
⑷営業に関して必要な許認可を取得してい
ない事業者
定する暴力団及び同条第2号に規定する

⑸八代市暴力団排除条例第2条第1号に規
暴力団員並びに同条第3号に規定する暴
力団密接関係者
⑹市税などに滞納がある事業者
補助対象経費

⑵専門業者への委託費

に要した経費

⑴市内事業所などの消毒︑清掃などの実施

申請に必要な物

日間

問合せ 市民課☎ 4110

は市民課まで問い合わせください︒

手続きの方法や申請に必要な書類など詳細

※土日・祝日︑年末年始を除く

各支所で申請の場合

☎ 4162

問合せ 八代市消費生活センター

合は消費生活センターに相談してください︒

悪質な勧誘や消費者トラブルで困っている場

品︑商品はありません︒

観的︑合理的な根拠のあるサプリメントや食

コロナウイルス感染症に対する予防効果に客

申請方法 郵便
︵特定記録︶
での申請

対 象 次のすべてに該当

補助金額

て︑新型コロナウイルス感染症の感染防止対

ところ 桜十字ホールやつしろ
︵やつしろハーモニーホール︶
受付方法 完全予約制︵クラスター感染や混
雑を避けるため︶
昨年の確定申告書類の控え︑売り上げ減少

準備物

補助を行います︒︵5万円が上限︶

施設ごとに︑対策した費用の8割相当額の

写し︵個人事業者の場合︶
※申請は1回限り

となった月の売上台帳の写し︑身分証明書の
問合せ 持続化給付金申請サポートセンター
対象経費
令和2年1月以降︑新型

予約窓口☎0570
︵077︶
866
持続化給付金申請に関する問合せ
コロナウイルス感染症の予

ません︒

※対象経費に消費税は含み

防対策に要した費用︒

☎0120︵115︶570

生活困窮大学生などのための
給付金

どの購入・設置︑非接触型検温器︑
フェイスシー

サ ー キュレー ター ︑空 気 清 浄 機 ︑加 湿

いる大学生などを支援する給付金です︒給付
ルド ︑
マスク︑手指消毒液の購入など

例

の要件や申請方法の詳細は県ホームページを

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

確認してください︒
※エアコン・換気扇・網戸などの設備は対象

平米以上の場合は上限6000円︶

外です︒

対 象 県内の大学など︑または県内の高校
などの出身で県外の大学などに在籍
している人
要 件 対象者の生計維持者が住民税非課税
であること
給付額 一律5万円
申込締切 9月 日㈫
☎096︵333︶2738

問合せ 県生活困窮大学生等給付金窓口

費と人件費

⑶自ら消毒などを実施した場合の物品購入
※自ら消毒などを実施した場合の人件費に対
する補助は︑ 平米につき上限3000円︒
︵例
※消費税と消費税相当額は除く︒
※市内事業所などのうち︑住居として利用し
県消費生活センター
☎096︵383︶0999

↖

農作業中の熱中症に注意
近年農作業中の熱中症による死亡者が発生
しており︑平成 年の死亡者数は全国で 人

となり平成 年以降最多でした︒農作業を行

43

①日中の気温が高い時間帯を外して作業を

う時には次の点を心がけてください︒
行いましょう
憩をとりましょう

②作業前・作業中の水分補給やこまめな休
③熱中症予防グッズを活用しましょう
⑤高温多湿の環境を避けましょう

☎43-7651
エフエムやつしろ

問合せ 農業振興課☎ 8751

動画や投稿に関する問合せ

ている部分がある場合は︑住居部分は補

33

21

☎33-4132

助対象外︒

パスポートの申請は早めに

11
33

八代くま川祭り振興会事務局
問合せ

合は︑補助対象経費から国などの補助金

30

33

30

公式
フェイスブック
公式
インスタグラム
公式
ホームページ

※国︑県などによる同様の補助金を受けた場
申請受付 平日 午前9時〜午後4時 分
申請窓口 市民課︑各支所
︵木曜日のみ午後6時 分まで︶

受領受付 平日 午前9時〜午後5時

16

受領窓口 市民課のみ

踊りの動画を投稿してください

④単独作業を避けましょう

45

ンくま川祭り 2020」をつけて

額を除く︒

ろ（76.5MHz）で特別番組を放送します。

ます︒

Twitter、TikTok で「# オンライ

補助額 事業者あたり上限 万円

8 月 1日の午後 7 時からエフエムやつし

※パスポートの受け取りは申請者本人に限り

ください。）

問合せ 商工・港湾振興課☎ 8513

します。

申請から受領までの期間

3 人程度の少人数で参加して

新型コロナウイルス予防に
根拠のある商品はありません

いから、オンライン八代くま川祭りを実施

33

（できるだけ 3 密を避けて、1〜

新型コロナウイルス感染症の予防に効果が

市民の皆さんに再認識してほしいとの思

30

7 月 1 日㈬〜8 月 2 日㈰
募集期間

Facebook、Instagram、YouTube、
参加方法

市内に在住、勤務、本市出身の人
参加条件

10

33

あると言って商品を勧められたという相談が

8 月第 1 土曜日は八代くま川祭りの日と

市民課で申請の場合 9日間

などから確認ください。

15

50

消費生活センターに寄せられています︒新型

詳細は、八代くま川祭り公式ホームページ

80

オンライン

7月
月

sun

市民カレンダー
火

mon

不妊に関する相談

妊娠と心の相談

子どもの出産・養育に不安の
ある人は相談ください。

5

☎096（381）4340
電話相談：月〜土（除祝日）
9：00 〜 20：00
来所（面接）相談：第4金曜日
14：00〜16：00（要予約）

熊本県中央児童相談所
☎096（381）5010
八代児童相談所
☎32-4426
いずれも月〜金（除祝日）

6

7

◇３歳児健診（八代保）
H28.12/28〜H29.1/6生

sat

4

延長窓口 17:15〜19:00

8

9

10

◇３歳児健診（八代保）
H29.1/7〜1/18生

11
19

日

成人個別健康相談（要予約） ◇母子健康手帳交付
毎週月曜13：00〜16：00
受付 9：45〜10：00

＜八代市保健センター＞

13

14

延長窓口 17:15〜19:00

15

21 □献

22

血

成人個別健康相談（要予約） ◇母子健康手帳交付
13：00〜16：00
受付 9：45〜10：00

＜八代保・鏡保健センター＞

＜八代市保健センター＞

火災情報
● 火災救急件数

● ５月末日現在

人
人
人
戸

Yatsushiro 2020.7

（５月分月計）

火 災
救 急

1件
460 件

● 火災情報ダイヤル
☎0180（999）194
http://www.yatsushiro-fd.com/

25

健康づくり応援ポイント事業参加者募集中

健診や健康づくりに取り組んでポイントを
集めませんか。抽選で賞品が当たります。詳細
や参加希望の人は、各保健センターに問い合
わせください。
《問合せ》

八代市保健センター ☎32-7200
鏡 保 健 セ ン タ ー ☎52-5277

◇７カ月児健診（八代保）
R1.12/4〜12/14生

＜鏡保健センター＞

人口と世帯

24 スポーツの日

29

30 □献

♥妊婦さんへ思いやりを
血
右下のマタニティマークを
◇１歳6カ月児健診（八代保） 市役所鏡支所
つけている人は、妊婦さ
9：30〜12：30
13：40〜15：30
H30.11/30〜12/6生
んです。
「電車などで席を
◇４カ月児健診（八代保） 譲る」
「 タバコは控える」
R2.3/9〜3/23生
など、思いや
りある 心 遣
◆7カ月児健診（鏡保）
いをお 願 い
R1.11/25〜12/31生

延長窓口 17:15〜19:00

今月の納税情報
納期限 7月 31日㈮
固定資産税
１期
国民健康保険税 ４ 期

問合せ

します。

納税課 ☎ 33-4109

納付場所
本庁仮設庁舎、
各支所、
各出張所、市内の各銀行、
各信用金庫、
信用組合、
労働金庫、農業協同組合、
九州管内のゆうちょ銀行・郵便局（沖縄を除く）、
コンビニエンスストア各店舗

※市税の納付は、安心便利な口座振替を利用ください。

本庁仮設庁舎の窓口延長について

延長時間 毎週木曜日 午後5時15分〜7時 ※祝日・年末年始を除く
対応窓口 市民課 ☎33-4110、こども未来課 ☎33-8721、
国保ねんきん課 ☎33-4113、市民税課 ☎33-4107、納税課 ☎33-4109
消費生活センター ☎33-4162 ※業務内容については各課へ問い合わせください。

26

日

28

◆母子健康手帳交付
受付 9：45〜10：00

23 海の日

＜八代市保健センター＞

＜八代保・鏡保健センター＞

27

◆3歳児健診（鏡保）
H29.1/14〜2/5生

◇３歳児健診（八代保）
H29.1/19〜1/26生
◇母子健康手帳交付
受付 9：45〜10：00

受入物：資源物、粗大ごみ ＜八代保・鏡保健センター＞
（エコエイトやつしろ）
成人個別健康相談（要予約）
毎週月曜13：00〜16：00

24

延長窓口 17:15〜19:00

日曜特別開設（有料） 母子個別健康相談（要予約） イオン八代ショッピングセンター
離乳食個別栄養相談（要予約） 9：30〜11：00 12：15〜16：00
8：30〜11：30
9：30〜12：00

23

日

19 毎月19日は食育の日 20

17 毎月17日は減塩の日 18

◇７カ月児健診（八代保） ◇４カ月児健診（八代保） ◇１歳6カ月児健診（八代保）
R1.11/20〜12/3生
R2.2/25〜3/8生
H30.11/20〜11/29生
◆4カ月児健診（鏡保）
R2.2/16〜3/19生

＜八代市保健センター＞

＜八代保・鏡保健センター＞

16

日

＜八代保・鏡保健センター＞

成人個別健康相談（要予約） ◇母子健康手帳交付
受付 9：45〜10：00
毎週月曜13：00〜16：00

26

5

12

＜鏡保健センター＞

17

3

9：30〜12：00

◆母子健康手帳交付
受付 9：45〜10：00

125,806
58,517
67,289
56,612

2

土

fri

＜八代保・鏡保健センター＞

12

口
男
女
世帯数

金

thu

母子個別健康相談（要予約） ◇１歳6カ月児健診（八代保） ◇４カ月児健診（八代保） ◆１歳6ヵ月児健診（鏡保）
離乳食個別栄養相談（要予約） H30.11/9〜11/19生
H30.10/19〜12/5生
R2.2/11〜2/24生

毎月第１日曜日は
「やつしろ健康の日」
百歳を
めざし少酒と
腹八分

人

木

日

日

熊本県女性相談センター
☎096（381）4340
月〜土（除祝日）
9：00 〜 20：00

旧八代市・坂本町の人は ◇八代市保健センター (八代保）☎32-7200
千丁町・鏡町･東陽町･泉町の人は ◆鏡 保 健 セ ン タ ー（鏡 保）☎52-5277

◇７カ月児健診（八代保）
R1.11/6〜11/19生

平日 8:30 〜 17:15

熊本県女性相談センター

診療時間 9:00 〜 17:00

wed

1

出産養育についての相談

不妊に関する悩みなどがある
人は、気軽に相談ください。

思いがけない妊娠で
悩んだら相談ください。

水

tue

休日在宅当番医

確認ください♪

日

日

2歳児歯科健診は、新型コロナウイルス感染症
対策のため、中止となりました。

病院名

町名

電話番号

田渕整形外科医院

高下西町 32-4897

もちながこどもクリニック

田中西町 39-3925

日置町クリニック

日 置 町 31-5757

峯

苫

医

院

坂 本 町 45-2127

丸

田

医

院

千 丁 町 46-0027
町 46-8110

よかと整形外科リウマチクリニック

鏡

岡

横手新町 39-5665

村

医

院

田渕内科クリニック

高下西町 33-6727

浜田呼吸器科内科クリニック（小児も可） 大 村 町 31-7622
町 52-8777

急病のときは
● 夜間急病

八代市夜間急患センター☎31-6999を利用ください。

（平山新町、国道3号沿い、中九州短期大学となり、八代市医師会立病院内）

診療科目：内科、小児科、外科、整形外科
診療時間：月曜から土曜の19：00〜22：00
受診前に必ず電話連絡をお願いします。
★小児科は、日曜も診療を行います。

5月連休、年末年始は休診。

● 子ども医療電話相談

急病の場合は 短縮番号＃8000 番を利用ください。
ダイヤル回線、IP 電話、光電話の場合は、
☎ 096（364）9999です。

受付時間

〇平 日：19：00 〜翌朝 8：00
〇土曜日：15：00 〜翌朝 8：00
〇日祝日： 8：00 〜翌朝 8：00

ご相談ください
こころの健康相談

眠れないなどストレスによるこころの不調やうつ病
などに悩んでいませんか。心理士による無料のこころ
の健康相談を行います。
7月 9日㈭ 9：00〜11：00（鏡 保 健 セ ン タ ー）
21日㈫13：30〜15：30（八代市保健センター）

荒木皮ふ科医院

鏡

和田内科医院

氷 川 町 52-1860

高野整形外科

本 町 1 32-2014

増田内科・胃腸内科（小児も可）

永 碇 町 62-8100

要予約：鏡保健センター☎52-5277

西

郡築4番町 37-0157

精神保健相談

医

院

町 52-0131

松村眼科医院

鏡

緒方内科医院

氷 川 町 62-2013

ひらきクリニック

新 地 町 32-4990

くはら循環器内科・くはら皮フ科（幼児以上可） 古閑中町 62-8877
保元内科クリニック

永 碇 町 34-3141

保

田

医

院

鏡

井

上

医

院

東 陽 町 65-2121

織田胃腸外科

横手新町 35-5300

荒

豊原下町 32-3258

木

医

院

町 52-0037

いでアレルギー・呼吸器クリニック（幼児以上可） 松 江 町 37-8211
福田外科整形外科クリニック

鏡

町 52-0840

前田内科医院

鏡

町 52-1310

久原外科胃腸科医院

植柳上町 35-1161

福満内科医院（小児も可）

松 江 町 35-0293

鶴田胃腸科内科

日 置 町 31-5000

尾田内科医院

鏡

町 52-8011

横 田 診 療 所

泉

町 67-2010

心の健康に関する相談（眠れない、意欲がないな
ど）や精神疾患（うつ病、統合失調症など）につい
て、精神科の専門医師による無料相談を行います。
7月 ２日㈭・２１日㈫ 14：00〜16：00

要予約：八代保健所☎33-3229

こども発達相談

子育てしていく上での困り感（言葉が出ない、落
ち着きがないなど）のある人は、相談ください。必要
に応じて、心理相談員が相談に応じます。

八代市保健センター ☎32-7200
鏡 保 健 セ ン タ ー ☎52-5277

高齢者の肺炎球菌感染症定期接種
実施期間
対象者①

※休日在宅医は、変更になる場合があります。

八代市医師会 ☎34-7001 八代郡医師会 ☎62-2212

★ 休日歯科診療 ☎31-8020
八代歯科医師会口腔保健センター（上野町、旧県道沿い）
診療時間 日曜・祝日の10：00〜16：00

7月のごみ収集・施設受付

◎７月２３日㈭ 海の日
・燃えるごみの収集は休みです。
・資源の日の収集は７月１８日（土）に
振替収集します。千丁町、鏡町は休みです。
・施設の受け入れは休みです。

◎日曜特別開設（有料）
について
（７月１９日）
日曜特別開設（有料） 8：30〜11：30
・持ち込むことができるもの
資源の日に出すことのできる資源物
22品目
粗大ごみ（木製家具、
カーペット、
じゅう
◎７月２４日㈮ スポーツの日
たん、毛布、布団など）
・燃えるごみの収集は休みです。
・資源物はあらかじめ分別して持ち込み
・資源の日の収集は７月２５日（土）に
ください。
振替収集します。鏡町は休みです。
・施設の受け入れは休みです。 ※詳しくは、ごみ収集カレンダーを確認ください。

《問合せ》環境センター管理課（エコエイトやつしろ内）☎32-4675
各支所の市民サービス係

実施中〜令和3年3月31日
市内に住民票があり、下記に該当する人
※該当者には予診票郵送済み

昭和30年4月2日生〜昭和31年4月1日生
昭和25年4月2日生〜昭和26年4月1日生
昭和20年4月2日生〜昭和21年4月1日生
昭和15年4月2日生〜昭和16年4月1日生
昭和10年4月2日生〜昭和11年4月1日生
昭和 5年4月2日生〜昭和 6年4月1日生
大正14年4月2日生〜大正15年4月1日生
大正 9年4月2日生〜大正10年4月1日生

市内に住民票があり、60〜64歳で心臓・
腎臓・呼吸器などに障害がある人（身体障
害者手帳1級相当）
自己負担額 2,450円〜（八代市・郡以外の医療機関で接種す
対象者②

る場合、自己負担額が増える場合があります。）

接種方法 医療機関へ電話予約が必要
持 参 品 予診票、健康保険証など住所や生年月日が
確認できるもの
※八代市・郡以外の医療機関で接種する場合は、事前に保健
センターまで連絡ください。
※生活保護世帯の対象者は、生活保護受給証明書持参で
2,450円までの自己負担額を市が負担します。
※不明な点は、各保健センターに問い合わせください。

八代市保健センター ☎32-7200
《問合せ》
鏡 保 健 セ ン タ ー ☎52-5277
Yatsushiro 2020.7
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開催中〜9/13㈰

開催中〜9/27㈰

開催中〜7/26㈰
7/28㈪〜11/29㈰
開催中〜7/19㈰
7/21㈪〜9/13㈰
7/7㈫〜9/6㈰
開催中（通年）

点に注意してください︒

害に遭わないように次の

告されています︒詐欺被

詐欺﹂が︑全国各地で報

を装った﹁電話で﹃お金﹄

親族や市役所職員など

﹁電話で﹃お金﹄詐欺﹂に
注意してください

開催中〜10/4㈰
開催中〜9/27㈰

八代警察署☎ 0110

問合せ 市民活動政策課☎ 4482

署に相談してください︒

メールがあった際は身近な人や最寄りの警察

も 多 く 発 生 し て い ま す の で︑怪 し い 電 話 や

新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺

開催中（通年）
開催中（通年）

【八代焼】八代焼Ⅱ 動植物文様の八代焼
【写真】写真家・麦島勝の世界Ⅱ
球磨川と不知火海
【古文書】古文書を読むⅡ
〜死を伝えることば〜
【信仰】信仰のかたちⅠ
〜釈迦院の歴史と仏神像〜
【金工】肥後拵の魅力 〜透かし鐔〜
【金工】肥後鐔の世界Ⅰ
【和紙】さまざまな和紙の用途
【和紙】ペーパークラフト〜切組灯籠〜
【民俗】亀蛇の競演
【民俗】米作りの道具
〜お米はどうやってできるの？〜
【八代城】瓦からわかる麦島城・八代城
に
【考古】出土遺物が語る八代の古代
弥生時代〜古墳時代

犬の登録と狂犬病予防注射は
済んでいますか

は市民環境課︶
委託先動物病院
赤司動物病院

☎ 7755

たくみ動物病院
☎ 0467

☎ 8000

問合せ 環境課☎ 4114

なかじま動物病院

八代ペットクリニック ☎ 2725

グリーンヒル動物病院 ☎ 7117

52 43 32 30 34

熊本地震で被災した私道の
復旧工事を支援します
対象者 私道を管理する自治会や集落など
対象工事 主として地域住民の日常生活に利
用している次の要件を全て満たす私道の
原形復旧工事費︵調査︑設計費を含む︶
が 万円以上のもの
・一般交通用として利用していること
・公道に接続していること
・幅員がおおむね1・8m以上あること
でいること

・所有者の異なる住宅が2戸以上建ち並ん
・集落などで維持管理していること
補助額 対象工事費の半額
問合せ 建設政策課☎ 4116

南九州西回り自動車道︵日奈
久 〜水俣 ︶の管理担当事
務所の変更

あったら︑
親族に電話をかけて確認する

た﹂
﹁携帯電話をなくした﹂などの連絡が
1回の狂犬病予防注射が義務付けられていま
が︑八代河川国道事務所の管理
久 〜水俣 ︶

4月1日から︑南九州西回り自動車道
︵日奈

飼い主には法律で生涯1回の犬の登録と年
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【常設展示】八代の歴史と文化（第1常設展示室）

①親族を名乗る人から﹁電話番号が変わっ

50

松井家の江戸参府
描かれた妖怪たち
開催中〜7/19㈰
7/21㈫〜8/23㈰

33

IC

33

【常設展示】松井文庫コレクション（第2常設展示室）

す︒予防注射がまだの場合は最寄りの動物病

IC

【講演会・開館時間・観覧料・休館日のお知らせ】
開館時間 午前9時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
観 覧 料 一般310円（240円）、高大生200円（160円）
※中学生以下・障がい者手帳を提示の人は無料
※
（ ）
内は20人以上の団体料金
休 館 日 7/6㈪、
13日㈪、
20㈪、
27㈪
※くん蒸のため、
6/30㈫〜7/5㈰まで臨時休館
※車椅子を使用する人や足が不自由な人は、
エレベーターを利
用できます。
駐車場側出入口の警備員室へ声掛けください。
※開館や展示については、
新型コロナウイルス感
染症の状況に応じて変更する場合があります。
問 合 せ 市立博物館 ☎34-5555
博物館ホームページ
http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/museum/
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博物館展示案内【7月】
②常に留守番電話に設定しておく
院で受けた後︑証明書と交付手数料500円
になりました︒
この道路に関する相談は︑八代

引き続き熊本河川国道事務所で管理します︒

並行する国道3号
︵八代市〜水俣市区間︶
は

河川国道事務所で受け付けます︒

送ったりしない
注射済票の交付も一括して行えます︶

問合せ 八代河川国道事務所☎ 4135

け て く だ さ い︒︵市の 委 託 先 動 物 病 院では︑

を持参し︑以下の窓口で注射済票の交付を受

IC

③知らない人にお金を渡したり︑宅配便で

IC

窓 口 環境課︑各支所地域振興課︵鏡支所

自立支援医療受給者証の
有効期間延長

問合せ 障がい者支援課☎ 0294

献血に協力ください
県では7月を
愛の血液助け合

びょうはく

問合せ 八代海上保安署☎ 1477

ましょう

④航行中や錨泊中は︑常時見張りを実施し

しょう

③故障などに備えて︑連絡手段を確保しま

②最新の気象海象情報を入手しましょう

ましょう

①発航前は機関や燃料などの点検を実施し

の事項を実践してください︒

ンとなります︒小型船などの船長は次の4つ

これから夏季マリンレジャー︑台風シーズ

自船の安全を確保しましょう

☎096︵333︶2272

問合せ 県環境立県推進課

水がんばるモン
︵者︶
になりましょう︒

に閉めるなどできることから節水を心がけ節

水の出しっぱなしをやめて︑蛇口をこまめ

32

④還付金などの返還手続きで︑ATMに行
かない

障がい者計画策定用のアンケ
ートに協力をお願いします
自立支援医療︵更生医療・育成医療・精神
通院医療︶の更新申請手続きを省略し有効期

今年度策定する第4期八代市障がい者計画
の貴重な資料とするため︑無作為に選出した
間を1年間延長します︒保険証や医療機関の
変更などは手続きが必要となりますので︑問

市民にアンケートをお願いしています︒協力
をお願いします︒
い合わせください︒
日から令和3年2月 日までの人

対 象 有効期間の終了日が令和2年3月1

問合せ 障がい者支援課☎ 0294

認知症高齢者の徘徊探知機
購入費等の補助金
認知症による徘徊で行方不明となった高齢
者の居場所を容易に検索することができる徘
徊探知機利用に係る初期費用の一部を補助し
ます︒
して︑広く県民

い運動の期間と
の皆さんに献血

対 象
次の要件すべて該当する人

す︒献血の経験

とが心配されま

者が減少するこ

夏は暑さで献血

行 っ て い ま す︒

の呼びかけを

① 歳以上の認知症による徘徊の恐れのあ
る在宅高齢者を介護する同居家族または
親族
②高齢者︑同居家族または親族ともに本市
の住民基本台帳に記録されている
③市税の滞納がない
対象経費

がない人も︑この機会に献血への協力をお願
いします︒
※市内で実施する献血の日程は市民カレンダ
ーを確認ください︒
問合せ 健康推進課☎ 7200

節水がんばるモン
キャンペーン実施中

熊本

GPS機能を有する徘徊探知機の利用に係
る初期費用︵機器の購入代金︑加入手数料ま
たは登録手数料︶
※4月1日以後の契約分︒
︵上限1万円︶

補助金額 対象経費に相当する額
※高齢者1人につき1回限り︒
※補助を希望する人は︑契約前に相談ください︒

水の使用量が多くなる7〜8月を中心に節
水がんばるモンキャンペーンを実施していま
す︒

37

28

35

35

問合せ 長寿支援課☎ 4145
33

32
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ビブリオ・バルニフィカスに
注意

ビブリオ・バルニフィカスは海水中に広く

・肝臓疾患などがあるリスクの高い人は︑

予防法

夏季に生がきや十分調理されていない魚︑

しゃくやエビなどの甲殻類を食べないよ

うにしてください︒

募

1回だけ 試すつもりが・・・
■割引価格の「初回」
「モニター」
「お試し」は契約条件
に注意
・定期購入が契約条件と
なっていないか。
・定期購入が契約条件で
ある場合、その期間の支
払い予定総額はいくら
かなど契約条件に特に
注意して、通信販売の広
告表示を確認しましょう。
■解約や返品のルール確認は「注文前」に
・返品できるかどうか
・返品可能な場合には返品期間、送料負担はどちら
になるのかなど「返品特約」の確認は、購入申し込
みの「前」にしておきましょう。
■「最終確認画面」を活用しましょう
・インターネットの通信販売では「最終確認画面」に
契約に関する重要な情報が集約されています。
・不明点はないか、自分の意図と相違する点はない
か必ず確認しておきましょう。
■記録を残しておきましょう
・注文時の契約内容（最終確認画面の印刷やスク
リーンショットの撮影）、事業者への連絡履歴（事業

集

﹁こどもエコクラブ﹂メンバー
募集中

こどもエコクラブは子どもたちのエコ活動

サンライフ八代ＨＰ▶

・海岸での素足歩きはやめましょう︒

☎32-7171

生育している細菌で︑海水温が高くなる夏場

サンライフ八代

に大雨が続き塩分濃度が低下すると増殖しや

問合せ

18

33

や環境学習を支援し︑自然を大切に思う心と︑

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用時の注意事項など
がありますので、ホームページを確認または問い合わせください。
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問合せ 八代保健所☎ 3229

トレーニング室利用再開

☎096︵333︶2293

※定数に満たない場合は講座を中止することもあります。
※曜日や週は変更になる場合があります。
その他の講座についてはホームページを確認してください。

すくなります︒海水中で増殖した菌が甲殻類

1,000 円※

問題解決のために考え行動する力を育むこと

10:00 〜12:00

を目的としています︒

フラワーアレンジメント 第 2、4 土曜

サポカー補助金始まりました

1,000 円※

︵エビ・シャクなど︶や魚介類の表面に付着

9:30 〜12:00

対 象 3歳〜高校生︵ 歳︶

第 1、3 土曜

歳以上の運転者を対象に﹁衝突被害軽減

ヘルシー家庭料理

65

し︑それを生で摂取したり︑皮膚の創傷から

2,000 円

菌が侵入したりして人に感染します︒

10:00 〜11:30

費 用 無料

毎週木曜

ブレーキ﹂や﹁ペダル踏み間違い急発進等抑

クノンヨーガ
経験者クラス

制装置﹂が搭載された安全運転サポート車の

1,000 円

症 状

13:30 〜15:30

こどもエコクラブ全国事務局

第 1、3 水曜

登録方法

実用書道

1,000 円※

購入や後付けペダル踏み間違い急発進抑制装

9:30 〜12:00

健常者では下痢や腹痛を起こすこともあり

第 2、4 水曜

ますが︑重症になることはほとんどありませ

楽しい料理

http://www.j-ecoclub.jp/

1,500 円

置を補助する制度を開始しています︒詳しく

13:30 〜15:15

ん︒免疫力の低下している人や特に肝硬変な

第 1、2、3 火曜

またはQRコードから登録

健康維持体操

は問い合わせください︒

1,000 円

問合せ 環境課☎ 4114

1,000 円※

13:30 〜15:30

問合せ 次世代自動車復興センター

13:00 〜15:30

第 2、4 火曜

どの肝臓疾患のある人などは︑発熱︑悪寒︑

第 1、3 火曜

はがき絵

飲 酒 運 転 根 絶 の 川 柳・標 語
募集

パンとお菓子

13

飲酒運転の根絶に向けた意識を高めるた

2,000 円

め︑﹁飲酒運転の根絶﹂をテーマとした川

10:00 〜12:00

柳・標語を募集しています︒一般の部で最優

毎週火曜

秀賞を受賞した人には副賞3万円を授与しま

すこやか体操

31

す︒詳しい募集内容︑応募方法は県ホームペ

1,500 円

ージを確認してください︒

13:30 〜15:30

問合せ 県くらしの安全推進課

第 1、3、4 月曜

若干名

骨盤体操

12

血圧の低下などの敗血症様症状を起こすな

1,000 円※

☎0570︵05︶8850

13:30 〜15:30

ど︑重症化することがあります︒

さげもん
（つるし飾り） 第 1、3 月曜

33

1,000 円※

金婚夫婦表彰の申請は
済んでいますか

10:00 〜12:00

まだ申請してない人は7月 日㈪までに問

※は材料費別

第 1、3 月曜

パッチワーク

﹁第4期八代市障がい者計画﹂
策定のワークショップメン
バー募集

費用（月額） 定数

45

い合わせください︒申請をした人への案内状

間

または入籍した夫婦

時

44

・昭和 年1月1日〜 月 日までに結婚

曜日/週

・昭和 年以前に結婚または入籍をした夫

講座名

婦で︑これまでに金婚夫婦表彰を受けた

定員になり次第締め切ります。サンライフ八代事務局へ申し込みくだ
さい。（電話での申し込みはできません）

ことがない夫婦

主催講座生追加募集

は9月上旬に送付します︒

10:00〜12:00

対 象

第 2、4 金曜

問合せ 長寿支援課☎ 4436

プロのマジシャンが本格的
なマジックを基本から教え
ます
（初心者歓迎）

10:00〜12:00

18

と き 8月の平日夜間2時間

9:30〜12:00

第 2 水曜

楽しいおじゃめ お手玉の基本練習、お手玉 第 2、4 金曜
遊び、
演舞など
（初心者歓迎）
マジック

35

フラの曲にのって楽しく踊
第 1、2、3 金曜 10:00〜12:00
りませんか
（初心者歓迎）

マジック愛好会 私たちと一緒にマジックを
楽しみませんか

17

︵2回開催予定︶

時 間

対 象 市内在住の 歳以上で障がい者福祉

曜日/週

に関心がある人

フラダンス

内 容

10

人程度

講座名

定 員

趣味や個性を伸ばして豊かな健康生活や生きがいづくりをしませんか。
1度見学してみてください。

申込締切 7月 日㈮

自主講座生募集

申込み・問合せ

障がい者支援課☎ 0294

サンライフ八代

者への電話、FAX、メール）などの記録を保存して
おきましょう。
困ったら悩まずに八代市消費生活センターに相談く
ださい。
と

き

平日

午前 9 時〜午後 5 時

（木曜日は午後 7 時まで）
ところ

八代市消費生活センター（本庁仮設庁舎）

問合せ

八代市消費生活センター

☎33-4162

歳以上 歳未満

歳以上 歳未満

自衛官募集
航空学生
航空

受験資格 海上
※高卒の人︑高専3年次を修了した人
︵見込みも含む︶
受付期間 7月1日㈬〜9月 日㈭
歳以上 歳未満

一般曹候補生
受験資格

歳以上 歳未満

自衛官候補生

受付期間 7月1日㈬〜9月 日㈭
受験資格
受付期間 随時
歳以上 歳未満

防衛大学校学生
受験資格
受付期間 7月1日㈬〜 月 日㈭
歳以上 歳未満

防衛医科大学校学生︵医科・看護科︶
受験資格
受付期間 医 科 7月1日㈬〜 月7日㈬
看護科 7月1日㈬〜 月1日㈭
※年齢基準日は令和2年4月1日現在です
︵自衛官候補生を除く︶
☎ 7001

問合せ 自衛隊熊本地方協力本部八代出張所

相

談
ひとりで抱え込まないで
相談してください

ニート︑ひきこも
り︑不登校などの社
会参加や社会的自立
に困難を有する子ど
も・若者などが対象

月 日㈰

八代広域 行政事務組合 職 員
採用試験
と き 第1次試験
第2次試験
職 種 消防職員

午前8時 分

採用予定数 9人程度

月下旬︵予定︶

受験資格 平成6年4月2日〜平成 年4月
1日までに生まれた人
受付期間 7月 日㈪〜9月 日㈮
※資料請求についてはホームページを確認︑
または問い合わせください︒
☎ 6319

問合せ 八代広域行政事務組合消防本部

月 日㈰

八代生活環境事務組合職員
採用試験
と き 第1次試験
職 種 一般事務
採用予定数 3人程度
受験資格 平成6年4月2日〜平成 年4月
1日までに生まれた人
受付期間 7月 日㈪〜9月 日㈮
会計年度任用職員採用試験
と き 8月3日㈰
職 種 一般事務
採用予定数 1人

※資料請求についてはホームページを確認︑
または問い合わせください︒
問合せ 八代生活環境事務組合☎ 2049

放送大学2020年
入学生募集

月

心理学・福祉・経済・歴史・文学など約
300の幅広い授業科目があり︑ 代から
代の幅広い世代の約9万人の学生が大学を卒
業したい︑学びを楽しみたいなどの目的で学
んでいます︒
出願期間 第1回 8月 日㈪まで

受験資格
・意欲を持って職務を遂行すると認められ
第2回 9月 日㈫まで

環境課☎ 4114
3902

☎096︵341︶0860

放送大学熊本学習センター

申込み・問合せ

る人でパソコンでの資料作成︑データ入
力などができる人
・地方公務員法第 条の各号に該当しない
人
受付期間 7月 日㈫〜 日㈪

問合せ
熊本県子ども・若者総合相談センター
〜COCONここん〜
☎096︵387︶7000
︵月〜金曜の午前8時 分〜午後9時︶

kowaka-cocon@wind.ocn.ne.jp

イベント
水生生物観察会
ところ 水無川ほたるの里公園︵妙見町︶

と き 8月8日㈯ 午前 時〜正午

kankyo@city.yatsushiro.lg.jp

﹁緑の学園﹂︵県立農業大学校
オープンキャンパス︶
と き 第1回 8月1日㈯
第2回 8月 日㈮
①農業大学校の概要紹介

内 容
②進路・資格・学生生活の紹介
③農学部各学科・研修部の内容紹介
④コース別体験学習︵申し込み時に希望コ
ースを2つ選択︶
定 員 各 人程度

対 象 県内の高校生

費 用 無料

費 用 250円／人︵予定︶

ル︑着替えなど︵マスク着用︶
申込締切 7月 日㈮

☎096︵248︶1188

問合せ 県立農業大学校

80

の総合相談窓口で
内 容 水質簡易検査︑川の生きものの調査
人︵先着順︶

33

持参品 濡れてもいい靴︑帽子︑水筒︑タオ

定 員

15 31

第 15 回 八代市童話発表大会
問合せ 図書館本館 ☎32-3385

申込み・問合せ

観光・クルーズ振興課
☎33-8777
90

15

15

八 代 港 クルーズ 船 情 報
キッズチャレンジ 2020 アウトドア
スクール・夏休み子ども陶芸教室
問合せ 生涯学習課 ☎30-1110

す︒電話やメールで

10

FAX
35
21

27

30

Mail

16

問合せ

62

18

11

18

11

10

10
11
10

クルーズ船の寄港予約状況を毎月掲載し
ていましたが、新型コロナウイルスの影響
で、3 月以降の予約のキャンセルが続いて
おり、不確実な見通しとなっていることか
ら、当面の間掲載を見合わせます。寄港が
確定した場合はまた掲載します。
10

27

27

10 10

エコエイトやつしろ（八代市環境センター）で受け入れた
本市全域の燃えるごみの収集量を比較しています。
缶類やびん類、ペットボトル、白色トレイ、プラスチック製
容器包装は必ず洗って、
資源の日に出しましょう。
問合せ 循環社会推進課 ☎34-1997

14

10

10

22

も相談を受け付けていますので気軽に相談し

−8 g

歳〜 歳までの人とその家族︑友

−52 t
較

30

第 46 回 八代市消防ポンプ操法大会
問合せ 危機管理課 ☎33-4112

てください︒

474 g

対 象

1,789 t

人など

R 2年4月

31

21 23

10

482 g

33

33

33

21

21

1,841 t

20

以下のイベントは新型コロナウイル
ス感染症感染防止のため中止となりま
した。この他にもイベントなどが中止
になる場合がありますので担当課へ問
い合わせください。

18 18
39

H31 年 4 月

比

燃えるごみの収集量 1人1日当たりの燃えるごみの量
間
期

Mail

イベントの中止

18
18
18
18
33

15

燃えるごみ収集量

費 用 無料

エコエイトやつしろ（八代市環境センター）における

図 書 館

催し物案内（７月）

午前 9 時 30 分〜午後 8 時（土日・祝日午後 7 時）
施設点検日、開館前、閉館後の本の返却は 返却ポストへお願いします。

【施設点検休館日】図書館本館：22 日㈬

イベントスケジュール
図書館本館 DVD 上映会
12 日㈰午後 2 時〜 「御宿かわせみ」1 話、2 話 各 50 分
※先着 20 人、利用カードを持参ください
各館 図書館講座 「図書館の便利な使い方講座」
18 日㈯午前 11 時〜 対象 一般（要申込み）各館 3 人
その他の各館イベントは図書館ホームページを確認してください。
使って
便利

図書の予約・リクエストサービス

図書や雑誌は予約することができます。予約をすると、
貸し出し中の本が戻ってきた時に優先的に借りることが
できます。所蔵館から、受け取りたい館に本を取り寄せる
こともできます。
・貸し出し準備ができ次第、図書館からお知らせします。
・受け取りたい図書館（移動図書館含む）を指定するこ
とができます。
★予約はネット予約が便利です★
図書館ホームページ（蔵書検索サービス）から検索して
予約できます。
その他にも図書館内の検索機や窓口にある申込書から
も予約できます。
図書館に所蔵がない本はリクエストできます。各館に
ある申込書に記入し、カウンターへ提出してください。
（要望に応えることができない場合もあります） 詳しく
は各図書館に問い合わせください。
移動図書館巡回日時

▶ 1日㈬ 9:40ひので保育園 10:15金剛コミュニティセンター 10:45ま心苑
▶ 3日㈮ 9:40麦島コミュニティセンター 10:15植柳コミュニティセンター 10:45偕老苑
▶ 7日㈫ 13:15日奈久小 14:00日奈久コミュニティセンター 14:30保寿寮
▶ 9日㈭ 13:25二見小 14:10二見コミュニティセンター 14:55光嶺保育園
▶ 13日㈪ 13:15昭和小 14:00郡築12番八協連 14:35井揚団地
▶ 15日㈬ 13:15東陽小 14:05河俣山村広場 14:40東陽せせらぎ
▶ 20日㈪ 9:40流藻川団地 10:05すずらん苑 10:40きぼうの里たいよう
▶ 27日㈪ 9:40八代トヨオカ地建アリーナ 10:10東中洲公園 10:40あさひ園

【一般書】

せんちょう分館：14 日㈫

かがみ分館：22 日㈬

新しい本が入りました！

カケラ
これでもいいのだ

湊 かなえ / 著

集英社

ジェーン・スー / 著

中央公論新社

朧夜ノ桜

佐伯 泰英 / 著

文藝春秋

瀬戸内 寂聴 / 著

中央公論新社

「一生サビない脳」をつくる生活習慣 35
齋藤 孝 / 著

ビジネス社

体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒 200
福光 佳奈子 / 著

秀和システム

伝説の家政婦志麻さんがうちに来た !
タサン 志麻 / 著

世界文化社

笑って生ききる

今日から使えるワークショップのアイデア帳
ワークショップ探検部 / 著
農家が教える痛快キノコつくり
50 代からの人生戦略

翔泳社

農文協 / 編 農山漁村文化協会
佐藤 優 / 著

青春出版社

たまごにいちゃんとげんちゃん
あきやま ただし / 作・絵

鈴木出版

ねずみくんはめいたんてい
なかえ よしを / 作 上野 紀子 / 絵

ポプラ社

【児童書・絵本】

ニッポンじゃアリエナイ世界の国
斗鬼 正一 / 監修 SB クリエイティブ
つかう ? やめる ? かんがえようプラスチック
キム ウンジュ / ぶん
ゆりの木荘の子どもたち

ほるぷ出版

富安 陽子 / 作

講談社

ヤング・シャーロック・ホームズ vol.8
アンドリュー・レーン / 著

静山社

他にも多数入りました。
図書館ホームページにアップしています。
▶ 2日㈭ 9:40高島団地 10:10築添団地 10:45八代中央クリニック
▶ 6日㈪ 9:40竹原県職住宅 10:10日本製紙太田郷社宅 10:40日本製紙日置社宅
▶ 8日㈬ 13:15郡築小14:05 八千把コミュニティセンター 14:30海士江西村ビル
▶10日㈮ 13:15龍峯小 13:55如見商店前 14:25中次団地
▶14日㈫ 13:15八竜小 14:10JA坂本 14:50グリーンパーク
▶16日㈭ 13:20泉小中 14:00泉支所 14:30泉運動広場
▶21 日㈫ 9:40 グランドゥール（旧 JR 西宮アパート）10:10 熊本総合病院付属クリニック 10:40 有料老人ホーム楽寿
▶28日㈫ 9:40鏡しらぬい保育園 10:15鏡体育館 10:45古閑出JA倉庫

※図書資料の返却を忘れずに 図書の貸出期間は、借りた日を含めて１５日間です。多くの人が利用できるよう、早めの返却をお願いします。
問合せ 図書館本館☎32-3385 せんちょう分館☎46-1901 かがみ分館☎52-5567

新型コロナウイルス感染症
関連情報のラジオＣＭ放送
をはじめます
市では︑７月からFM ・5カッパ

てください︒
・毎週月曜〜金曜
時〜

①午前8時台
②午前

秒のスポッ

１日４回

通勤時間や休憩中などにぜひ聞い

トＣＭを１日４回放送しています︒

みなどをお知らせする

市の支援策や感染防止対策の取り組

新型コロナウイルス感染症に関する

エフエム︵エフエムやつしろ︶で︑

76

60

時台
分〜

※放送はFM ・5カッパエフエム
︵エ

︵やつしろインフォメーション再放送内︶

④午後2時

③午後

︵やつしろインフォメーション番組内︶

10

フエムやつしろ︶
のホームページか
らも聞くことが可能です︒

広報紙に部活の写真や
思い出を掲載しませんか

部活動をテーマに写真や思い出を募集します︒募
集した写真は広報やつしろ９月号で使用します︒対
象は高校生︑中学生です︒部活の写真を送付くださ
い︒
︵文化部も運動部も可︶

応募方法

氏 名︵ふ り が な︶︑学 校 名︑学 年︑部 活 動 名︑電
話番号︑画像のタイトル︑部活動の思い出を明記し︑
にメールを
写 真 を 添 え て info@city.yatsushiro.lg.jp
送付ください︒
氏
※名は掲載しません
１
※人３点まで応募可能

日︵木︶

応募締切

７月

注意事項

16

秘書広報課☎

4101

・未発表作品に限ります︒
・写真のサイズは ＭＢ未満︵JPEG推奨︶と
し︑圧縮ファイルなどを用いず送付ください︒
・応募された写真は広報やつしろに掲載します︒ま
た︑広報やつしろは市ホームページ︑市公式ＳＮ
Ｓにも掲載します︒
・掲載枠に合わない場合︑写真のトリミングや文章
の添削を秘書広報課で行う場合があります︒
・被写体︵未成年の場合はその保護者︶の同意を必
ずとってください︒
・応募者が未成年の場合は︑保護者の同意を必ず
とってください︒
・著作権や肖像権などの問題が発生した場合︑その
責任は応募者に帰属するものとし︑市に損害が発
生した場合︑その損害は応募者に補償していただ
きます︒
・応募があった写真全てが掲載されるわけではあり
ません︒
問合せ

10

33

45

76

スポーツウエルネス吹矢で
「楽しく、そして健康に」

人権NPOちなもい人権擁護・救済センター
７月の電話相談

12

新型コロナウイルス感染症の感染防
止のためイベントが中止・延期になる
場合があります。詳細は各問い合わせ
先へ尋ねてください。
日時／毎週木曜日 午前9時30分〜正午
場所／太田郷コミュニティセンター
内容／スポーツウエルネス吹矢式呼吸
法による心身のケア
費用／1,000円（月額）
問合せ／成清☎090
（4997）
7195

日時／7月6、13、20、27日㈪
正午〜午後2時
場所／八代教育会館
内容／関係調整相談員による人権擁護・
救済に関する相談や関係調整
（新型コロナウイルス感染症対
策のため面談不可）
問合せ／森永☎32-3030

伝言板

伝言板は八代市内の団体・サークル・愛好会な
どが、非営利（宗教・政治・営業以外）で行う活
動などの情報を掲載するコーナーです。仲間募
集やイベント告知などに利用ください。詳細は
各問い合わせ先へ。
★9月号の掲載申込期間：7/1㈬〜16㈭
※費用の記載のないものは無料です。

日時／火曜日〜土曜日
午前10時〜午後5時
場所／若者サポートステーションやつしろ
内容／みなさんの心配事や不安に寄り
添い「働きたい」という気持
ちを応援します（守秘義務は
厳守します）
。詳細はホームペ
ージまで
対象／15歳〜49歳までの求職中の人、
またはその家族
問合せ／若者サポートステーション
やつしろ
☎37-8739

日時／7月4日㈯ 午後2時〜4時30分
場所／八代教育会館
内容／ひなたぼっこの会12周年＆熊
本高生研 共同企画
演題／教育現場の今を伝える
講師／白石陽一氏
（熊本大学教育学部准教授）
その他／電話相談は随時受付
問合せ／思春期の子どもと向き合うお
となたちの会「ひなたぼっ
この会」
清田☎070
（5535）
1719

働くことや将来の就職に悩みを
抱えている皆さんとその家族へ
親と教師で不登校を語り合う
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