
 

 様  様１２番町 園田　れい子【故人】園田　幸德【寄付】

郡築コミュニティセンターTEL・FAX　３７－０１７５　　　郡築出張所TEL　３７－０３２８

※紙面の都合上掲載していないお知らせがございます。ご了承ください。
※１月号掲載希望の方は12月20日(火)の午前中までに郡築コミュニティセンターにＦＡＸまたはご持参ください。

◆白島ぎんが保育園

１０日(土) 生活発表会

１６日(金) もちつき

２０日(火) 身体測定

２２日(木) 森のようちえん

２３日(金) 食育の日

２６日(月) 避難訓練

２８日(水) 保育納め

◆八代第七中学校

１日(木) 安全点検

熊本県学力・学習状況調査(国数英)

２日(金) 八代市学力・学習状況調査(社理)

４日(日)～６日(火) 修学旅行(２年) 

９日(金) 授業参観

学年・学級懇談会

１２日(月) 運営委員会

１６日(金) 専門委員会

１９日(月) 生徒会役員選挙立会演説会・投票

２１日(水) 校内駅伝・持久走大会

２３日(金) ２学期終業式・大掃除

◆婦人会関係

【婦人会】郡築神社清掃：１２番町

７日(水) 県指定モデル事業「環境」閉講式

支部長会議

１０日(土) まなびフェスタ参加

１２日(月) 市婦連理事会

２１日(水)～２３日(金)

年末事故防止見守り 於：臨港線

【婦人学級】
３Ｂ体操： ６日

◆いきいきサロン

【１番町第１】 休み

【１番町第２】 ２１日(水)１０時００分～

【２･３･４番町】 １５日(木)１３時３０分～

【 ８ 番 町 】 ２８日(水)１３時３０分～

【 ９ 番 町 】 １４日(水)１３時３０分～

【１０ 番 町】 ２１日(水)１３時３０分～

【１２ 番 町】 ７日(水)１０時００分～

◆収集日

【可燃物】
火曜日 ６・１３・２０・２７日

金曜日 ２・ ９・１６・２３・３０日

【資源の日】 １４日(水)・２８日(水)

◆郡築しおかぜ保育園

１日(木) 安全点検・バレエ(年長児)
７日(水) 非常訓練(火災)

１０日(土) 発表会
１２日(月) 人権の日
１３日(火) 茶道教室(年長児)
１５日(木) 安全点検
１９日(月) 食育の日・身体計測ウィーク
２３日(金) クリスマス会＆誕生会
２８日(水) 保育納め

交通安全・生活指導

◆松寿幼稚園

１日(木) 園内安全点検日

８日(木) 成道会

２１日(水) お弁当の日

２２日(木) 報恩講

２３日(金) 誕生日会

２８日(水) 御用納め

２９日(木)～１月３日(火) 冬休み

＃体育教室＃

１日

＃英語教室＃

１２日・１９日

＃土曜預かり保育＃

３日・１０日・１７日

◆郡築小学校

１日(木) 社会科見学(４年生)・フッ化物洗口

５日(月) 運営委員会・クラブ活動

はっぴー貯金(～９日)

６日(火)～７日(水) 県学力学習状況調査

８日(木) フッ化物洗口

１２日(月) クラブ活動

１３日(火) ぐんとまあいさつ隊

人権の花運動修了式(５校時)

１５日(木) 低学年外国語・フッ化物洗口

１６日(金) 縦割り班遊び(５校時) 

２０日(火) ぐんとまタイム・オンライン音楽会

陸上記録会オンライン表彰式

２２日(木) フッ化物洗口

２３日(金) 終業式 ◆まちづくり協議会・コミュニティ
センター・その他

【青少年指導員・防犯協会】

定期的に校区内を巡回予定

【駐在所連絡協議会】

駐在所と定期的に校区内を巡回

【民児協】 ６日(火)１３時～

昭和コミュニティセンターで行います

【生涯学習自主講座クラブ】

日本３Ｂ体操 休み

ＫＯＡＬＯＨＡ ４日・１１日・２１日

【体育館・グラウンド受付】

郡築農村運動広場

２６日(月) ８時３０分～
小・中学校体育館

２６日(月) ８時３０分～
【元気体操】

６日(火)・２０日(火)

【伝統文化こども教室】

華道・茶道：１０日(土)・２４日(土)

～ 香 典 返 し 寄 付 ～

郡築汐風まちづくり協議会に香典返しとしてご寄付を頂きました。

厚くお礼を申し上げ、郡築校区のために有効活用させていただきます。

郡築汐風まちづくり協議会 会長 中野 久

◆老人会関係

【老人会】 ２日(金) １３時３０分～

【古城郡長墓地清掃】 福栄会

郡築コミュニティセンターの利用について

エアコン・ガスの使用、窓の開閉等が出来ません

（換気扇は使用可能です）

ロビー・和室・大会議室にはストーブを設置してあり

ます。無料でご使用いただけます。

※換気扇を必ずつけてご使用下さい。

■窓の開閉（全室）R4.10.25～R5.1.31
■エアコン及びガスの使用（館内全て）R4.11.１～ R5.1.31
■小会議室・中会議室の利用R4.12.1～ R4.12.31

施設の貸出しは行いますが、代替施設のご利用も含め、利

用申請される際はご検討いただきますようお願いします。

大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろ

しくお願いいたします。

市民活動政策課

マイナンバーカード出張申請サポートのご案内

市民課の職員がマイナンバーカードの写真撮影（無料）

やその他の申請をサポート致します。

申請にかかる時間は、１人１５分程度です。（来場者次第

ではお待ちいただくこともあります）

日 時：１２月２０日（火） 午前９：００ ～ 午後４：００

場 所：郡築コミュニティセンター １Fロビー

対 象：八代市に住民登録があり、初めてマイナンバー

カードを申請される方

※詳しくは、別途配布のチラシ「マイナンバーカード出張

申請サポートのご案内」をご覧ください



 

 

“暮らしに役立つ情報満載”
「２０２３年版市民手帳」を販売します
数量限定のため、お早めにお求めください。取りおき・予約販売はしておりません。

販売期間 １２月１日（木）～令和５年１月３１日（火）まで

価 格 1冊 ５５０円(消費税込み、現金販売)

販売場所 文書統計課（市役所３階）

各支所地域振興課
色 紺（ネイビー）

サ イ ズ 長方形（９.２㎝×１7㎝）
内 容 ★コンパクトに書ける予定表

★ミニ知識として便利な統計情報
★各種届出、各種証明書類の請求方法

★八代市のイベントカレンダー
★県内の観光マップや特産品情報 など

問 合 せ 文書統計課 ☎ ３３－４１７４、各支所地域振興課

熊本県消費生活センターからのお知らせ

◆ 消費生活出前講座のご案内 ◆

消費生活相談員が、皆様の地域にお伺いし、悪質商法や架空請求の現状や、被害に遭わないためのポイ

ントを、分かりやすくお伝えします。

◎対象：八代市・氷川町・芦北町在住在勤の方、自治会、学校、敬老会等の各種団体など

※１０名以上の団体やグループであれば利用できます。

◎申込：八代市役所市民活動政策課 ℡：０９６５-３３-４４８２

●災害に便乗して、悪質な住宅修理を契約させ

られたという相談が寄せられています。

●家族や周りの人は、高齢者や障がい者の家に

不審な訪問者が来ていないか、気を配りましょう。

●契約を迫られても、その場では決めないように

しましょう。

災害に遭い、家を修理をしようと思って

いたところ、訪問したリフォーム業者に

「今なら他の業者よりも安く出来る」

と言われ、すぐに契約した。

工事代金を支払ったものの、なかなか工

事が始まらず、連絡がとれなくなった。

■熊本県消費生活センター

096 - 383- 0999
（相談受付時間：平日の午前 9 時から午後 5 時まで）
■消費者ホットライン

188（局番なし）
・お近くの消費生活相談窓口をご案内します。
・土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が
開所していない場合、国⺠生活センターに電話が
つながります。

■ 警察相談専用電話

＃9110（局番なし）

電話をかけた地域を管轄する警察本部などの
相談窓口につながります。

熊本県消費生活センター

お困りの際は、一人で悩まずお電話ください


