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　先月号でお伝えしました八代市消防団鏡方面隊通常点検の中で、永きにわ
たり消防団活動に従事した団員への各種表彰がありました。受章者は掲載のと
おりです。　受章おめでとうございます。

鏡支所管内の人の動き（1月末現在）

消防庁長官退職団員褒章

1号銀杯

★２５年以上で退職した団員

第９分団分団長 岩瀬賢治

第９分団副分団長 古門 章

第１分団２部部長 金田満博

２号銀杯

★１５年以上で退職した団員

本部分団分団長 木村士朗

第１分団分団長 大谷和義

第２分団分団長 徳田 誠

本部分団副分団長 野口和久

第２分団副分団長 松田敏宏

第４分団副分団長 宮﨑大和

第６分団副分団長 稲村浩道

熊本県知事表彰

①功労賞：副団長以上に１０年以上在

職で、成績が特に優秀な者

本部副団長 早﨑功一

②永年勤続功労賞：２５年以上勤続し、

勤務成績が優秀で他の模範と認めら

れる者

第６分団２部団員 岩村信吾

第６分団３部団員 山本 哲

第６分団３部団員 村田昌幸

第１０分団１部団員 宮本栄次

熊本県消防協会表彰

①功績章：過去に勤績章を授与された

②勤績章：消防歴１５年以上の者で、

消防団長が他の模範であると認める者

第１０分団分団長 星野泰之

第２分団副分団長 村田一樹

第８分団副分団長 畑中雅臣

第１分団１部部長 宮﨑伸也

第２分団２部部長 中村純二

第１分団１部班長 田中慎一

第４分団２部班長 福間盛一

第４分団２部班長 大江田真嗣

第４分団３部班長 入田勝徳

第７分団１部班長 宮木伸征

第７分団２部班長 松尾孝幸

第８分団３部班長 山本英作

第９分団１部班長 筧 孝高

第９分団３部班長 鍬﨑辰朗

第１分団１部団員 稲崎 務

第１分団２部団員 松山 仁

第２分団１部団員 水上竜二朗

第２分団１部団員 宮村尚吾

第２分団２部団員 松見大悟

第３分団団員 藤崎洋一

八代市消防団鏡方面隊 表彰者一覧

※詳しい内容は、広報やつしろ３月号をご覧ください。

◆期　間　３月１１日（金）から２６日（土）
◆時　間　午前8時30分から午後8時まで
◆場　所　鏡支所１階会議室

　平成２８年春季全国火災予防運動が３月１日（火）から
７日（月）までの七日間にわたって実施されます。
　尊い生命と貴重な財産を火災から守り、火災のない
「かがみ」を目指しましょう。

　３月２７日（日）は、熊本県知事選挙の投票日です。
この選挙の期日前投票については以下のとおりです。

問合せ先：八代市選挙管理委員会　３０‐１６６３

平成28年春季火災予防運動

第２分団副分団長 松田敏宏

第４分団副分団長 宮﨑大和

第６分団副分団長 稲村浩道

第８分団副分団長 豊本康男

第１分団２部部長 前田真利

第１分団２部部長 緒方 健

第４分団１部部長 中村康司

第４分団３部部長 宮﨑清吾

第５分団２部部長 藤田豊隆

第６分団３部部長 鶴山和範

第８分団１部部長 太江田竜太

第８分団２部部長 山本洋司

第８分団４部部長 松村 悠

第８分団４部部長 内川太一

第１分団２部班長 入江 茂

第２分団１部班長 堀田正治

第９分団２部班長 島田良輔

第１０分団２部班長 野口竜基

熊本県消防協会表彰

①功績章：過去に勤績章を授与された

消防歴２０年以上の者で、消防団長が

他の模範であると認める者

本部副団長 坂田裕樹

本部分団分団長 小田展生

第１分団分団長 久保太二

第９分団分団長 木村勇一

第４分団３部部長 宮﨑智宏

第３分団団員 中西健介

第３分団団員 入江公敏

第４分団２部団員 宮本 晃

第４分団２部団員 西田剛克

第６分団２部団員 園田 聖

第６分団２部団員 村田裕信

第９分団１部団員 鎌田 学

第２分団２部団員 松見大悟

第３分団団員 藤崎洋一

第３分団団員 林田邦博

第６分団２部団員 倉門勝城

第８分団１部団員 岩本宗久

第８分団４部団員 嶋田和也

第９分団１部団員 村本郁夫

第１０分団１部団員 大塚栄一

第１０分団１部団員 光本博紀

鏡方面隊長感謝状

①退任幹部：分団長以上の階級で退任

した団員

本部分団分団長 木村士朗

第２分団分団長 松見大悟

第３分団分団長 林田邦博

②防災・消防活動協力者

該当なし

熊本県知事選挙について

「無防備な心に火災が

かくれんぼ」
平成２７年度全国統一防火標語 問合せ先：八代市選挙管理委員会　３０‐１６６３

かくれんぼ」
平成２７年度全国統一防火標語



　　

【健診内容及び料金】

http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/youngkenshin/

※詳細（日程・会場・受付時間等）は、広報やつしろ３月号をご覧ください。

問合せ先：鏡保健センター　５２－５２７７

乳がん検診（３０歳以上） 選択 乳房超音波検査 ８００円

子宮頸がん検診（２０歳以上） 選択 視診・内診・子宮頸部細胞診

②ＱＲコード又はホームページから申込む。

①八代市保健センターに、電話で申込む。（電話番号　３２－７２００）

　　　　　　受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日は除く）

基本健診及び歯周病疾患検診 必須

問診・身体測定・腹囲測定・
血圧測定・血液検査・尿検査

・歯周病疾患検診
２，０００円

昭和５２年４月１日～平成９年３月３１日生まれ
健診を受ける機会のない２０歳～３９歳の市民（学生は除く）

【対象者】

健診項目 内容 金額

１，２００円

腹部超音波検診 選択
肝臓・腎臓・胆のう・膵臓・脾臓

の検査 １，１００円

【申込み期間】 平成２８年３月１日（火）～３月２５日（金）※先着順（定員４５０名程度）

※ただし、定員になり次第申込みは締め切ります。

【申込み方法】 原則、本人による申込みを受け付けます。

平成２８年度ヤング健診のご案内

期　日：平成２８年３月４日（金）
時　間：午前９時３０分～１２時と、午後１時～３時３０分
会　場：鏡支所正面玄関横

問合せ先：市民環境課　５２－１１１５

　最近、飼い犬に関する苦情が寄せられています。
　散歩中などのフンの処理は、飼い主が責任をもっておこなってください。また、放し飼いには、地域住民や通学・
通行人などに危害や迷惑を与える可能性があり、飼い主の責任問題につながります。
　以上のことを十分に認識され、対応していただきますようお願い致します。

　家庭ごみの焼却、いわゆる「野焼き」は、法律により禁止されています。
　また、焼却炉を使用する場合でも、法律で定められた構造基準（助熱装置、温度測定装置など）を満
たしたもの以外（簡易焼却炉、ドラム缶など）は使用できません。
　ごみを燃やしたときに発生する煙には、有害なダイオキシン等が含まれている恐れがあるだけでな
く、臭いが洗濯物についてしまうなど近隣の方に迷惑が掛かります。
　より良い生活環境を作るため、「野焼き」はやめましょう。

　３月２１日（月）は振替休日のため、「可燃ごみ」及び「資源ごみ」の収集はありません。
 該当される地区の方は、次回収集日に搬出をお願いします。

問合せ先：鏡保健センター　５２－５２７７

ごみの収集について

家庭ごみの焼却は禁止です！

献血にご協力ください！

飼い犬の苦情について

只今、県内では輸血用ストッ

クの血液が不足しています。

皆様の善意とご協力をよろしく

お願いします。


