
 

　２分団２部団員　田中　秀幸
　３分団団員　　　木下　貴仁
　３分団団員　　　和久田誠二
　４分団１部団員　松岡　耕太
　４分団２部団員　田嶋　拓哉
　４分団３部団員　橘　　昌史
　５分団１部団員　上村　和史
　５分団２部団員　本島　　洋
　６分団１部団員　本田　一臣
　８分団４部団員　宮﨑　淳大

 市長表彰（無火災分団表彰）
　鏡方面隊第２分団（内田）
　鏡方面隊第５分団（宝出・硴原）

 団長感謝状
  ※団本部幹部を退任された方
　前 鏡方面隊長　　鶴﨑　英二

 方面隊長感謝状
  ※昨年度末に分団長以上で退任
    された方
　前 本部分団分団長　田中 宣行
　前 １分団分団長　　松永 一喜
　前 ３分団分団長　　木下 貴仁
　前 ４分団分団長　　塚本 真哉
　前 ５分団分団長　　本島 　洋
　前 ６分団分団長　　橋本 貴喜
　前 ７分団分団長　　川邊 伸幸
　前 ８分団分団長　　立川 直人
　前 ９分団分団長　　柴田 幸和
　前 10分団分団長　　野田 悠矢

 熊本県消防協会功績章
  ※２０年消防活動に精励し、使命
    の遂行に功績が顕著な団員
　４分団３部部長　入田　雅史
　６分団１部部長　宮瀬　広紀
　９分団３部部長　橋本　雅史
　４分団３部班長　小島　寛大
　６分団３部班長　岩崎　裕希
　１分団２部団員　吉田　雅司
　１分団２部団員　前田　博明
　２分団２部団員　村田　一樹
　３分団団員　　　改田　武虎
　４分団２部団員　深川　允晶
　４分団３部団員　宮﨑　義久
　５分団１部団員　中嶋　良一
　５分団２部団員　青山　　猛
　７分団２部団員　松本敏司也
　８分団３部団員　山本　英作
　８分団３部団員　村上　宜隆
　９分団１部団員　筧　　孝高
　９分団１部団員　財満　　剛
　10分団１部団員　平崎　真司

 熊本県消防協会勤績章
  ※１５年消防活動に精励した団員
　２分団副分団長　濵田　一秀
　１分団１部部長　牛嶋　大将
　２分団２部部長　稲岡　　悟
　８分団３部部長　村上　友教
　８分団１部班長　津田　祥冶
　８分団１部班長　田川　省吾
　８分団２部班長　濱　　久晃
　１分団１部団員　早川　大輔
　１分団１部団員　早川　慶一

 消防庁長官退職団員褒章１号銀杯
   ※２５年以上で退団された方
　元８分団４部団員　内川　　勝

 消防庁長官退職団員褒章２号銀杯
   ※１５年以上で退団された方
　元１分団分団長　　松永　一喜
　元８分団分団長　　立川　直人
　元９分団分団長　　柴田　幸和
　元８分団副分団長　本島　弘樹
　元２分団１部部長　桑本　勇治
　元４分団１部部長　篠原　嵩明
　元８分団２部部長　萩本　雄祐
　元３分団団員　　　髙田　浩光
　元４分団１部団員　泉　輝久雄
　元４分団３部団員　入田　勝徳
　元５分団２部団員　小林　　祐
　元６分団１部団員　満井宗太郎
　元６分団２部団員　上村　真幸
　元７分団２部団員　濵本　真哉
　元８分団１部団員　上田　　徹
　元８分団３部団員　河原　伸昭
　元10分団１部団員　大塚　栄一

 熊本県知事表彰功労章
　※消防団の幹部として、防災思想の
　　普及や、消防施設の整備、その他
　　災害の防御に関する対策の実施
　　について、その成績が特に優秀な
　　消防団員
　副団長兼鏡方面隊長　坂田　裕樹
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消防団を退任された方や、長年にわたり活動に努められた団員に対して、消防庁や熊本県知事、熊本

県消防協会等から表彰があり、鏡方面隊からは以下の方々が受章されました。

例年であれば、通常点検の場にて表彰の伝達を行うところではあります

が、新型コロナウイルス感染防止の為中止となったことから、紙面のみで

の紹介に代えさせていただきます。

受 章 者 一 覧 （敬称略）

ＲＫＫ「水曜だけど土曜の番組」の２月１日放送

回に愛ポテトの愛ちゃんが出演します。

ぜひご覧ください。

鏡
町
の
ゆ
る
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ラ
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Ｔ
Ｖ
出
演

●下記の品目は、集積所には回収容器がありませ

ん。排出される場合は、周辺への飛散防止のため、

必ず重ねてひも（ガムテープは不可）で、十字に結

束するか、紙袋に入れて出してください。

・紙製容器包装 ・段ボール ・雑誌、紙類

・新聞、チラシ

問合せ 市民環境課 ☎５２－１１１５

資源物の排出について（お願い）



 

　

   〝地域で生産されたものをその地域内で消費する〟という「地産地消」は、広く
 理解されていて、実践されている方も多いようです。
   「地産地消」は、輸送コストや環境負荷を抑える、地域経済の活性化につながる、
 伝統的な食材や文化を次の世代へ伝えるといったメリットに加えて、新鮮な食材を
 おいしく食べることで食品ロスへの対策としても、ＳＤＧｓの取組みになります。
   行動自体はシンプルですが、その積み重ねが大きな成果に結実していきます。
   いつもの買い物のときに、「地産地消」を意識してみるのはどうでしょうか。

○申告が必要な

方は、日程と会

場を確認のうえ

ご来場ください。

○新型コロナウ

イルス感染症拡

大防止のため、

来場の際はマス

クの着用をお願

いします。

※詳しくは、「広報やつしろ２月号」をご確認ください。
問合せ 市民環境課 ☎５２－１１１６ 行政に対するご意見やご要望などがありましたら、

気軽にご相談ください。

日時：２月１５日（水）午前９時～正午

場所：鏡支所１階会議室

※相談は無料で、秘密は固く守られます。

※ご来場の際には、マスクの着用をお願いします。

※新型コロナウイルスに係るまん延防止等重点措

置がとられるなど、状況次第では、急遽中止とさせ

ていただく場合がございますので、あらかじめご了

承ください。

なお、行政相談は、『熊本行政評価事務所』（電

話：096-324-1662、FAX：096-324-1663）でも受け付

けていますのでご利用ください。

問合せ 市民環境課 ☎５２－１１１６

皆さんの『働くこと』をお手伝いします
就職を希望される方はどなたでもご相談ください。

日 時：２月９日（木）午後１時３０分～午後４時

場 所：鏡支所１階会議室

出張相談会は、今後も月に１回開催予定です。それ以

外の平日にも、県南広域本部１階のジョブカフェやつし

ろにて、仕事に関するいろいろな相談を受けています。

お気軽にご利用ください。

問合せ ジョブカフェやつしろ ☎３３－３７５６

ジョブカフェやつしろ出張相談会

お待たせしました！
令和5年度の 健（検）診申し込みが始まります

●令和5年2月1日から、令和5年度の健（検）診申込みが始まります。詳しくは、

広報やつしろ２月号に折込みの『健診申し込みのご案内』をご覧ください。

●（お知らせ）

ゆめタウン八代で「健診受診キャンペーン」として、

健診申し込みと血管年齢測定を実施します。

日時：2月19日（日） 10時～15時半

場所：1階エクセル様前

※参加事前予約等不要

※新型コロナウイルス感染状況によっては、中止となる場合があります。

【健（検）診申し込み・問合せ先】

八代市保健センター ☎ ３２－７２００

健（検）診の

お申し込み、

待ってま〜す！！

ぜひご覧ください。

月 日 受付時間 対 象 地 区 会 場 

2/16 

（木） 

午前 9:00～11:30 内田、宝出、鏡村、津口、芝口 

鏡支所 

３階大会議室 

午後 13:00～16:00 駅前、下有佐、有佐、中島、下村 

2/17 

（金） 

午前 9:00～11:30 大還、貝洲、硴原、塩浜、北新地 

午後 13:00～16:00 野崎、上鏡、鏡町、外出、北出 

3/12 

（日） 午前 

午後 

9:00～11:30 

13:00～16:00 

市内全域 

※上記の指定日に申告できなかった人 

八代市役所本庁 

１階多目的ホール 3/15 

（水） 

 

住み続けられる

まちづくり

つくる責任

つかう責任

気候変動に

具体的な対策を

令和５年度市県民税（住民税）の申告相談受付


