
泉町の人の動き

【世帯数 】 ７９８世帯

【人 口】 １８４９人
男 ９１２人 女 ９３７人

平成３１年１月末現在■発 行 八代市泉支所

■編 集 泉支所地域振興課 ℡ 67－2111

■発行日 平成３１年３月１日

☆泉地区移動期日前投票所を開設します☆
今回の選挙から新たな取り組みとして「移動期日前投票所」を導入します。これは、投票

区の統合により投票所までの移動距離が著しく長い地域に居住する選挙人に対し、投票所の

機能を備えた車で、あらかじめ指定する場所に移動し、車を投票所として開設することによ

り、選挙人の投票機会を確保するための支援措置として実施します。

【受付日時】４月5日（金）午前9時30分～午前11時30分 【受付場所】五家荘自然塾前

※口座振替をご利用の方は、事前に口座の残高をお確かめください。
※お問合せ等ございましたら、地域振興課市民サービス係までご連絡ください。

【問合せ】地域振興課市民サービス係 電話６７－２１１１

平成３１年３月１１日（月）納期限のもの
◆市県民税（特別徴収） 310２期
◆農業集落排水使用料 ２月分（１月使用分）
◆浄化槽使用料 ２月分（１月使用分）

衛生センターでは、汚泥を利用した堆肥を無料提供いたします。
予約が必要ですので、必要な方はお早めにご予約ください。

■電話予約日 ３月１３日（水）～１５日（金）午前９時～午後５時
■提供日時 ３月１８日（月）～２４日（日）午前９時～午後５時（２４日は午後０時まで）

※２１日、２３日は除く
■提供場所 八代生活環境事務組合 衛生センター（八代市鏡町鏡１３７５）
■提供内容 し尿・浄化槽汚泥を発酵させた有機堆肥20ℓ袋を200袋（一家族２袋まで）

※要予約（提供数に達しましたら予約を終了します）
■対象者 八代市（坂本町、千丁町、鏡町、東陽町、泉町）及び氷川町にお住まいの方
■費用 無料
■予約・問合せ 八代生活環境事務組合 衛生センター 電話５２－０７７２

熊本県議会議員一般選挙が、平成３１年４月７日（日）に実施されます。
各地区ごとの投票所・投票時間は以下のとおりです。

当日、仕事やレジャーなどで投票ができない人は「期日前投票」をご利用ください！

【期 間】3月30日（土）～ ４月６日（土）まで
【受付時間】午前８時３０分～午後７時まで
【投 票 所】 泉支所 １階会議室

※期日前投票については、八代市内の期日前投票所でも投票できます。
なお、五家荘地区については、以下のとおり期日前投票所を設けます。
【期 間】４月４日（木）～ ４月6日（土）まで

【受付時間】午前８時３０分～午後５時まで
【投 票 所】 振興センター五家荘 １階 多目的室

【問合せ】
泉支所地域振興課総務振興係

電話６７－２１１１

春は空気が乾燥し、風の強い日が多くなり、一度火災が発生すると被害が大きくなる危険性があ
ります。そのため全国的に火災予防運動が実施されます。

各ご家庭、地域、職場等におかれましても、火の元、火の取り扱いに十分注意され、火災予防に
心がけてください。また、林野火災も全国各地で発生していますので、「たき火」の火の始末の徹
底を心がけ、たばこの投げ捨て等はしないようにしましょう。

【住宅防火 いのちを守る ７つのポイント】 ― ３つの習慣 ・ ４つの対策 ―
（３つの習慣）

○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

○ガスコンロ等のそばを離れるときは、必ず火を消す。

（４つの対策）
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防災品を使用する。

○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

全国統一標語 忘れてない？サイフにスマホに火の確認

期 間

○投票区の変更について
本市の今後の人口動態や投票区毎の事情等に対応し、合理的で効率的な執行環境を整える

ことを目的に、投票区及び投票所設置基準に基づき、投票区統合を行いました。このことか
ら、第56投票区以降の投票区番号が繰り上がることになります。

※本市の投票区数：92投票区→89投票区
泉地区の統合箇所

（旧投票区）第91投票区（五家荘自然塾研修室）⇒

（統合後）第88投票区（振興センター五家荘１階多目的室）

地区名 投票所 投票時間

本屋敷、白木平、松の原、犬山、広平

古屋敷、沢無田、宮の崎、土生、井櫃

尾園、平、氷川台、中尾、定野、和小路、矢山 泉憩いの家

白岩戸、糸原、上の門下、上の門上、二重

打越、南川内、野添、杉の谷、日当、深山谷

乙川、下赤根、上赤根、古園

河合場、深山、木場、一ツ氏、横手、岩奥 柿迫生きがいセンター

板木、保口、久連子、椎原、朴の木、小原

葉木（平）、西の岩・黒原

葉木（下屋敷）、上樅木、下樅木 泉第八小学校

振興センター五家荘 午前 ７ 時から

午後 ４ 時まで

下岳保育園

振興センターいずみ

午前 ７ 時から

午後 ６ 時まで

日 内容 場所

3日(日） 第５回スポーツと食の祭典 泉コミュニティーセンター

７日(木） 福寿草とシイタケ収穫を満喫するツアー 久連子古代の里

９日(土） 泉中学校卒業式 泉中学校

～３月１０日（日） 久連子福寿草まつり 久連子地区

21日(祝） 里山さんぽｉｎ岩奥 岩奥地区

２２日(金） 泉小学校卒業式 泉小学校

２２日(金） 泉第八小学校卒業式 泉第八小学校

２３日(土） 下岳保育園卒園式 下岳保育園



１月２２日（火）、八代農業高等学校泉分校３年
生の生徒さん１７名が、３年間使用した思い出の詰
まった、木製の机と椅子にヤスリ掛けとニスを塗る
授業を行いました。
３年生は、入学から卒業までの３年間同じものを
使い、卒業を前に、補修作業を感謝を込めて仕上げ
ます。４～５回はニスを塗る作業を行い、丁寧に、
真剣な表情で行っていました。
生徒さんは「今まで先輩方が大事にして受け継い
でこられた机と椅子なので、私たちもきれいにして
後輩達に渡したいと思います」と話していました。

▲可愛らしい福寿草

３月１０日（日）まで、久連子地区において「久連子福寿草
まつり」が開催されています。このイベントは、“永久の幸
福”の花言葉を持つ美しい多年草「福寿草」の開花にあわせて、
五家荘地域振興会が開催しているもので、期間中は福寿草を鑑
賞できる散策や地元特産品の販売等が行われます。
なお、冬季の五家荘地域は、凍結・降積雪が多くみられます

ので、事前に凍結・積雪情報をご確認の上、お出かけください。
詳しい内容は、泉・五家荘情報発信サイト【五家荘ねっと】で
もご覧いただけます。

【問合せ】五家荘観光案内所 ℡３６－５８００

★ ニュキニョッキン！！ ★ 企画
地元産 たけのこグルメ Ｄａｙｓ
期間：３月１６日（土）～４月９日（火）

特別メニュー 時季の来んとしゃがな出ま膳 1,620円（税込）
筍炊込み御膳・筍天ぷら盛り合せ・筍刺身・筍木の芽和え・筍田楽・筍吸物・漬物・デザート

【問合せ】ふれあいセンターいずみ 電話６７－３５００
（水曜定休日）隠れ里の御食事処

滋味健丈『炉丹』

4月になりますと、皆様のお近くにお伺いし、狂犬病予防注射を行います。

注射料金と注射済票を合わせた料金は、１頭につき３，１００円です。

新たに登録する場合の料金は、別途１頭につき３，０００円です。

問診票等は３月下旬に郵送します。この機会をぜひご利用ください。

ご不明な点は、泉支所地域振興課 担当:内田までご連絡ください。

【問合せ】泉支所地域振興課市民サービス係
℡６７－２１１１

▲授業のようす

◀
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▲研修のようす

１月２５日（金）、泉方面隊第６分団に新しく軽
積載車が配備されました。今回の配備により泉方面
隊の積載車台数は６台となりました。
第６分団に積載車が配備されたことにより、さら

なる防災活動の強化につながりました。

２月２日（土）～３日（日）、泉町区長会視察研
修が実施され、14名の区長の皆様方が参加されまし
た。主な研修先として、“やねだん”（鹿児島県鹿
屋市柳谷町内会）を訪問し、代表 豊重 哲郎さんの
お話を聞きました。
研修では、やねだんでの活動、土着菌づくり等、
これからの地域づくりについての研修を受けました。
参加された区長の皆様方は、熱心に耳を傾け、良い
研修会となりました。

白木平（山本商店前） 8:50 ～   9:00

平・氷川台（泉運動広場） 9:15 ～   9:30

岩奥（旧産交バス車庫前） 8:45 ～   8:50

民宿おく川入口 9:25 ～   9:30

小原（左座荘前） 9:40 ～   9:45

椎原（椎原診療所前） 10:00 ～ 10:05

朴の木（杉本宅前） 10:20 ～ 10:25

泉支所 8:35 ～   8:40

赤根（岩本宅前） 8:50 ～   8:55

板木（下鶴橋） 9:45 ～   9:50

久連子（古代の里） 10:05 ～ 10:10

河合場（柿迫生きがいセンター） 8:40 ～   8:45

仁田尾（東山本店前） 9:20 ～   9:25

葉木上（平家荘下国道445号との交差点近く） 9:35 ～   9:40

葉木下（佐倉荘前） 9:50 ～   9:55

下樅木（樅木山荘前広場） 10:05 ～ 10:10

上樅木（天領庵駐車場） 10:20 ～ 10:25

11日
(木)

12日
(金)

日　程　表（４月９日、１０日、１１日、１２日）

9日
(火)

10日
(水)


