
泉町の人の動き

【世帯数】 ７９６世帯

【人 口】 １７９６人
男 ８９２人 女 ９０４人

令和元年１２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 令和２年２月１日

※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】泉支所地域振興課市民サービス係 電話６７－２１１１

令和２年2月１０日（月）納期限のもの
◆市県民税（特別徴収） ３２０１期
◆農業集落排水使用料 １月分（１２月使用分）
◆浄化槽使用料 １月分（１２月使用分）

毎年実施している坂本・東陽・泉町を撮影区域とした第14回八代市『坂本・東陽・泉』町 観光と四季
写真コンテストの作品受付期間となりました。応募を希望される方は応募要領をご確認の上、応募票を添
付し、期間内に泉支所へ郵送またはご持参ください。素敵な作品のご応募をお待ちしています。

■テーマ 八代市坂本、東陽、泉町の四季を通じた風景、伝統行事・祭り、生活、習俗など同地域
の観光全般を表現したもの。

■撮影区域 八代市坂本、東陽、泉町全域
■応募資格 どなたでも応募できます。
■作品規格 ・白黒またはカラープリントで四ツ切 (※ワイド四ツ切、Ａ４も可)

・変形四ツ切およびスライドは不可(※スライドからのプリントは可)

■撮影期間 2019年2月1日(金)～2020年1月31日(金)

■作品受付期間 2020年2月3日(月)～2020年2月28日(金)消印有効
■作品送付先 〒869-4401 熊本県八代市泉町柿迫3131 八代市泉支所地域振興課

※泉支所地域振興課、東陽支所地域振興課、坂本支所地域振興課への持ち込みも可
■審査員 熊本日日新聞社写真部長、八代市坂本・東陽・泉支所長、泉町観光協会長
■審査結果 2020年3月上旬に入賞者へ文書で通知し、熊本日日新聞へも掲載します。
■表彰式 2020年3月１7日（火） ふれあいセンターいずみ
■各賞 グランプリ １点 賞状、賞金20,000円

季節大賞（春） １点 賞状、賞金10,000円
季節大賞（夏） １点 賞状、賞金10,000円
季節大賞（秋） １点 賞状、賞金10,000円
季節大賞（冬） １点 賞状、賞金10,000円
入選 １０点 賞状、賞金 2,000円

■主催 八代市・泉町観光協会・熊本日日新聞社
■応募規定（一部抜粋）

・応募点数は季節ごとに一人２点までとし、応募された作品は返却しません。また、応募作品は
主催者が作成するポスター等に使用できるものとします。

・応募作品は未発表のもので、他のコンテスト等に類似作品を出品していない、または発表の予定
がないものに限ります。

・入賞作品については、今後八代市が主催する事業等で制作するパンフレットやポスター等の紙面お
よびホームページなどの電子媒体で使用することを前提としますので、著作権・版権は八代市に帰
属するものとします。

【問合せ】泉支所地域振興課観光係 電話６７－２１１１

日 内容 場所
2月１5日（土）～
３月８日（日）

久連子福寿草まつり 久連子古代の里（久連子地区）

【表１】

【申告相談の日程】　　　　

AM 9：00 ～ AM 1１：３0

PM 1：00 ～ PM 4：00

AM 9：00 ～ AM 1１：３0

PM 1：00 ～ PM 4：00

AM 9：00 ～ AM 1１：３0

PM 1：00 ～ PM 4：00

 ▼ 印鑑　  ▼ 所得内容が分かる資料

 ▼ 所得控除の内訳が分かる資料

 ▼ その他申告に必要と思われるもの

～ 市・県民税　申告相談 が 始まります ～

　この申告は、市・県民税を適正に課税するための基礎資料となるほか、国民健康保険税の
計算や所得証明書などの基礎資料にもなります。
　事前に必要な書類を準備し、正しく申告しましょう。

 「申告が必要な人」【表１】は、巡回
申告受付(２月１３日～１４日)または
八代市泉支所(２月１３日～１４日)で、
申告を行ってください。

「申告が必要な人」とは？

 ▼ 2019年中に収入のあった人

 ▼ 給与所得以外の収入がある人

※ 泉支所以外では、ハーモニーホール
 　でも申告を受け付けています。

 ▼ 国民健康保険に加入している人

 ▼ その他、申告する特別な事情がある人

期日 時間帯 対象地域 会場

 ２月 １３日 (木) PM 1：00 ～ PM 4：00
 板木・保口・ 椎原

 朴の木・小原・久連子  振興センター五家荘

 ２月 １４日 (金) AM 9：00 ～ PM 0：00
 上樅木・下樅木

 ３月 １６日 (月)

 （旧泉第七小学校）

 西の岩・黒原・葉木

 ２月 １３日 (木)
 柿迫 地区

 栗木 地区  八代市泉支所

　　　　【問合せ】
   　　泉支所地域振興課市民サービス係

   　　　　電話　67-2111

※ 詳しくは、市報(２月号）をご覧ください。

ご持参していただく物

 ▼ 『マイナンバーカード』または『通知カード
　　などの番号確認書類と運転免許証など』の
　　本人確認書類

 ２月 １４日 (金)  下岳 地区
  （２階会議室）

 ３月 １５日 (日)  上記の指定日に申告
 できなかった人

 やつしろ
 ハーモニーホール
 （１階多目的ホール）



▲可愛らしい福寿草

２月１5日（土）～３月 8日（日）のあいだ、久連子古代の里において「久連子福寿草まつり」
が開催されます。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、福寿草を鑑賞するツアーや地元特産品等
の販売、また期間中は毎日「甘酒」の無料ふるまいが行われます。
なお、冬季の五家荘地域は凍結・降積雪の恐れがありますので、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 電話３６－５８００

消防団の活動は、消火作業だけでなく、火災の予防や警戒、救護・救助、地震や台風、大雨など
の自然災害に対する警戒・防御、広報・啓発など広い範囲に及びます。全ての活動に参加できなく
ても、一人ひとりにできることがあるはずです。大切なのは自分たちの「ふるさと」をみずから守
るとの思いです。ぜひ、多くの方が消防団活動に参加されることをお待ちしています。

◆入団条件
（１）18歳以上であること （２）市内に居住または勤務していること

消防団員は非常勤の地方公務員になり、次のような処遇が講じられます

●被服を貸与します●
消防団員として活動するために必要な活動服、ヘルメット及びアポロキャップ等を貸与します。
●報酬等を支給します●
階級に応じて報酬があり、火災や訓練等における出動手当（予算の範囲内）も支給されます。

●退職報償金を支給します●
消防団員として５年以上勤務して退職された方には、その方の勤務年数及び階級に応じて退職報償金を
支給します。

【問合せ】泉支所地域振興課総務振興係 電話67-2111

▲優勝した第2分団の皆さん▲通常点検の様子

１月19日（日）、泉運動広場において、八代市消防団泉方面隊による令和２年「八代市消防団泉
方面隊通常点検」が開催されました。
101名の消防団員が参加して、日頃の訓練の成果を競い合いました。各分団とも分団長の気合いの
入った指揮のもと、規律あるすばらしい点検を披露し、第２分団が2年ぶりに優勝に輝きました。
また、通常点検終了後、３月に八代市で開催される「八代市消防ポンプ操法大会」に泉方面隊の

代表として出場する、第１分団による操法の披露が行われました。
【順位】 優 勝：第２分団 準優勝：第３分団 第３位：第６分団

泉町の宝であるジビエやニオイヒバなどに触れ、冬のいずみを満喫するイベントへの参加者を募
集します。
◆とき：２月１８日（火） 午前10時～午後3時
◆集合場所：氷川ダム（管理事務所駐車場）
◆対象：各自で移動ができる人 ※飲み物やスニーカー・タオルなど各自で準備
◆定員：20人先着順（催行最少人数5人）
◆費用：1,200円
◆募集期間：1月31日（金）～2月12日（水）
◆内容：氷川ダムの施設見学、ふれあいセンターいずみでの冬御膳の昼食、ニオイヒバ収穫体験、
ジビエ処理加工場見学、土生子宝お堂の参拝など

【問合せ先】泉支所地域振興課（泉町観光協会事務局）電話67-2111

春の訪れを告げる花「福寿草」。地元ガイド付福寿草見学散策、椎茸収穫・こま打ち体験、山の
幸の昼食など、早春の五家荘を満喫するミニツアーです。
◆とき：2月28日（金） 午前11時～午後3時
◆集合場所：久連子古代の里
◆参加費：1,000円（昼食・お土産付き）
◆定員：20人先着順（催行最少人数5人）

【申し込み】泉支所地域振興課（泉町観光協会事務局）電話67-2111

ふれあいセンターいずみにおいて泉町観光協会主催による「隠れ里 映画祭」が開催されます。特
別イベントも開催されます。皆さん是非、お越しください。
◆とき：令和２年３月６日（金）～８日（日）
開場：午後０時４５分 開始：午後１時３０分～

◆場所：ふれあいセンターいずみ
◆上映作品
３月６日（金）しあわせの隠れ場所／３月７日（土）酔拳Ⅱ ／３月８日（日）オーシャンズ11

◆定員：45名 先着順 入場無料
◆特別イベント
・県天然記念物「久連子鶏」の鑑賞会 ・釈迦院饅頭プレゼント（鑑賞者のみ先着45名）
・むかしの農機具・写真パネル展示
・ぜんざい無料提供（先着５０名、７日・８日のみ 12：0０～）

【問合せ先】泉支所地域振興課（泉町観光協会事務局）電話67-2111

熊本県知事選挙が、令和２年３月２２日（日）に実施される予定です。
各地区ごとの投票所・投票時間及び期日前投票（移動期日前投票所を含む）の投票所・投票時間
については、泉支所だより３月号にて詳しい内容をお知らせいたします。

【問合せ】泉支所地域振興課総務振興係 電話６７－２１１１


