
泉町の人の動き

【世帯数 】 783世帯

【人 口】1730人
男 859人 女 871人

令和２年１０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１２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。
【問合せ】地域振興課 市民サービス係 電話６７－２１１１
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令和２年１２月１０日（木）納期限のもの
◆市県民税（特別徴収） ２１１期
◆農業集落排水使用料 １１月分（１０月使用分）
◆浄化槽使用料 １１月分（１０月使用分）

エコエイトやつしろでの燃
えるごみ、資源物、粗大ごみ
の受け入れについては、広報
やつしろ１２月号をご覧いた
だくか、エコエイトやつしろ
（電話32－4675）にお問
合せください。

１１月１１日（水）、八代農業高等学校泉分校の３年生１０名と先生２名が、泉支所の花壇を整備
してくださいました。これは、地域貢献の一環として、年２回、整備をしていただいているものです。
生徒さんたちは、肥料をまいて土づくりをし、花を植えるレイアウトを決めた後、赤や紫、白、黄色
の可愛らしいビオラの花を丁寧にテキパキと植えていました。おかげさまで、素敵な花壇になりまし
た。

生徒さんは、「泉支所に勤めている方、来所者の方に、“きれいだな”と少しでも喜んでもらえた
ら嬉しいです」「泉町に少しでも貢献したいと思います」と話していました。

▲花壇整備の様子 ▲整備してくださった生徒の皆さん

年末から年始にかけて、忘年会や新年会等で飲酒の機会が増えることが予想さ
れます。飲酒運転は重大な事故の一因となり得るばかりでなく、運転者本人や同
乗者のほかにも、お酒や自動車などの提供者が厳しく罰せられることもあり、そ
の後の人生を大きく狂わせることになりかねません。皆さん一人ひとりが「飲酒
運転を絶対にしない・させない・許さない」ことを徹底し、飲酒運転を根絶しま
しょう。飲酒が予測される場合は、ハンドルキーパー（お酒を飲まない人）を決
めるか、車で出かけないようにしましょう。

五家荘一帯では、１０月下旬から１１月にかけて、山々が赤や黄色に色づき、紅葉シーズンを迎えま
した。今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、毎年開催しています「五家荘紅葉祭」と観光
施設でのイベントは中止となりましたが、壮大な景色や山の幸を求め、多くの観光客で賑わいました。

地域住民の皆様方におかれましては、シーズン中の一方通行規制等でご迷惑をおかけしました。ご協
力いただきありがとうございました。

【観光客の方から感謝の言葉をいただきました！】
ガソリンが少なくなり困っている観光客の方に、最寄りのガソリンスタンドまで先導してくださった

地元のご夫婦がいらっしゃったそうです。「紅葉も素敵でしたが、人の心にも触れる事ができた素敵な
旅でした」と、感謝のお言葉をいただきました。

【プロトラベラー®が五家荘をPR！】

１０月３０日（金）～３１日（土）の１泊２日で、福岡県

在住のプロトラベラー®（プロの旅行者）であるchihiroさん

に、五家荘の観光スポットを周遊いただき、自身のインスタ

グラムで五家荘をPRしていただきました。これは、コロナ

禍でイベントや観光PRが出来ないなかで、五家荘の魅力を

発信し、誘客につなげようと、泉町観光協会が企画したもの

です。2.1万人のフォロワーがいるchihiroさんのインスタグ

ラムでの投稿は、１１月１１日（水）に投稿されていますの

で、ぜひご覧ください。

検索：chihirosakurai ▲平家の里を訪れるchihiroさん

令和２年１２月２５日（金）納期限のもの
◆市県民税（普通徴収） ４期
◆国民健康保険税 ９期
◆介護保険料 ９期
◆市営住宅家賃等 １２月分

特設行政相談所・人権相談所を開設します。道路や建物、不動産登記、年金や保険、役所の手続
き、または生活侵害、人権問題などについて、お悩みの方は、この機会にご相談されることをお勧
めいたします。なお、相談者の秘密は堅く守られますので、お気軽にご相談ください。

■日時：令和２年１２月９日（水）午前１０時から午後３時まで
■場所：（行政相談） 泉支所 １階 会議室

（人権相談） 泉支所 ２階 会議室
■料金：無料

【問合せ】 地域振興課 総務振興係及び市民サービス係 電話６７－２１１１

月 日 燃えるごみ 資源の日

  12月28日（月） 下岳地区

  12月29日（火）
柿迫・南川内地区

栗木地区

  12月30日（水） 五家荘地区

  12月31日（木）

    1月  1日（金）

    1月  2日（土）

    1月  3日（日）
収集なし

(下岳地区は1月10日に実施)

    1月  4日（月） 通常通り 収集なし

収集なし

収集なし

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（火）～令和３年１月２９日（金）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（市役所仮設庁舎東棟２階）、各支所地域振興課
■サ イ ズ 長方形（９.４㎝×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 電話３３－４１７４
地域振興課総務振興係 電話６７－２１１１
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五家荘の山は、およそ３０座あります。平成２３年１１月に全国で６番目に「日本山岳遺産」に認
定されました。日本山岳遺産とは,、次世代に伝えたい豊かな自然環境や人と自然の関わりを有し、そ
れらを守り、活用するような地元の活動が盛んな山や山岳エリアを日本山岳遺産基金が認定するもの
です。また、「山と溪谷社」より刊行された「九州百名山」にて、九州の名山100選に五家荘内の以
下の１０座が連ねています。

【レストランからのお知らせ】 寒い季節のお約束『お鍋致します』
期間:11月28日（土）～令和３年3月（暖かくなるまで）
・名物『猪鍋』 二人前 4,400円
・お一人様用『猪鍋定食』 1,980円
・味で人気の『地鶏鍋』 3,520円

※『お鍋』は二人前より注文可。価格は全て消費税込。

【ショップからのお知らせ】野菜などをショップに出荷しませんか？
これまで、登録者の方のみが野菜等を出荷できましたが、１０月下旬からどなたでも出荷ができ

るようになりました。興味がある方は、ふれあいセンターいずみにお問合せください。

【イルミネーションを実施しています！】
今年もイルミネーションを点灯しています。１２月下旬から、きなっせ広場にも拡充して大規模

に実施予定です。マスク着用の上、三密をさけてお楽しみください。
★点灯期間：１月３１日（日）まで ★点灯時間：１８時～２０時まで

※営業時間外については、トイレ等の施設使用はできません。
★点灯式：１２月２５日（金）１８時～（予定）

※19時まで営業（レストランのオーダーストップは18時30分）

◆営業時間 ショップ （平日） 9時～16時 （土日祝日）9時～17時
レストラン（平日） 11時～16時 ※オーダーストップ15時30分

（土日祝日） 11時～17時 ※オーダーストップ16時30分
※定休日：毎週水曜日 【問合せ】ふれあいセンターいずみ 電話６７－３５００

令和３年度の教育政策課任用・会計年度任用職員（学校・幼稚園施設用務員）を募集しています。
内容は以下のとおりです。

１．受験資格・任用予定人員等

※うち１人は、泉小中学校での勤務です。
※年齢の制限はありません。

２．選考
（１）選考日 ：令和３年１月３１日（日） 指定した時間１５分程度
（２）選考方法：

３．申込み受付期間 令和２年１２月７日（月）～令和３年１月８日（金）

４．その他勤務条件等 詳細は、募集要項をご覧ください。

５．問い合わせ、募集要項等請求先、申込書等提出先
八代市教育委員会 教育政策課 教育政策係（電話３０－１６７１）

内容

申込書や面接カードをもとに、主として人
物、識見、職務適性、対人関係能力等を評価

新規 現任者

資格・免許 職務上有益な資格を評価 上限５点

勤務経歴 職務上有益な勤務経歴を評価 上限５点

　　現任者 人事評価 日常の勤務態度・実績を評価 上限１０点

書類審査

合　　計

配点

９０点

　　新規

１００点

面接試験

【日本山岳遺産活動支援受入体制整備を実施しています】
登山者の受け入れ態勢の強化・整備、「日本山岳遺産」に相応しい山を創造し、登山客の増大と

経済の活性化を目的として、市からの委託を受け、泉町観光ガイドインストラクター協会が受入体
整備をしています。具体的には、登山道整備（歩道整備、倒木除去、草刈り等）、登山道表示板の
設置や山頂板設置、情報収集やPRを行っています。

１１月１８日（水）、五家荘平家の里において、熊本県天然記念物に指定されている「久連子鶏」
の贈呈式が行われました。これは、五家荘地区で飼育している久連子鶏と、肥後ちゃぼ保存会が飼育
している久連子鶏を交換するために実施されたもので、今回、肥後ちゃぼ保存会から８羽（雄３羽、
雌５羽）の贈呈を受け、久連子鶏保存会から５羽お渡ししました。
また、当日は五家荘地区で飼育されている久連子鶏へのワクチン接種も行われました。さらに、熊

本県立熊本農業高校畜産科の生徒４人から、『肥後五鶏の保存活動～伝統を後世に継ぐ』と題し、歴
史と文化についての調査、品種の特徴を理解し、繁殖・選抜淘汰による保存等について、報告してい
ただきました。

▲贈呈式の様子 ▲ワクチン接種の様子

暖房器具が大活躍するこの時期、空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。泉管内でも、
ここ数年建物火災が発生しています。各地区や自主防災会など、地域全体で火災が発生しない環境づ
くりを心掛け、各ご家庭でも火の取り扱いに十分注意してください。

１２月２８日（月）～１２月３０日（水）

年末特別警戒を実施します！
消防署・消防団では、年末の特別警戒を行い出火防止の巡回や広報を実施します。

職種 人員 受験資格※

学校・幼稚園施設用務員 ７人程度
普通自動車運転免許を有し、公文書送達など外勤
の際自家用自動車の使用が可能であること。
用具を使い環境整備ができること。

標高 風物 見頃
国見岳 くにみだけ 1,739ｍ シャクナゲ・ブナ・レンゲ ４月～５月
白鳥山 しらとりやま 1,639ｍ ヤマシャクヤク ５月
大金峰 おおがなみね 1,396ｍ 頂上の西側に釈迦院や矢山岳を望むことができる

雁俣山 かりまたやま 1,315ｍ カタクリ ４月～５月
保口岳 ほくちだけ 1,281ｍ ヤマシャクヤク ５月
烏帽子岳 えぼしだけ 1,692ｍ シャクナゲ・ブナ・ミズナラ ４月～５月
京丈山 きょうのじょうやま 1,472ｍ カタクリ・ヤマシャクヤク ４月～５月
上福根山 かみふくねやま 1,646ｍ 福寿草 ２月～３月
山犬切 やまいんぎり 1,562ｍ ブナ・シロモジ・ミズナラ
積岩山 つみいわやま 1,414ｍ ブナ・シロモジ・ミズナラ

山


