期日

病

院

名

種

松合医院（不知火） ☎42−3445

期 日
3 日（水）

時

間

市民生活
13:30 〜 15:30
（多重債務） 17 日（水）

7日 うちの小児科小児外科（松橋）
（日） ☎32−0550

夜間納税

江藤外科胃腸科医院（小川） ☎43−4433
8日
（月）

別

池田胃腸科内科医院（三角） ☎52−2610
あおば病院（松橋） ☎32−7772
錦戸整形外科（不知火）電32−5775

14日 しまだこどもクリニック（松橋）
（日） ☎34−3933
土屋医院（小川） ☎43−0333
三角クリニック（三角） ☎52−3003
21日 南豊崎ひふ科診療所（松橋） ☎27−7002
（日）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎34−6071
佐藤医院（三角） ☎52−2748
28日 熊本南病院（松橋） ☎32−0826
（日）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎34−6071

毎週木曜日
2 日（火）
人権・行政 9 日（火）
16 日（火）
人
権 12 日（金）

17:30 〜 19:00
13:00 〜 16:00
10:00 〜 15:00
13:00 〜 16:00
13:00 〜 16:00
9:30 〜 12:00
11 日（木）
行
政
12:30 〜 15:30
25 日（木） 13:30 〜 15:30
9 日（火）
13:30 〜 15:00
16 日（火）
心配ごと
9:30 〜 11:30
（社会福祉 19 日（金）
13:30 〜 15:30
協議会）
24 日（水）
13:30 〜 15:30
25 日（木）
年

金

2 日（火）

場
所
本庁新館１階会議室
※要電話予約 ☎32−1497
市民生活相談センター
本庁１階収納課窓口
豊野公民館
三角支所２階
小川総合文化センター
不知火公民館
農業就業改善センター（松合）
不知火公民館
松橋公民館
不知火公民館
農業就業改善センター（松合）
豊野福祉センター
三角老人福祉センター
総合健康福祉センター（小川）
松橋公民館
本庁新館第３会議室
※ 10 月は 6 日
宇土市役所

10:00 〜 15:00
16 日（火）
毎週（月・木）
消費生活 祝日の時は 10:00 〜 15:00 本庁新館 1 階第 5 会議室
翌日
日曜祝日を
市地域包括支援センター
高齢者介護
8:30 〜 17:30
（不知火支所 2 階）
除く毎日

消費者問題注意報！
商工観光課 ☎３２−１６０４

「設置義務がある」高額な火災警報器の売りつけに注意!
訪問した業者が「警報器の検査に来た」というので家に上げたところ、
「火災警報器の設置が法律で義務化された。どうせ設置するなら、防犯
などにも使える緊急通報システム装置のほうがよい」と勧められ、35
万円もの契約をしてしまいました。
クーリング・オフ期間内に電話で解約を申し出たところ、クーリング・
オフしないように説得されてしまいました。
○消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられたことから、「検査
に来た」、「設置しないと罰則規定がある」などの口実で家の中に入り込み、住
宅用火災警報器を売りつける被害が増えています。
○既存の住宅は平成 23 年５月 31 日までに設置しなければなりません。まだ期間
がありますので、電器店やホームセンターなどで価格・種類などを検討してか
ら購入してください。
○訪問販売は特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約書
受領の日から８日間以内は契約の無条件解約が可能です。
クーリング・オフは、証拠が残る方法で申し出ましょう。

無料で講師を派遣しています!

町内会、老人会、婦人会、学生、生徒向け消費者教育講座などで
消費生活に関する身近な事柄や、苦情相談の事例をお話しします。
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第６回松橋町秋季
軟式野球大会参加チーム募集

ご自分の相談内容に応じてどの会場もご利用になれます。※相談時間は、正午〜午後１時を除きます。

﹁エアロビクス﹂受講生募集

都合により変更になる場合があります。

主催 松橋町野球協会
日時
月 日㈰〜 日㈰
※ 月４日は予備日 午前８時
分
会場 岡岳グラウンド
申込方法 事務局にある参加
申込用紙に参加費を添えて︑
月 日までに提出してください︒
︵先着 チームで締め切り︶
参加費 ６０００円
抽選会
月 日午後８時
松橋町公民館中会議室
その他 ①参加者はユニホーム
着用すること︑②試合球の準備
有り︑③必ずスポーツ傷害保険
などに加入すること
松橋町野球協会事務局
浦田 ☎ ０９０│８７６６│７０６５
池田 ☎ ０９０│９５９１│３６１４

10 月の市民相談

体を動かして︑気持ちのいい
汗を一緒にかいてみませんか？
︵年齢不問︶
日時
月 日㈯・ 日㈯・
月１日㈯・８日㈯の全４回 午
前 時〜 時半
講師 岩野満喜代さん
受講料 無料
対象者 市内在住・勤務の人
定員
人
申込期間
月 日㈭〜 日㈬
※日曜を除く午前９時〜午後５
時︵定員になり次第受付終了︶
場所 働く婦人の家
申込方法 働く婦人の家窓口で
直 接 お 申 し 込 み く だ さ い︒
︵電
話は不可︶
働く婦人の家
☎３３│４１４１

10 月の休日当番医

問

10

20

11

10

11
10

11

24

17

12

問

10

12

30

12

11

10
21

16

28

10

パソコンをお持ちの皆さん
「ふるさとメール」にご登録を！
宇城市と熊日が協力してふる
さとの様子をＥメールでお伝え
するメールマガジン「宇城市ふ
るさとメール」を毎週木曜日に
無料で配信中。わがまちの出来
事や特産品、イベント情報など、
熊日紙面に掲載されたニュース
と共にメールでお届けします。
また、登録者を対象に毎月１
回抽選を実施しますので、毎月
プレゼントのチャンスが巡って
きます。
申込方法 ホームページ「くま
にちドットコム」の登録ページ
（http://kumanichi.com/fmail/
uki.html）にアクセスしてご登
録ください。
問 総合政策課 ☎ 32  1803

うきうき第10回リサイクル祭り

楽しく遊びながら、リサイクルやごみ減量について考えましょう！
日時 11 月 11 日（日） 午前 10 時〜午後２時
場所 宇城クリーンセンター
プログラム

牛乳パック（開いて洗って乾か
した１ℓのもの）６枚とうきロ
ール１個を交換します。１人１
個限り 先着 100 人

10:00 〜 12:00 受付 抽選券配布
牛乳パック交換会
10:00 〜 10:30 子ども太鼓
10:30 〜 11:00 リサイクル講座発表会
昔から使われているふろしき。
11:00 〜 11:30 ごみ減量○×クイズ
ふろしきの良さを見直してみません
11:30 〜 12:00 夏休み子ども作品表彰式
か？ふろしきの活用法を教えます。
12:00 〜
リサイクル品無料抽選会
その他、フリーマーケット・夏休み子ども作品展示・ふろしき講習会・
紙すき体験・おもちゃドクター・軽食コーナー・ゲームコーナーなど

フリーマーケット出店者募集
応募方法
記入事項
応募資格
募集区画
出 店 料
締め切り
通知発送

①はがき② FAX ③リサイクルプラザ来館にて記入、のいずれか
①郵便番号・住所②氏名③連絡先電話番号④出店品目
宇城市、城南町、美里町管内に居住・勤務の人（営業者不可）
小中学生の場合は保護者同伴とする。
80 区画（１区画 3m 3m） ※１人１区画に限る。
無料
10 月 19 日（金） ※定数になり次第締め切ります。
10 月下旬に申込者へ場所割などを通知します。
申 ・ 問 宇城広域連合 宇城クリーンセンター
☎ 32  6010 FAX 32  6013
〒 869-0513 宇城市松橋町萩尾 1775-3
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