※年末年始（12/29〜1/3）の休日当番医については
新聞、市ホームページなどをご覧ください。
期日

別

期

日

時

間

場

本庁新館1階会議室
市民生活
13:30〜15:30 ※要電話予約 ☎32-1497
（多重債務） 16日（水）
市民生活相談センター
夜間納税
人権・行政
人

17:30〜19:00 本庁1階収納課窓口

8日（火） 10:00〜15:00 豊野公民館
11日（金） 13:00〜16:00 松橋公民館
8日（火）

9:30〜12:00 農業就業改善センター（松合）
12:30〜15:30 不知火公民館

24日（木） 13:30〜15:30 松橋公民館
8日（火） 13:30〜15:00 不知火公民館
心配ごと
（社会福祉
協議会）

18日（金） 13:30〜15:30 三角老人福祉センター
21日（月）

9:30〜11:30 豊野福祉センター

23日（水） 13:30〜15:30 総合健康福祉センター（小川）
24日（木） 13:30〜15:30 松橋公民館

年

金

8日（火）

本庁新館第3会議室
※毎月第1火曜日
10:00〜15:00 （1月は第2火曜日）

8:30〜17:30

市地域包括支援センター
（不知火支所2階）

新成人をねらう悪質商法にご用心！
今年新成人となられる皆さま、おめでとうございます。
成人すると大人として認められますが、その一方で、悪質業者にねらわれるようになります。
未成年者は社会的に未熟であるという理由で法的に保護され、親（法定代理人）の同意がない契約は取り
消すことができました。しかし、20 歳になると、成人として契約に責任を持つことになります。
悪質業者は、契約について知識と経験が少ない新成人をねらっています。
20 歳になった途端、知らない人から電話があったり、ダイレクトメールが届いたりするようになります。
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15

15

12
19

問

変更前

変更後

申請 月曜〜金曜
月曜〜金曜
受付
午前９時〜
午前９時〜
・
午後４時30分
午後５時
交付
延長 火曜・木曜のみ
交付 午後７時まで
日曜
交付

廃止
午前9時〜12時
午後１時〜５時

旅券センターの窓口開設時間
を変更します

27

15

１月４日㈮から︑県民に対す
る行政サービス向上のため︑熊
本県庁︵本庁︶旅券センターの
窓口開設時間を変更します︒

【アドバイス】
・個人情報を流さないよう気を付ける。
・知らない人からの電話による呼び出し、街中での声掛けに応じない。
・契約する時は、契約内容、キャンセル方法など、きちんと確認する。
・「今だけ」の言葉に惑わされない。商品・サービスについて調べ、家族や友人に相談してから契約する。
・成人したら、契約は自己責任。安易なクレジット、ローンは禁物。お金に関する正しい知識を身に付けて
おこう。

問

県国際課 旅券センター
☎０９６│３３３│２１６０

《デート商法》
「アンケートに答えて欲しい」という店員からの電話がきっかけで親しくな
り、
「お店を見に来て」と誘われる。店に行くと、商品を買わされる。
《キャッチセールス》街中で「アンケート調査をしています」と声をかけられ、お礼を渡
すと言って店や喫茶店へ連れていかれる。商品購入やエステなどの契約をさせられる。
《マルチ商法（ネットワークビジネス）
》友人に、
「商品を買い、友達を入会させるとマージ
ンが入る」と、ネットワークビジネスに誘われる。
「ネズミ講ではない」と言われたが、実はマルチ商法だった。

30

申

65

県インターネット放送局│
ＫＩＢＳ

日曜祝日を
除く毎日

問

http://www.pref.kumamoto.
jp/kibs/index.html

高齢者介護

毎週（月・木）
※祝日の場 10:00〜15:00 本庁新館1階第5会議室
合は翌日

45

くまもとキャリア教育応援団
募集

消費生活

宇土市役所

問

県では︑熊本のさまざまな魅
力や県政の話題︑知事の定例記
者会見などの動画を県のホーム
ページから配信中です︒県内各
地で生き生きとしている皆さん
の様子や︑県の取り組みを音と
映像を通して分かりやすくご紹
介しています︒ご覧ください︒

15日（火）

13

環境フォーラムクイズ発表

政

18

運動に取り組みます

行

権

毎週木曜日

商工観光課 ☎３２−１６０４

January

10

所

9日（水）

消費者問題注意報！

UKI CITY

問

新農業人を応援します
職場見学や職場体験 イ
･ ンタ
ーンシップ・職業講話などのキ
ャリア教育に無償で協力に応じ
農業経営を始めたい方を対象
る 事 業 所 団 体︑ 公 的 機 関 な ど
に︑新規就農支援研修生を募集
･
します︒農業に必要な基礎的知
の﹁キャリア教育応援団﹂を募
識や技術について︑講義と実習
集します︵随時受け付け可︶︒
をまじえて進めていきます︒
応募資格 原則として︑県内に
研修期間 ４月 日〜 月 日
活動拠点があり︑職場見学や職
業講話︑インターシップなどの
コ ー ス 実 践 コ ー ス ⁝ 週 ２ 日︑
キャリア教育に無償協力が可能
人程度
な事業所・団体・公的機関など
基礎コース⁝週１日︑ 人程度
※詳しくは︑県ホームページ﹁た
募集期間 １月 日㈫〜２月
だいま募集中﹂をご覧ください︒ 日㈮
・
県立農業大学校研修部
http://www.pref.kumamoto.
☎０９６│２４８│１１８８
jp/menu̲24.asp
ハローワーク宇城
☎３２│８６０９

病 院 名
本田医院
（松橋）
☎32−0555
1日
（火） ダイヤモンドシティクリニック（小川）☎34−6071
きむら医院（不知火）☎32-0437
2日
宮崎耳鼻咽喉科医院（松橋）☎33−3389
（水）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）☎34−6071
泉胃腸科外科医院
（松橋）☎33−2277
3日
（木） ダイヤモンドシティクリニック（小川）☎34−6071
きむら医院（不知火）☎32−0437
6日 松田病院（松橋）☎32−0666
（日） ダイヤモンドシティクリニック（小川）☎34−6071
狩場医院（豊野）☎45−2017
勝目眼科医院（三角）☎52−3688
13日
宇賀岳病院（松橋）☎32−3111
（日）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）☎34−6071
清永医院（三角）☎52−2028
14日
県南髙木クリニック（松橋）☎34−0177
（月）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）☎34−6071
松合医院（不知火）☎42-3445
20日
まつばせ児嶋クリニック（松橋）☎25−2522
（日）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）☎34−6071
池田胃腸科内科（三角）☎52−2610
27日
うきクリニック（松橋）☎32−6322
（日）
江藤外科胃腸科医院（小川）☎43−4433

申

税務署

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。
種

デコポン駅伝大会

※都合により変更になる場合があります。

お楽しみ抽選会・参加賞もあ
応募総数３５６人で︑全問正
ります︒どうぞご参加ください︒ 解者は 人でした︒
日時 ３月９日㈰ 午前９時
︻当選者︼松本雅樹さん︵三角︶︑
不知火中学校グラウンドで開会
木 村 雅 實 さ ん︵ 不 知 火 ︶
︑豊田
式 午前 時スタート
紀 代 美 さ ん︵ 松 橋 ︶
︑谷口敦さ
ん︵小川︶
︑
伊藤ケサ子さん︵豊
コース ８区間 ㎞
野︶外 人 ※当選書発送済
申込方法 不知火公民館に備え
付けの申込書に監督１人︑選手 ︻プレゼント︼マイバッグ
８人を記入し︑参加料２０００
環境衛生課
円︵保険料を含む︶を添えてお
☎３２│１５９８
申し込みください︒
申込期限 ２月 日㈪
・
不知火教育分室
☎３２│０２７７
市では買い物用マイバッグ
ＦＡＸ３２│３５２７

1 月の市民相談

1 月の休日当番医

とよのジュニアサッカー ダブル優勝!!

11 月 17 日・18 日カントリーパークで、
TKU ジュニアサッカー大会が開催されまし
た（県キッズサッカー協議会主催）。各学年
130 チーム以上を抽選で分けた 10 ブロック
で熱戦が繰り広げられ、「とよのレアル（２
年生）」と「とよのミラン（３年生）」が見
事ブロック優勝しました。
すごいぞ！
とよのレアル

おめでとう！
とよのミラン
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