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相談内容 日　時 場　所 お問い合わせ先

【要予約】認知症相談（もの忘れなど） 9月1日㊍　
14時～ 宮原福祉センター 地域包括支援センター

☎62-3456
【要予約】消費生活相談
（消費者トラブル、お金のお悩みなど）

9月14日㊌ 
10時～17時 役場相談室

総務課　生活安全係
☎52-7111【要予約】弁護士相談

（消費者トラブル、お金のお悩みなど）
9月16日㊎
13時30分～16時 宮原福祉センター

　　　各種相談（市外局番 0965）

Information                                                                        　         お知らせ                                         

年金生活者支援給付金

後期高齢者医療被保険者証の有効期限に注意

9 月上旬から 10 月にかけて、調査員証を身に付け
た調査員が対象の世帯を訪問します。調査に必要な
聞き取りや調査票の配布を行いますので、ご理解・
ご協力をよろしくお願いします。
詳しくは、ホームページをご確認ください。
就業基本構造調査ってなに？
仕事の状態や内容など、全国および地域別の就業構
造を明らかにすることを目的として、5年に 1度実
施される、重要な調査です。調査結果は雇用政策な
どに活用され、統計の目的以外には使用されません。
！かたり調査に注意！
調査員は必ず調査員証や腕章を身に付けています。
もし調査員をかたる不審な人を見かけたら、質問に
答えたりせず、企画財政課までご連絡ください。

問　企画財政課　企画係　☎ 0965-52-5850

就業構造基本調査を実施します

10 月 1 日から病院などでの窓口負担割合が見直さ
れるため、令和 4年度は保険証を 2回交付します。
9月中に郵送する新しい保険証 ( 薄青色 ) の有効期
限は、10 月 1 日から令和 5年 7月 31 日までです。
制度変更によって窓口負担割合が 2 割になる人に
は、3 年間、1 か月あたりの負担増加額を 3,000 円
までに抑える措置があります。詳しくは 7月に送付
しているチラシをご確認ください。
問　町民課　国保年金係　　☎ 0965-52-5851

所得額が一定基準額以下の年金受給者を支援するた
めに、年金とは別に支援給付金が支給されます。
対象者　
　①非課税世帯の老齢基礎年金受給者で、年金収入　
　　などの所得額の合計が 88 万 1200 円以下の人
　②障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、　　
　　前年所得が 472 万 1000 円以下の人
手続き
　9月初旬に届く年金機構からの通知に同封の請求
　書を提出。（現在受給中の人は手続き不要）
問　八代年金事務所　☎ 0965-35-6123

次世代に残したいものありますか？

・家紋額　・掛け軸

・赤ちゃんハッピ　

・命名額　

・会社ロゴ　など

オリジナル商品、承ります。

問　島地　宇野工芸　☎090-1922-9508

シルバー人材センターは、社会のために高齢者のこ
れまでの経験・能力を生かしながら、町民の皆さん
の生活をお手伝いしている団体です。主な業務は施
設や家庭の清掃・草刈・剪定・農作業などです。
現在、原則 60 歳以上の町内在住の人で、一緒に働
く意欲がある人を募集しています。
詳しくはお問い合わせください。
問　氷川町シルバー人材センター ☎ 0965-62-1010

シルバー人材センター会員募集

自筆証書遺言書保管制度

遺言書は大切な人に贈る未来の手紙です。法務局に
預けることで、遺言書が相続人に発見されなかった
り、改ざんを防止できます。
手続き方法など、詳しくは法務省の
ホームページを確認するか、法務局
八代支局へお問い合わせください。
問　熊本地方法務局八代支局　☎ 0965-32-2654

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

県内の情報満載！ 2023年版熊本県民手帳 予約受付中

県内のさまざまな情報が掲載されている熊本県民手帳をお手元に
いかがですか？購入希望の人は下記によりお申込みください。
掲載内容　各市町村の観光地紹介、道の駅マップ　など
申込期限　9月 12 日㊊までに希望する色と冊数をご連絡ください。
価　　格　1冊 700 円（税込）　　納品時期　10 月中旬～下旬
申込・お問い合わせ先　企画財政課　企画係　☎ 0965-52-5850

◀グリーン
 ピンク
 ネイビー
 から選べます

八代生活環境事務組合職員採用試験

一般事務職員の採用試験を下記により実施します。
採用予定　1人程度（試験内容は高校卒業程度）
受験資格　平成 8年 4月 2日～平成 17 年 4 月 1日
　　　　　までに生まれた人
受付期間　9 月 20 日㊋～ 10 月 14 日㊎の 8 時 30 分
　　　　　～ 17 時 15 分 ( 土日祝日を除く )
　　　　　郵送の場合は、期間内消印有効
申込用紙　八代生活環境事務組合総務課で配布。
　　　　　郵便請求方法は、八代生活環境事務組合
　　　　　のホームページをご確認ください。
試　験　日　第 1次試験　11 月 6 日㊐
問　八代生活環境事務組合　☎ 0965-62-2049

旬の食材を使った料理教室

氷川町食生活改善推進の会に
よる、旬の食材を使って簡単
にできる料理教室を開催します。
町内在住者であれば誰でも参加
できます。
日　時　10 月 14・21日㊎ 10 時～ 11 時 30 分
参加費　300 円　　場　所　氷川町公民館 調理室　　　　　
持参品　エプロン、三角巾、マスク、ハンカチ、
　　　　持ち帰り用容器 ( 新型コロナ対策のため )
締　切　9月 30 日㊎ 16 時　各日先着 10 人
申込・お問い合わせ先　町民課　保健予防係
　　　　　　　　　　　☎ 0965-52-7154

熊本県立農業大学校　学生募集

魅力いっぱいの農業大学校で、農業のプロを目指しませんか？
募集定員　農学部 ( 農産園芸学科 30 人、野菜学科 30 人、畜産学科 20 人 ) 修業年限 2年
受験料等　入学試験手数料 2,200 円、入学料 5,650 円、授業料 ( 年額 )11 万 8800 円　

問　県立農業大学校　教務課　☎ 096-248-1188

区分 願書受付期間 試験日 試験方法
推薦入学者選抜 9月1日㊍～9日㊎ 10 月 5日㊌

学力検査、面接、提出書類一般入学者選抜(1回目) 10月31日㊊～11月11日㊎ 12 月 8日㊍

一般入学者選抜(2回目) 令和5年1月5日㊍～16日㊊ 令和 5年 2月 14日㊋

◀詳しくは
　こちら

広告

コロナ禍における子ども・若者の心のケア

激動する社会情勢が心に及ぼす影響や、心のケアの
必要性について学びましょう。
日　時　10 月１日㊏　13 時～ 15 時 30 分
場　所　桜十字ホールやつしろ

※オンライン参加もできます
問　子ども・若者総合相談センター
　　☎ 096-387-7000 ▲詳しくはこちら


