
Sue Towns Magazine      1617      Sue Towns Magazine

町
の
人
口

１月の納税
町・県民税 ･４期分

国民健康保険税・８期分
後期高齢者医療保険料・７期分

２万 6218 人（＋33）
男性：１万 2772 人（＋15）女性：１万 3446 人（＋18）

人　口

世帯数 9916 戸（＋ 13）
平成 22年 11月 30日現在　（　）＝前月比

町の掲示板

　本年１月から３月にかけて、町内全域で水道管
の漏水調査を行います。
　調査は町が委託した下記の業者が行い、調査員
は身分証を携行しています。また、調査の際に宅
内の水道メーター付近まで入る場合もありますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
●調査委託業者名　株式会社 コスモリサーチ

住 民 課
☎932-1467（ダイヤルイン）☎932-1151（内線111）

住基カードは便利なカードです
　住基カード【住民基本台帳カード（写真付き）】
は、運転免許証などと同様に公的な証明書として、
さまざまな暮らしの場で活用できます。
●こんな時に便利です
・戸籍証明書、住民票などの申請
・パスポートの発行
・銀行口座の新規開設
・書留郵便の受取り　　など

住基カードを作りませんか

子ども教育課
☎932-1459（ダイヤルイン）☎932-1151（内線245）

入学通知書の送付について

　運動公園多目的広場は、芝生養生のため利用を
休止します。ご理解とご協力をお願いします。

２月１日（火）～５月31日（火）（仮）

上下水道課
☎932-1445（ダイヤルイン）☎932-1151（内線235）

漏水調査を行います

●日　時・内　容
・２月８日（火）14 時～ 16 時「女性の歯科保健」
「自宅でできる簡単な口腔ケアについて」
・２月 15 日（火）14 時～ 16 時「女性のおしっ
この悩みについて」

●場　　所　粕屋保健福祉事務所　大会議室（粕
屋町戸原 235 の７）ＪＲ伊賀駅より徒歩７分
※駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用く
ださい。
●受 講 料　無料
●募集人員　各回 30 名
●申し込み締切　２月７日（月）
●申し込み・問合せ先　粕屋保健福祉事務所
　健康増進課　健康増進係
　☎ 939-1534　FAX：939-1186
※電話か FAXでお申し込みください（希望の回
のみ参加可能です。）

健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線154）

女性の健康いきいき講座

　平成 23 年４月に新小学１年生・新中学１年生
を迎える保護者宛てに入学通知書を送付します。
　１月末になってもお手元に届かない場合はご連
絡ください。
　また、現在私立小学校に在学していて、来年度
新中学１年生になられる人で、町立中学校に入学
ご希望の人は１月 31 日（月）までに子ども教育
課までご連絡ください。
　なお、私立中学校に入学される人は、入学予定
校の合格通知書（または入学通知書）を子ども教
育課までご持参ください。

社会教育課
☎934-0030（ダイヤルイン）（内線604）

運動公園利用休止のお知らせ

●むき出し、または屋外にある水道管は、布や毛
布、市販されている保温材などをまいて凍結防
止の対策をしてください。
●地下式メーター器の破裂防止には、古い毛布や
布切れ、または、発泡スチロールをくだいたも
のをビニール袋に入れてボックス内につめ、保
温してください。
●水道管が凍結して水が出ない時は、タオルをか
けてその上からゆっくりと、ぬるま湯をかけて
溶かしてください。熱湯を急にかけると破裂す
ることがあります。

上下水道課
☎932-1445（ダイヤルイン）☎932-1151（内線235）

水道管・給湯管の冬支度の準備を

　みなさんの地域の、身近なところで活動してい
る消防団。この消防団員は、みなさんの近所に住
む会社員や自営業などの、20 歳代から 30 歳代の
人たちが活躍しています。主な活動は、火災や災
害時の出動、地域行事の警備などがあります。消
防団の活動は、特別なことではありません。
　須恵町消防団では、地域のためにともに頑張っ
てくれる、若い力を必要としています。私たちと
一緒に消防団に参加しませんか？

総 務 課
☎932-1152（ダイヤルイン）☎932-1151（内線317）

地域防災の“かなめ”
消防団に参加しませんか！

料金は下記の通りです。

トレーニング室 プール
（夏季）

プール
（冬季）

大　人 200 円 200 円 200 円
中高生 70 円 100 円 100 円
小学生
以　下

利用
できません 50 円 50 円

※使用時には須恵町民と証明できるものが必要で
す。詳しくは、社会教育課までお問い合わせく
ださい。

社会教育課
☎934-0030（ダイヤルイン）（内線604）

アクシオン福岡が
須恵町民料金で利用できます！

水道管やメーター器が破裂したときは
●メーター器から蛇口までが破裂した時は、メー
ター器横の止水栓を回して水を止め、最寄りの
指定水道工事店へ連絡してください。
●メーター器が破裂した時は、役場上下水道課へ
連絡してください。

　住基カードは、住民課で作成し交付しています。
●交付方法　住民基本台帳カード交付申請書（写
真添付）を提出してください。その際に、運転
免許証やパスポート、官公署が発行した顔写真
付きの証明書の提示があれば、住基カードは即
日交付します。ただし、これらの提示がないと
きは、即日交付できません（照会書を自宅に郵
送します）。
●必要なもの　顔写真１枚（パスポートサイズ）、
印鑑
●手数料　１枚 500 円

　先の大戦における海外での本県出身戦没者を追
悼し、平和を祈念するため、慰霊巡拝団員を募集
します。

【フィリピン（南部地域）】
マニラ、レイテ島（タクロバン、オルモック）
●期　間　３月 14 日（月）～ 19 日（土）
●定　員　15 名
●申込期限　１月 31 日（月）
●申込み・問合せ先　財団法人福岡県遺族連合会
　☎ 761-0012
　最寄りの各郡市区遺族会

健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線123）

福岡県海外戦没者慰霊巡拝団募集
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