九州中央自動車道の早期整備に向けて
九州中央自動車道は、企業誘致や産業振興に重要な役割を果たす
とともに、災害時や救急医療搬送の緊急道路として私達の住む町に
とって重要な道路です。
平成18年３月から工事に着手して、平成25年度末には、九州縦貫
自動車道から益城町と御船町の境界付近に小池高山IC
（仮称）が供
用開始される見込みです。
しかし、山都町の整備計画は、嘉島から矢部の間までで供用開始
年度も示されておらず、矢部から高千穂までは、未だ整備を行う計画となっていません。
このような中、８月24日に熊本市南区城南町において熊本・宮崎の両県知事をはじめ、
600人を超す住
民が集まり、
「九州中央自動車道建設促進地方大会」が開催されました。山都町からも170人を越す参
加者があり、
「ガンバロー三唱」では、
「くまモン」と宮崎県のシンボルキャラクター「みやざき犬」も登
場して早期整備に向けたアピールを行いました。
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三栄開発 (株)

献血功労団体として表彰
三栄開発株式会社
（糸永哲夫代表取締役）
へ、
日本赤
十字社から献血功労団体として感謝状が贈られまし
た。
これは20年以上献血の推進活動に功労のあった団
体に贈られるものです。
三栄開発
（株）
では、
献血会場の
提供に長年協力いただき、
また従業員への献血呼びか
けなどを続けられて
います。役場で行わ
れた伝達式で、甲斐
町長から山下正典取
締役に感謝状が渡さ
れました。山下さん
は
「地域貢献の一環
として、今後も続け
ていきたい」と話し
甲斐町長から感謝状を受け取った
山下正典さん（左）
ていました。

山都町観光案内所

ギャラリー喫茶
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〜 10月ギャラリーのご案内 〜

「かわいいビーズ・手作り小物展」
10 月２日
（木）
〜 10 月30日（木）
山都町手作りなかま（後藤弥雪代表）
海外直輸入の天然石やスワロフスキの
ビーズを使ったアクセサリーや、服・か
わいい生活小物など、すべて手作りの作
品展です。一部、展示販売も行います。
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８月 27 日、矢部・清和地域肉用牛振
興 協 議 会 主 催 に よ る 第 10 回 宇 城・ 上
益城地域統一畜産共進会予選会が熊本
県畜産農業協同組合矢部畜産指導セン
ターで開催されました。入賞結果をご
紹介します。
■褐毛和種若齢の部 名誉賞首席
なな号
高森雄二さん（入佐）
■褐毛和種壮齢の部 名誉賞首席
第八あきこ号 荒木博道さん（鶴ヶ田）
■黒毛和種若齢の部 名誉賞首席
たかひめ号
下田孝文さん（荒谷）
■黒毛和種壮齢の部 名誉賞首席
ふみまつ１号 藤本憲一さん（南田）

買い物にはマイバッグを
熊本県では、レジ袋の削減に向け、10 月
の１ヶ月間「マイバッグキャンペーン」を
実施します。
期間中は、一斉行動参加店において、レジ袋の無料
配布中止（有料化）
、
「レジ袋は必要ですか？」との声
かけ、ポスターの掲示などにより、マイバッグ持参運動
を展開します。
（一斉行動参加店は県のホームページに
掲載します。
）皆さんのご理解とご協力をお願いします。
◎ホームページ
「熊本県マイバッグ一斉行動参加店」で
◎期間

検索

１０月１日〜１０月３１日

■問い合わせ先 熊本県廃棄物対策課
電話０９６−３３３−２２７７

清和保健センターだより
むし歯を予防しよう !!
〜みがいてあげよう 子どもの歯〜
右のグラフは、平成 23 年度の山都町乳幼児健診の歯科健診の結果
です。年齢が上がるにつれて保有率（むし歯がある子の割合）
、１人
当たりむし歯本数ともに増えています。これはなぜでしょうか？
むし歯になるのは、
①むし歯を受け入れる「環境（歯）
」があって、
②歯の表面に住みついた「むし歯菌」が、③「食物（食べ物）
」を
摂取し、
④一定以上の「時間」が経過するという４つの条件がそろっ
て初めてむし歯になります。むし歯を予防するためには、毎日の
歯みがき習慣と正しい食生活が大切です。特に、子どもは自分で
十分な歯みがきができないので仕上げ磨きが大切ですが、年齢が
上がるにつれて「毎日仕上げ磨きをしている」という回答が少な
くなっていることがわかります。少なくとも小学校低学年までは
大人が仕上げみがきをしてあげましょう。
食事やおやつの食べ方も重要です。食事やおやつは時間を決め
て、
よくかんで食べる習慣を身につけましょう。甘いおやつ、
ジュー
スやイオン飲料の与えすぎには要注意です。
子どものむし歯予防は保護者だけでなく、祖父母や家族、地域
の方々の協力が必要です！
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山都警察署・署協議会だより
山都警察署 TEL72 ー 0110

ボランティア活動にご協力を !!
〜県内で一番安全・安心な町を目指して〜
現在町内には、右表のとおり、犯罪の予防や少年の非行防止、交通
事故の抑止を目的としたボランティア団体があり、
総勢約 700 人の方々
が、県下で最も安全・安心な山都町を目指し「犯罪や交通事故を１件
でも少なくしたい」という熱い思いで、日夜、子どもの登下校時にお
ける見守り活動やパトロール活動を続けておられます。ボランティア
団体へのご理解・ご協力、ご支援をよろしくお願いします
７月 2 7日（金）
、熊本市総合体育館
ߌஙࣅٺॅҼ
で行われた県警の少年剣道大会にお
 రेƺ©
ٺڨరږҼ࣡ԁধƞറ๚ࣔ© いて、山都警察署洗心会が激戦を勝

署長への報告

2歳

ち抜き決勝戦に進出。熊本北警察署
承 道 館 を 下 し、 見 事 優 勝 し ま し た。
山都署には柔道の泰武館もあり、洗
心会は月・水・金、泰武館は火・木・
土曜日にそれぞれ稽古を行っていま
すので入会ご希望の方は山都警察署
までご連絡ください。

2歳

熊本県警のホームページ
http;//www.police.pref.kuma
moto.jp/
管内の犯罪・交通事故の発生状況、
県警からのお知らせ等が掲載中です。

全国地域安全運動
〜みんなでつくろう安心の街〜
10月11日 ㈭ 〜10 月 2０ 日㈯
の期間実施されます。
みなさんで犯罪の起きにくい安
心な社会を作りましょう。

ドロボーキラーズ隊

山守りやさしか隊

そよ風ふれあい隊

やまと老連防犯パトロール隊

山都町役場防犯パトロール隊 清和っ子守り隊
山都を守り隊

矢部っ子守り隊

柏地区安全守り隊

山都町 PTA 防犯パトロール隊

山都町郵政防犯パトロール隊 山都町交通安全母の会
山都地区交通安全協会交通防犯パトロール隊

パトロールへ出発！

平成２３年度交通安全標語コンクール 入選作品（山都地区交通安全協会主催）
運 転中 ケータイ見ちゃだめ かけちゃだめ（ 矢 部 小４年 島田奏 楽 ）
横 切らない おうだん歩 道が そこにある（ 矢 部 小４年 西山伸 悟 ） （学校名・学年は当時）
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