
　　 平成 ��年 ��月 ��日（火）　　 熊本市（熊本県労働会館）
　　 平成 ��年 ��月 ��日（水）　　 熊本市（熊本県労働会館）
　　（避難設備・消火器講習）
　　 平成 ��年 ��月 ��日（火）　　 熊本市（熊本県労働会館）
４　 講習時間
　　 午前 �時 ��分から午後 �時まで
５　 講習科目
　（１）�消防用設備等関係法令、防火に関する他法令等に関する事項
　（２）�消防用設備等の工事又は整備等に関する事項
６　 受講手続及び受付期間
　（１）�申請書の請求
　　　　 受講申請書は、社団法人熊本県消防設備保守協会、各消防本部又は熊本県総務部
　　　 防災消防課へ請求すること。
　（２）�申請書の提出
　　　 ア　 受講申請書に必要事項を記入し、�����円の熊本県収入証紙を申請書の所定の欄
　　　　 に貼り付け、社団法人熊本県消防設備保守協会へ提出すること。
　　　 イ　 収入印紙の貼付がない場合等受講申請書に不備があるものについては、受け付
　　　　 けない。
　（３）�受付期間
　　　　 平成 ��年 �月 ��日（金）から ��月 �日（金）まで
　（４）�その他
　　　　 この講習についての問い合わせは、社団法人熊本県消防設備保守協会（電話 ����
　　　 ��������）へすること。

熊本県公告第 692 号
　鹿本郡菊鹿町菊鹿町土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨届出があった。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
退　 任

就　 任
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住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

鹿本郡菊鹿町大字上永野���番地

鹿本郡菊鹿町大字五郎丸���番地

鹿本郡菊鹿町大字上永野���番地

鹿本郡菊鹿町大字池永���番地

鹿本郡菊鹿町大字木野����番地

鹿本郡菊鹿町大字松尾���番地

鹿本郡菊鹿町大字上内田����番地

鹿本郡菊鹿町大字上内田���番地

鹿本郡菊鹿町大字山内���番地

鹿本郡菊鹿町大字矢谷��番地�

鹿本郡菊鹿町大字下永野����番地

隈　部　弘　正

古　閑　豪　朗

岡　　　惇　夫

平　井　邦　治

宮　本　久　敏

立　花　順　作

横　手　正　利

富　田　高　士

有　働　康　博

中　田　孝　義

田　中　正　信

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

鹿本郡菊鹿町大字上永野���番地

鹿本郡菊鹿町大字下永野����番地

鹿本郡菊鹿町大字太田���番地

鹿本郡菊鹿町大字松尾���番地

鹿本郡菊鹿町大字池永���番地

鹿本郡菊鹿町大字木野����番地

鹿本郡菊鹿町大字上内田���番地

鹿本郡菊鹿町大字上内田����番地

鹿本郡菊鹿町大字長���番地

鹿本郡菊鹿町大字宮原���番地

鹿本郡菊鹿町大字上内田����番地

隈　部　弘　正

田　中　正　信

有　働　國　廣

高　田　　　信

平　井　　　昇

平　井　強　誠

富　田　高　士

横　手　正　利

石　川　政　雄

佐　藤　公　俊

古　家　友　則

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃
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熊本県公告第 693 号
　採石法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の ��の規定に基づき、第 ��回採石業務管理
者試験を次のとおり実施する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
１　 試験を実施する日時
　　 平成 ��年 ��月 ��日（金）
　　 午前 ��時から正午まで
２　 試験を実施する場所
　　 熊本市水前寺公園 ��番 ��号
　　 勤労者総合福祉センター（熊本テルサ）
３　 試験の方法及び科目
　　 試験は筆記試験とし、科目は次のとおりとする。
　（１）�岩石の採取に関する法令（環境保全関係法令を含む。）
　（２）�岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、廃土及び廃石のたい積方法並びに
　　　 採掘終了時の措置に関する技術的な事項
４　 受験願書の受付期間等
　　 平成 ��年 �月 ��日（水）から平成 ��年 �月 ��日（金）まで（�月 ��日、��日、��
　日、��日、��日及び ��日を除く。）。受付時間は、午前 �時 ��分から午後 �時まで（正
　午から午後 �時までを除く。）とする。なお、郵送による申込みの場合は、�月 ��日ま
　での消印があるものに限り受け付ける。
５　 提出書類
　（１）�業務管理者試験受験願書
　（２）�履歴書
　（３）�受験票
　（４）�写真（手札形とし、受験願書提出前 �か月以内に撮影した正面上半身像で、その
　　　 裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの。）
　（５）�受験手数料
　　　 受験願書提出のときに、熊本県収入証紙により �千円を納付すること。
６　 受験願書の請求先及び提出先
　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 熊本県商工観光労働部工業振興課
　　 電話　 ������������　 内線 ����

　登載依頼

熊本県文化財保護審議会公告第 1 号
　熊本県文化財保護審議会の会議を、次のとおり開催します。
　なお、当該会議の傍聴手続きは、次のとおりです。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県文化財保護審議会　　　
１　 開催日時
　　 平成 ��年 �月 �日（水）
　　 午後 �時から
２　 開催場所
　　 熊本県熊本市水前寺公園 �����
　　 熊本テルサ　 会議室
３　 議題
　（１）�文化財の県指定等について
　（２）�その他
４　 傍聴者の定員
　　 �人
５　 傍聴手続
　　 会議開催 ��分前に会議会場で先着順に受付を行い、定員になりしだい終了します。
６　 問い合わせ先
　　 熊本県熊本市水前寺 ������
　　 熊本県教育庁文化課
　　（電話 ������������　 内線 ����）
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熊本市職員共済組合公告第 11 号
　熊本市職員共済組合定款第 �条の規定に基づき、平成 ��年度決算の要旨を公告する。　
　　
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本市職員共済組合　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事長　 後　 藤　 勝　 介
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