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天草文化交流館製作体験講座

ひも作りやたたら作り、電動ろくろなどいろい
ろな技法による成形、削り、施釉など。

犬の登録と狂犬病予防注射を実施
　犬を飼っている人には、犬の登録と狂犬病の
予防注射（毎年１回）が義務付けられています。
　また、犬の出生・死亡、所在地の変更や、所
有者の住所・氏名などを変更するときは届け出
が必要です。
　市では、本渡地区の一部と牛深地区の犬の登
録・狂犬病予防注射を下表のとおり実施します
（その他の地区の日程は、５月１日号の「市政だ

より天草」お知らせ版に掲載します）。対象とな
る犬には、予防注射を受けさせてください。なお、
当日注射に来られない人は、獣医科医院または
ほかの地区で接種してください。
▶対　象＝生後91日以上の犬。
▶料　金＝未登録犬の登録料、予防注射いずれ
も3,000円。
■犬の登録・狂犬病予防注射日程＝下表参照。
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 【問い合わせ先】本庁・環境課（内線1282）／牛深クリーンセンター☎725541

実施日 場　　　所 場　　　所実施日実施時間 実施時間
佐伊津町公民館
本渡児童センター
諏訪地区会館
市役所本庁裏駐車場
茂串公民館前
須口健康センター前
鬼塚公民館前
加世浦公民館前
牛深支所駐車場
JAあまくさ早浦出張所前
JAあまくさ二浦支所前
JAあまくさ内の原出張所前
下平生活改善センター前
深海漁協前
ふかみふれあいセンター前
浅海生活改善センター前

９:00～ ９:50
10:10～10:40
10:50～11:10
11:20～11:50
９:00～ ９:20
９:30～ ９:50
10:00～10:15
10:25～10:45
10:55～11:35
13:20～13:30
13:40～13:50
14:10～14:20
９:00～ ９:10
９:20～ ９:30
9:40～ ９:50
10:00～10:20

山の浦生活改善センター前
大の浦消防倉庫前
中の浦停留所前
黒石広場
魚貫町多目的集会所前
魚貫町交流促進センター前
池田公民館前
天附老人クラブ前
春這団地前
小森地区海岸前
米淵地区海岸前
砂月公民館前
井出の串公民館前
元下須集会場前
くたまふれあいセンター前

10:40～10:50
11:05～11:15
11:25～11:35
13:05～13:10
13:20～13:30
13:45～13:55
14:10～14:20
９:00～ ９:05
９:10～ ９:15
9:30～ ９:35
９:40～ ９:45
９:50～ ９:55
10:05～10:10
10:25～10:35
10:55～11:30

　市では、新エネルギーを積極的に利活用し
た環境にやさしいまちづくりを進めるため、
住宅用太陽光発電システムを設置する人に対
して補助金を交付します。
■補助対象＝市内において既存の住宅（店舗
などとの併用住宅を含む）もしくは新築の
住宅に太陽光発電システムを設置する人、
または同システムが設置してある建売住宅
を購入する人で、これらの住宅に居住する
人。
■助成額＝太陽電池出力１kW当たり５万円
（1,000円未満は切り捨て。15万円を限度）。
　　ただし、市内に本店、支店、営業所など
を置く事業者が対象システムの施工を行う
場合は、20万円を限度とします。

■申込方法＝本庁と牛深支所・環境課または
その他の支所担当課に備え付けの申請書に
必要事項を記入し、必要書類を添えて、本庁・
環境課へ提出してください（申請書は市の
ホームページからも取得できます）。
※平成24年度から、助成額や申請書など様式
の一部を変更していますので、ご注意くだ
さい。
■受付期間＝４月16日㊊から申請の受け付け
を開始し、予算がなくなりしだい終了しま
す。
※国や県の補助金についての詳細は、太陽光
発電普及拡大センター☎043（239）6200ま
たはくまもとソーラーコールセンター☎
096（300）5331へお尋ねください。

住宅用太陽光発電システム設置費補助金住宅用太陽光発電システム設置費補助金

 【問い合わせ先】本庁・環境課（内線1282）

平成24年度から助成額や申請書など様式の一部が変わります！「天草南蛮手まり製作」＆「陶芸教室」受講生募集！

【問い合わせ先】天草文化交流館☎㉗5665

　天草文化交流館では、伝統工芸品・民芸
品の製作を通して、天草の伝統文化に触れ
ていただくために、天草の伝統工芸品であ
る「天草南蛮手まり」の製作と、「陶芸教室」
の受講生を募集します。

■申込方法＝４月29日㊐までに、電話またはFAX
（希望する講座名と、住所・氏名・電話番号を記入）
で、天草文化交流館☎・FAX㉗5665へお申し込
みください。なお、いずれも定員になりしだい締
め切ります。
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2,000円（材料代を含む） 月額2,000円（材料、焼成代を含む）
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５月から平成25年３月までの毎月第２・４水曜
日（初回は５月９日）。いずれも10：00～12：00。

５月12日から７月14日までの第２・４土曜日（全
５回）。いずれも13：00～15：30。

直径８㎝程度の手まり１個の製作。
※手まりの模様は基本の「菊」。

手まり 陶芸教室（手びねり）

本渡勤労青少年ホームの講座受講生、クラブ・サークル会員募集！本渡勤労青少年ホームの講座受講生、クラブ・サークル会員募集！本渡勤労青少年ホームの講座受講生、クラブ・サークル会員募集！本渡勤労青少年ホームの講座受講生、クラブ・サークル会員募集！

【問い合わせ先】本渡勤労青少年ホーム☎㉓4049

スポーツ室

茶室・生花室

調理実習室

茶室・生花室

和　室

スポーツ室

大会議室

講　座　名 開　講　日 時　間 主な内容 場　所
□前期教養講座

　市内に在住または勤務する勤労青少年を対
象に、教養講座やクラブ・サークル活動を行
いたい人を募集します。また、本渡勤労青少
年ホームを利用する会員で組織する「利用者
友の会」でも、多くの行事（ボランティアや
レクリエーション活動など）があります。
▶前期教養講座＝下表参照。
※クラブ・サークル活動（バドミントン、硬
式テニス）については、同ホームへお問い
合わせください。
▶受講料＝無料（ただし、講座によっては、

材料費などが必要）。
▶申込方法＝本渡勤労青少年ホームで随時受
け付けていますので、同ホームに備え付け
の「利用登録申請書」に必要事項を記入し、
直接申し込んでください。 なお、利用登
録時には、保険料を含む年会費が必要です。

■教養講座については、別途「講座受講申込
書」の提出が必要です。

▶申込期間＝４月２日㊊から同20日㊎まで。
　　なお、受講生が５人に満たない場合は、
講座を開講しませんので、ご了承ください。
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７日・14日・21日
４日・11日・18日・25日
２日・９日
８日・22日・29日
12日・19日・26日
10日・24日・31日
９日・16日・23日
13日・20日
11日・18日・25日
10日・31日
14日・21日・28日
５日・19日・26日
10日・17日
７日・14日
５日・12日
10日・17日・24日
７日・14日・21日
５日・12日
11日・18日・25日
１日・８日・15日
６日・13日・20日

５月
６月
７月
５月
６月
７月
５月
６月
７月
５月
６月
７月
５月
６月
７月
５月
６月
７月
５月
６月
７月

19:30
　～21:00

18:00
　～19:30

19:00
　～21:00

19:30
　～21:30

19:00
　～21:00

ストレスに負けない
エアロビクス講座

季節の花を生けよう！
生花講座
おうちご飯を作ってみよう
楽しいお弁当作り講座
スウィーツとカフェメニュー講座

美しい着物講座
夏はゆかたで決めよう！

挑戦してみませんか！
日本の文化”書”

清々しく内側からリフ
レッシュ！ヨガ講座

パソコンでできる本格
的な動画編集講座

•準備運動•音楽にあわせたエアロ
ビクス運動•ストレッチ体操など

疲れた心に潤いを与えてくれる「癒しの書」
毎月の昇級・昇段用作品の練習など

音楽を取り入れ、『お香』によるアロマテラピー
でリフレッシュ・ヨガを体験してみませんか？

•盛花・新生花•フラワーアレン
ジメント•お供え生花（お盆用）

主食・副食・汁物、マクロビ食など
特にお弁当男子になりたい人大募集！
スウィーツと簡単な軽食メニュー

体験！動画編集（動画の種類とは）
動画編集の基本テクニック
動画編集の高度なワザ

日本の文化である着物を知ろう！
日本の文化である着物を着よう！
夏祭りはゆかたで出かけよう！
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