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市立病院の薬剤師を募集

くらしの情報

　秋は日没が早まり、ドライバーにとって歩
行者や自転車が見づらくなる季節です。
　交通事故を防止するため「ひのくにピカピ
カ運動」が10月10日～１月31日まで県下一
斉に実施中です。
　次のことを意識し、交通事故防止に努めま
しょう。
●ドライバーは前照灯を早めに点灯！
●歩行者は反射材を着用！
　反射タスキを無料配布しています。まちづ
くり支援課または各支所へお尋ねください。
□問まちづくり支援課（天草宝島国際交流会館
ポルト内）☎32-6661

配布条件　市内に住所がある団体（５人以上）
または事業所で、公道から見える
場所に植えること。

配布品種　●花苗（ナスタチウム、サルビア、
　マツバボタン、日々草）

　　　　　●種子（ヒマワリ、コスモス、マリー
　ゴールド）※市販の小袋サイズ。

数　　量　次のいずれかを選択（上限）
　　　　　①花苗（120株）と種子（20袋）　
　　　　　②花苗のみ（150株）　
　　　　　③種子のみ（40袋）
※花苗は３種類、種子は２種類まで。
　申し込み多数の場合は抽選。
配布時期　おおむね種子は２月下旬、花苗は

３月下旬に配布。
申込方法　11月15日㊎までに、申込書を持参

または郵送してください。申込書
は各支所にも設置しています。

□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）天草市役
所・都市計画課☎32-6798

□申…申し込み先　□郵…郵送先　□Ｍ…メールアドレス
※申請書などは□申に備え付け。

くらしの情報

ひのくにピカピカ運動
実施中

春植え用花苗などを配布

i 非常勤職員（障がい者）を
募集

対　象　次の全てに該当する人
　●看護師・助産師の養成施設に入学を予定
または在学している人（准看護師を除く）

　●市が指定する医療機関などで看護師また
は助産師の業務に従事する意思がある人

　●医療機関などから勤務することを条件と
した修学資金や、これと同等の資金貸与
を受けていない人

※県看護師等修学資金貸与制度は併用可能。
貸与額　●入学金…30万円（上限）
　　　　●授業料相当額…月額５万円
募集人数　15人程度
貸与期間　令和２年４月から養成施設を卒業

する日の属する月まで（通算48カ
月を限度）。

返還免除　市が指定する医療機関などに貸与
期間プラス２年勤務すると、返還
を免除されます。

申込方法　12月２日㊊から令和２年１月８日
㊌までに、申請書（市ホームペー
ジにも掲載）と必要書類を郵送ま
たは持参してください。

□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）天草市役
所・健康福祉政策課☎24-8805

　政策立案などの参考にするため、市内在住
で満15歳以上の2,500人（住民基本台帳から
無作為に抽出）を対象に、市政に関するアン
ケートを実施します。
　対象者には11月上旬に調査票を発送します
ので、ご協力をお願いします。
□問政策企画課☎27-5052

雇用期間　令和２年１月１日～３月31日
応募資格　精神障害者保健福祉手帳を持つ人
職　　種　事務補助嘱託員
勤務場所　総務課
採用予定人数　１人程度
報　　酬　11万1,200円
申込方法　11月19日㊋までに、履歴書、障害

者手帳の写しおよび主治医の意見書
（様式は総務課・各支所、ホームペ
ージに掲載）を郵送または持参して
ください。

□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）天草市役
所・総務課☎24-8800

市政に関するアンケートに
ご協力を

採用予定日　今年度中。合格発表日の翌月以降（毎月１日付）
受験資格　昭和43年４月２日以降生まれで薬剤師免許を持つ人
申込方法　11月１日㊎～令和２年１月31日㊎までに、履歴書と免許証の写しを持参または郵

送（当日消印有効）してください。
※申込期間内に採用者が決定次第募集を終了。

市看護師等
修学資金修学生を募集

「成人式」を開催します!
対象　平成11年４月２日～同12年４月１日までに生ま
　　れた人
※案内状は今月発送予定。案内状がなくても参加できま
すので、事前にお問い合わせください。

令和２年
１月３日
㊎

令和２年
１月４日
㊏

開催日地区名

11：00
10：00
10：00
14：00
11：00
10：00
11：00
10：00
10：30

天草市民センター
有明町民センター
倉岳多目的研修集会施設
栖本福祉会館
高浜地区コミュニティセンター
一町田地区コミュニティセンター
御所浦地区コミュニティセンター
新和町民センター
五和町コミュニティセンター

生涯学習課（天草中央保健福祉センター内）☎27-7788

有明支所☎53-1111

倉岳支所☎64-3111

栖本支所☎66-3111

天草支所☎42-1111

河浦支所☎76-1111

御所浦支所☎67-2111

新和支所☎46-2111

五和支所☎32-1111

開式時間 場　　　所 問い合わせ先

※牛深地区は令和元年８月に開催しました。

本 渡

有 明

倉 岳

栖 本

天 草

河 浦

御所浦

新 和

五 和

勤務先・採用予定人数 初任給 試験日程

栖本病院・１人
※職歴などがある場合は、一定
の基準による加算有

後日連絡

209,000円（大学６卒）
186,900円（大学卒）

□郵□申□問〒863-1215市内河浦町白木河内223-11
　　　病院事業部経営管理課（天草西保健福祉センター内）☎75-3400
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くらしの情報

燃やせるごみ

資　源　物

燃やせるごみ

資　源　物

燃やせるごみ

燃やせないごみ

対　象　地　区 変更前 変更後

本
　
　
　
渡

月曜日に収集予定の地区
土曜日に収集予定の地区

本町

志柿町（東瀬戸、瀬戸中央、知
ヶ崎、加志、仲ノ浦）、下浦町

月曜日に収集予定の地区

月曜日に収集予定の地区

楠甫、下津浦

月曜日に収集予定の地区

月曜日に収集予定の地区

燃やせるごみ 燃やせるごみ
対　象　地　区 変更前 変更後

有
　 

明

牛
深

新
和

五
和

11/  ４㊊

11/  ４㊊

11/  ４㊊

11/  ４㊊

11/  ５㊋

11/  ６㊌

11/  ５㊋

11/  ５㊋

11/  ４㊊
11/23㊏

11/  ４㊊

11/  ４㊊

11/  ５㊋
11/25㊊

11/  ８㊎

10/31㊍

11/  ４㊊ 11/  ５㊋

くらしの情報

　税は未来を担う子どもたちの教育、誰もが
安心して暮らしていける社会づくり、道路や
河川の整備、熊本の美しい自然環境の保全な
どに使われ、くらしを支えています。
　この週間に合わせて、次の催しを実施しま
す。この機会に「税」を考えてみませんか。

納税表彰式・中学生および高校生の
税に関する作品表彰式　

と　き　11月13日㊌ 14：00～
ところ　天草市民センター・大会議室　

税の作品展
と　き　11月９日㊏～17日㊐
ところ　イオン天草ショッピングセンター
令和元年分給与所得の年末調整説明会

□問 国税…天草税務署☎22-2510※自動音声案内

　県税…天草広域本部税務課☎22-4370

　住宅用太陽光発電で作られた電力のうち、
余剰電力を買い取る再生可能エネルギー固定
価格買取制度。11月以降、売電開始から10
年を経過した設備から順次売電契約期間が満
了します。
　住宅用太陽光発電を設置している人は、売
電契約の期限を確認し、余剰電力の用途を考
えましょう。
　満了後の余剰電力の売電や活用方法は市ホ
ームページをご覧ください。
□問 市民生活課
　☎32-7860

暮らしを支える税を考えよう
11月11日～17日は「税を考える週間」

住宅用太陽光発電設備
固定価格の買取が満了

11月12日㊋10：00～12：00/14：00～16：00
天草市民センターホール
11月19日㊋14：00～16：00
松島総合センターアロマ
11月21日㊍14：00～16：00
牛深総合センター大ホール

　11月５日から、本人の申し出があれば住民
票やマイナンバーカード、印鑑証明書に旧姓
（旧氏）を併記することができます。
　これにより、旧姓での本人確認が可能にな
ったり、各種契約や銀行口座を旧姓のまま引
き続き使うことができるようになります。
申請方法　旧姓が記載された戸籍謄本等とマ

イナンバーカード（通知カード）を
持参してください。

□問 市民課☎24-8801 ／各支所

　様々なリスクをカバーし、安定した農業経
営をするための農業保険制度（収入保険・農
業共済)。掛け金などには国の補助があります。
●収入保険…原則全ての農産物が対象。自然
災害や価格低下など、農業者の経営努力では
避けられない収入減少に対して補償。
●農業共済…米、麦、大豆、果樹、家畜、農
業用ハウス等が自然災害などによって受ける
損失を補償。
□問 県農業共済天草支所☎22-5444

　市民活動団体（ＮＰＯなど）が地域の課題
解決に向けて創意工夫する活動に対し、補助
金を交付します。
補助額　上限20万円
申込方法　11月29日㊎までに、
　　　　　申請書を提出してく
　　　　　ださい。
□申 □問 男女共同参画課（市男女共同参画センタ
　　ーぽぽらす内）☎23-8200

　家庭や事業所のごみを野外で燃やすことは、
法律で禁止されています（※例外規定を除く）。
　家庭のごみは各地区のごみステーション。
事業所のごみは市が許可している収集運搬業
者に処理を依頼してください。
不法焼却した場合…５年以下の懲役か１千万
円以下の罰金(またはその両方)。法人は３
億円以下の罰金。

※例外規定…農・林業を営むうえでの焼却や
落ち葉のたき火など公益上、社会の慣習上
やむを得ないもの。ただし、苦情が寄せら
れた場合は行政指導の対象になります。

□問 環境施設課☎32-7861

▶市ホームページ

市民活動を行う団体に
補助金を交付

住民票などに
旧姓併記が可能に

▲詳細はこちら

対　象　市内在住の要介護１以上の人を在宅で介護している人
内　容　家族者交流会（悩み・意見交換会）、昼食会、温泉入浴など
参加料　500円
申込方法　電話で市社会福祉協議会の各支所（下表参照）へ申し込んでください。

□日程と申込締切日
開  催  日地区名 申込締切日場　　　所 申し込み・問い合わせ先時　間

11/  5㊋
11/11㊊
11/11㊊
11/  1㊎

11/  1㊎

11/15㊎
11/  6㊌
11/  8㊎
10/31㊍

本 渡
牛 深
有 明
御所浦
倉 岳
栖 本
新 和
五 和
天 草
河 浦

はなカフェ淳花（楠浦町）
牛深温泉やすらぎ荘
栖本温泉センター河童ロマン館
町内お食事処「げんき」（御所浦町）

有明温泉・さざなみの湯

総合交流ターミナル施設ユメール
牛深温泉やすらぎ荘
下田温泉望洋閣
総合交流ターミナル施設ユメール

本渡支所　☎24-0100
牛深支所　☎72-2904
有明支所　☎53-0110
御所浦支所☎67-3782
倉岳支所　☎64-3895
栖本支所　☎66-3367
新和支所　☎46-3770
五和支所　☎32-1076
天草支所　☎42-0678
河浦支所　☎76-1401

10：00～14：00
10：00～14：30
10：00～14：00
10：00～14：00

10：00～14：30

9：00～15：00
9：30～15：00
9：00～14：00
8：45～15：00

「家族介護者交流事業」に参加しませんか？「家族介護者交流事業」に参加しませんか？

11/13㊌
11/20㊌
11/21㊍
11/11㊊

11/11㊊

11/22㊎
11/14㊍
11/15㊎
11/  ７㊍

介護の疲れを癒し、
介護者同士の交流を
深めてみましょう

と
き
・
と
こ
ろ

プレミアム付商品券
　住民税非課税者で商品券購入を希望する人は
11月30日㊏（消印有効）までに申請を！

ところ　市役所本庁１階南側玄関口／各支所
□郵 □申 □問〒863-8631（住所記載不要）天草市役所・

産業政策課☎32-6786

ごみを
燃やしてはいけません

農業保険でリスクも安心！

i

i

※その他の地区は、「家庭ごみ・資源物出し方カレンダー」をご確認ください。
□問 環境施設課☎32-7861

11月４日㊊（文化の日の振替休日）、23日㊏（勤労感謝の日）のごみの収集日を変更
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くらしの情報

12月２日㊊ 納期限
（令和元年度第６期分）

市・県民税
固定資産税・都市計画税

国民健康保険税・介護保険料
後期高齢者医療保険料

1

7

20

10,000 

8,000 

7,776

関西天草有明会事務局

福岡・天草郷友会事務局

上田陶石合資会社　高浜焼寿芳窯

関西天草有明会総会

福岡・天草郷友会総会

フィリピン共和国西ネグロス州知事表敬訪問に伴う記念品

９月分市交際費の支出状況

□問秘書課☎24-8816

支　出　先支　出　件　名 金額（円）支出日区分

累　計 295,156円合　計 25,776円

雑費

会費

※累計は、平成31年４月からの合計です。

くらしの情報

　一定面積以上の土地の売買、交換、売買予
約、譲渡担保、代物弁済などが行われたとき
は、契約（予約を含む）締結日を含めて２週
間以内に権利取得者（買主）の届け出が必要
です。
届け出が必要な土地の面積
　●本渡・牛深の都市計画区域５千㎡以上
　●都市計画区域外１万㎡以上
□問地域政策課☎27-6000

　「天草市景観計画」では、景観計画区域（市
全域）と景観形成地域（図）を指定しています。
　次の規模を超える建築物や工作物（太陽光
発電設備など）を新築・解体するときは、着
手日の30日前までに届け出が必要です。
対象規模　
　●景観計画区域…高さ13ｍまたは建築面積

が1,000㎡を超える建築物など。　 
　●景観形成地域および特定施設届出地区…

床面積が10㎡を超える建築物など。
　ほかにも届け出が必要な場合がありますの
で事前にご相談ください。
□問都市計画課☎32-6798

　市内で自動販売機を設置または撤去すると
きは、設置（撤去）後、20日以内の届け出が
必要です。
　設置の届け出後は市が交付する「自動販売
機届出済証」を貼り付けてください。
　次の場合は届け出不要です。
●塀や柵などにより自由に立ち入ることがで

きない敷地内に置かれ、敷地の管理者が適
正に管理している。
●建物内に置かれ、建物の管理者が適正に管

理している。
※５ｍ以内に必ず空き缶などの回収容器を設

置すること。
　景観形成地域内に設置する場合は、事前に
都市計画課にも届け出てください。
□問市民生活課☎32-7860 ／
　景観形成地域…都市計画課☎32-6798

　本渡都市計画道路３・６・10号今釜本渡港
線の都市計画を変更しました。
　次のとおり関係図書の縦覧ができます。
内容　今釜本渡港線の一部区域の変更
縦覧時間・場所　午前８時30分～午後５時

15分（平日）・都市計画課
□問都市計画課☎32-6798

一定面積以上の
土地取引は届け出を

自動販売機の設置・撤去には
届け出が必要

　市の封筒に掲載する広告の募集や取りまと
めなどを行う広告取扱者（広告代理店を営む
人など）を募集します。
応募資格　市内に事業所があり、市税を完納

していること。
申込方法　11月15日㊎までに、申込用紙を提

出してください。
□申□問財政課☎27-5053

　利活用を希望する人は、申出書を提出して
ください。施設概要書や調査要領をホームペ
ージに掲載しています。※同調査後に一般公募
実施予定。
地域名　河浦
施設名称　旧河浦学校給食センター
所在地　天草市河浦町白木河内175番地50

受付期間　11月１日㊎～ 29日㊎
□申□問財産経営課☎24-8826

　「広げよう、地域の集い」～認知症カフェを
知ろう～と題し、認知症カフェの紹介やボラ
ンティア受け入れなどについて説明します。
対　象　認知症サポーター養成講座を受講し

た人（または脳いきいきサポーター）
と　き　12月13日㊎
　　　　午後２時～３時30分
ところ　天草市民センター大会議室
定　員　100人程度
申込方法　事前に電話で申し込んでください。
□申□問市認知症相談センター☎24-5912

応募資格　
　●令和２年４月１日時点で、業務の実施が

可能であること
　●市税を完納していること　など
業務内容　寄附申し込みの受付、受領証明書

などの書類の作成・送付、お礼品の準備・発
注・配送管理、お礼品提供事業者との連絡
調整、寄附者からの問い合せ対応、ポータ
ルサイトの管理、各種プロモーション、ワ
ンストップ受付など

申請方法　11月21日㊍までに、申出書などを
提出してください。

審査方法　プレゼンテーションと書類審査
※詳細はホームページをご覧
　ください。

□申□問財政課☎27-5053

　熊本県事業承継ネットワーク事務局の事業
承継コーディネーターによるセミナーを開催
します。中小企業・個人事業主の皆さんぜひ
ご参加ください。
【セミナー】
　と　き　12月５日㊍午後２時～４時
　ところ　天草市民センター第２会議室
【個別相談会】
　と　き　12月５日㊍午後４時～６時
　　　　　12月６日㊎午前10時～午後４時
　ところ　天草市民センター第１・２会議室
申込方法　11月27日㊌までに、電話で申し込

んでください。
□申□問産業政策課☎32-6786

調理棟

倉　庫

機械室

物件種別 施設概要 面積 建築年 水道 トイレ

367㎡

16㎡
5㎡

H1

H8
H1

鉄筋コンクリート造
平屋建
木造・鋼板葺平屋建
鉄骨造・平屋建

ふるさと応援寄附金
業務受託者を募集広告取扱者を募集

▲市ホームページ

市有財産の
利活用希望を募集

i

i

認知症サポーター
フォローアップ研修会

i 事業承継・後継者に悩んでいませんか？
事業承継セミナー・個別相談会

建築物や工作物などを新築・
解体するときは届け出を

本渡都市計画道路を
変更しました 天草景観

形成地域

福連木景観
形成地域

特定施設届出地区
（国道266号沿線の亀川
 地区から亀川ダムまで）

大江景観
形成地域

牛深景観
形成地域

﨑津・今富
景観形成地域

下田景観
形成地域

高浜景観
形成地域

期間　令和２年１月17日㊎まで
□問土木課☎32-6795

補修工事のため瀬戸歩道橋を
通行止めしています

上
水
道

浄
化
槽
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天草エアライン㈱

くらしの情報くらしの情報

□申□問天草エアライン㈱予約センター☎34-1515（受付時間：午前９時～午後６時）

運　　賃　１人片道3,200円
応募資格　天草地域（天草市・上天草市・天草郡苓北町）在住の人
当選者数　合計40人　※当選ハガキ１枚で当選者と同行者１人まで利用可。
申込方法　11月22日㊎までに、ハガキ（郵便番号・住所・氏名〔ふりがな〕・年齢・性別・電話番号、

当選した場合の行き先を記入）で申し込んでください。
　　　　　※１人１枚限り。
抽選結果　11月30日頃当選者のみにハガキで通知。

□郵〒863－2114市内五和町城河原１丁目2080－５　天草エアライン㈱
「天草地域住民　年越し＆ニューイヤー搭乗キャンペーン」係

天草地域住民 年越し＆ニューイヤー搭乗キャンペーン

11月のアマビズITミニセミナー  ～教えてエザキさん～
 ７日㊍

14日㊍

21日㊍

28日㊍

ゼロ円から始めるネットショップ

ゼロ円からできる集客。SNS＋α

キャッシュレス対応

LINE でリピーター増！

と　き　毎週木曜日 午後６時30分～
ところ　Ama-biZ（中央新町）
□Ｍ info@ama-biz.jp
□申□問Ama-biZ☎24-5555
　　FAX22-8655

　12月に開催される市議会を傍聴しながら、
議会の役割や仕組みを学んでみましょう。日
程などの詳細は申し込みの際にご連絡します。
ところ　天草市役所３階議場
申込方法　12月10日㊋までに、電話または

FAX、メール（住所・氏名・年齢・連絡先、
託児の有無を記入）で申し込んでください。
□Ｍ danjyokyodo@city.amakusa.lg.jp
□申□問男女共同参画課（市男女共同参画センタ
　　ーぽぽらす内）☎23-8200
　　FAX23-3055

　6.5㎞のコースをゆっくりと歩いてみませ
んか？
と　き　12月１日㊐ 午前８時15分～
ところ　大浦地区コミュニティセンター船津

分館駐車場集合
参加料　1,500円(昼食・保険料など）
定　員　30人（先着順）
申込方法　11月22日㊎までに、電話または

FAXで申し込んでください。
□申□問有明支所☎53-1111・FAX53-1116

　来年２月８日に天草市民センター体育館で
開催する合同企業説明会への参加企業を募集
します。
参加料　無料（看板製作が必要な場合を除く）
申込方法　11月29日㊎までに、お近くの商

工会・商工会議所または天草地域雇用創出
協議会まで電話で申し込んでください。

□申□問天草地域雇用創出協議会☎22-0050

対　象　市内在住の全カリキュラムを受講で
きる人

と　き　11月14日㊍・15日㊎・26日㊋・　
　　　　27日㊌ 午後１時30分～５時30分
　　　　※15日は午前10時～午後５時。 
ところ　天草市民センター・第２会議室
募集人員　15人程度
内　容　市民後見概論、対人援助の基礎、制

度の基礎、 関係制度・法律、個人情
報保護など

申込方法　11月11日㊊までに、申込書を提出
してください。
□申□問あまくさ成年後見センター
　　（市社会福祉協議会内）☎32-2552

みんなで議会を傍聴しよう！
～ステップアップセミナー課外授業～

天草地域合同企業説明会
参加企業募集

▶ホームページ

有明フットパス
参加者募集

市民後見人養成講座
受講生募集

その“運転手付きのバス”許可受けたもの？
　グループ旅行の移動などによく利用されているバス。レンタカー事業者が運転手を手配して国
土交通大臣の許可（旅客自動車運送事業）を得ずに白ナンバーのバスを貸し出すことは法律で禁
止されています。利用の前に確認しましょう。

●許可を受けた運転手付きのバスは緑ナンバー。
●許可を受けていないものを利用し事故に遭った場合、保険が適用できないことも。

□問地域政策課☎27-6000

空き店舗情報は

こちらでチェック！ 空き店舗紹介サイトを開設
　移住定住サイト「あまくさライフ」内に、空き
店舗の情報を掲載する空き店舗等情報バンクサ
イトを開設しました。店舗情報は随時更新中。

　登録したい空き店舗を所有する人は、市内の
不動産会社を通じ登録申請してください。
※仲介のない物件は掲載できません。

□問産業政策課☎32-6786

　市内の不動産会社が管理している
物件を一括して検索でき、希望に沿
った物件がこれまでよりも見つけや
すくなります。

ここが便利！

●12月28日㊏～31日㊋の全便
●令和２年１月１日㊌の101便

●令和２年１月１日㊌の108便
●令和２年１月２日㊍～４日㊏の全便

天草発⇒福岡行 福岡発⇒天草行

搭乗期間

路　　線

※１便当たりの座席数に制限あり。

▶メールフォーム
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くらしの情報

□申□問天草文化交流館☎・FAX27-5665（月曜休館）

天草文化交流館 制作体験講座

と こ ろ　天草文化交流館（船之尾町）
申込方法　申込期限までに電話またはＦＡＸ（希望する講座名、住所・氏名・電話番号を記入）で

申し込んでください。

講座名 と　　　　き 定員（先着順） 申込期限参加料

15人1,000円

10人1,500円

陶　芸

押し絵

〔成形〕11月16日㊏
〔絵付〕11月30日㊏

11月23日㊏ 午前９時～正午

11月14日㊍

11月20日㊌

くらしの情報

　のし袋（ご祝儀袋など）の書き方を学び、
実生活に役立てよう！
対　象　市内に居住する45歳未満の人　　
と　き　11月14日～12月19日までの
　　　　毎週木曜日（全６回）
　　　　午後７時30分～９時
ところ　市勤労青少年ホーム（船之尾町）
募集人数　20人（先着順）
申込方法　11月13日㊌までに、電話または
FAX、メール（住所・氏名・年齢・電話番
号を記入）で申し込んでください。
□Ｍ seishounenhome@city.amakusa.lg.jp
□申□問市勤労青少年ホーム
　　☎23-4049・FAX23-4078

と　き　12月11日㊌ 午後７時～９時 
ところ　市生涯学習センター（久玉町）
参加料　2,000円程度（材料代）
定　員　20人（先着順）
申込方法　11月29日㊎までに、電話で申し込
んでください。
□申□問牛深支所☎73-2112

対　象　25～49歳までの独身者
と　き　12月21日㊏
　　　　午前11時～午後３時
ところ　プラザホテルアネックス
　　　　カジュアルレストラン ピアナイン
定　員　男女各20人（先着順）
参加料　2,500円
申込方法　12月６日㊎まで
に、電話またはウルトラ
ハウスホームページから
申し込んでください。

男性限定！婚カツ塾
　　「話し方や服装で
　　  GOOD（グッと）印象は変わる!?」

と　き　12月16日㊊
　　　　午後７時～８時30分
ところ　市男女共同参画センターぽぽらす
　　　　（東町）
□申㈲ウルトラハウス婚活担当☎096-354-3822
□問男女共同参画課（市男女共同参画センター
ぽぽらす内）☎23-8200

「結婚応援セミナー＆交流会」
参加者募集！

　熊本の野や山、川や海に生息する動物につ
いての講座や現地見学会を開催します。熊本
の自然を形成する動物の生態を学んでみませ
んか。（全５回）
と　き　〈第１回〉11月 ８日㊎：講座
　　　　〈第２回〉12月13日㊎：現地見学
　　　　〈第３回〉　１月10日㊎：講座
　　　　〈第４回〉　２月14日㊎：現地見学
　　　　〈第５回〉　３月13日㊎：現地見学
　　　　いずれも午前10時～正午
ところ　本渡歴史民俗資料館
講　師　金子誉士氏・中薗洋行氏
　　　　（熊本県博物館ネットワークセンター）
定　員　各回30人程度
申込方法　各回前日までに、電話または直接
申し込んでください。

□申□問本渡歴史民俗資料館☎23-5353

　ブータン王国首相顧問のペマ・ギャルポ氏、
政治評論家の森田実氏、筑波大学教授の山中
弘氏をゲストに迎え、市民・産業界・まちづ
くりの三位一体による地域創生シンポジウム
を開催します。
と　き　11月28日㊍
　　　　午後１時～４時30分
ところ　天草市民センター
□申□問天草幸せの大改革実行委員会事務局
　　山口さん☎080-5214-1561

と　き　11月20日㊌、23日㊏
　　　　午前９時30分～ 12時30分
ところ　天草中央保健福祉センター（亀場町）
対　象　市内在住で18歳以下の子を育ててい

る人
定　員　各20人（先着順）　※両日同じ内容
参加料　1,000円　※託児無料
申込方法　11月14日㊍までに、FAXまたはメ
ール（参加希望日・住所・氏名・子の生年
月日・電話番号・託児の有無を記入）で申
し込んでください。

※献立をホームページで紹介しています。
□Ｍ suisan@city.amakusa.lg.jp

□申□問水産振興課☎32-6791・FAX24-2524

　介護分野で就職したい人と事業所との面接
会。介護職についての相談会も開催します。
と　き　11月７日㊍・21日㊍
　　　　午前９時～ 10時30分
ところ　ハローワーク天草 ２階会議室
内　容　●事業所との面接会
　　　　●介護や看護の仕事相談　
□問ハローワーク天草☎22-8609

　非常に便利だけれど使い方を誤るとトラブ
ルや犯罪に巻き込まれる危険性がある携帯電
話やスマートフォン。その危険性や対処法を
ＮＴＴドコモのインストラクターがわかりや
すくお話しします。
と　き　11月21日㊍
　　　　午後６時50分～８時30分
ところ　牛深総合センター
□問牛深東小学校・栗原☎72-3247

パパママ集まれ！
子育て世代向けお魚料理教室

▲熊本の動物　イタチ
　©熊本県博物館ネットワークセンター

本渡歴史民俗資料館市民講座
「熊本県の動物」

天草幸せの大改革
シンポジウム

～クリスマスリースをつくろう～
牛深公民館事業　全体講座

いずれも午前９時～正午

来年の干支『子』を作ろう!
ね

▲ホームページ

▲ホームページ

ペン字講座 受講生募集

介護就職デイ

「スマホ・ケータイ安全教室」
牛深地区教育講演会
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第3回
オール天草∞大商談会

▲伊勢えびのみそ汁

お出かけ情報

天草四郎陣中旗
特別展

天草キリシタン館（船之尾町）
午前８時30分～午後５時
天草四郎が島原・天草一揆で使用した「天
草四郎陣中旗」の本物を公開！
入場料　一般300円、市内小・中・高校生無
　料。市外高校生200円、小・中学生150円
□問天草キリシタン館☎22-3845

11/１㊎
11/７㊍
〜

保育園児から高校生までが出演する、陽気
で明るく楽しい音楽祭。
□問牛深総合センター☎73-4191

11/９㊏

第８回 天草地域
幼少年女性防火大会
・消防防災フェア

天草市民センター  午前９時30分～
幼年消防クラブ・少年消防クラブによる「は
しご乗り」などの演技披露や消防車両の見
学などの体験。
□問天草広域連合消防本部予防課☎22-3305

11/９㊏

牛深総合センター大ホール 午後１時開演

牛深総合センター
自主文化事業
ちあふる音楽祭

老人クラブの団体や個人の舞踊・歌・演奏
などの披露。
入場料　300円
□問牛深まちづくり協議会事務局
　（牛深支所内）☎73-2112

11/12㊋

牛深総合センター  午後０時30分開演

天草地域芸能祭
牛深大会

くらしの情報 くらしの情報

　久留米市議会の藤林詠子議
員を講師に迎えて、格差のな
い社会、みんなが支え合う社
会をつくるための取り組みを
一緒に考えてみませんか。
天草市男女共同参画推進ネット
ワークつんのでネット～風～主催

と　き　11月30日㊏ 午後１時～３時
ところ　天草市民センター第２会議室
申込方法　11月21日㊍までに、電話または
FAX、メール（住所・氏名・年齢・連絡先・
託児の有無を記入）で申し込んでください。
□申□問男女共同参画課（市男女共同参画センタ
ーぽぽらす内）☎23-8200・FAX23-3055

●スケッチ淡彩同好会展
と　き　11月１日㊎～ 13日㊌
●あまくさ福祉まつり作品展
と　き　11月15日㊎～ 27日㊌
開館時間　10：00～12：00、13：00～17：00
　　　　　金曜は16：00まで。木曜休館。
□問ギャラリー四季☎23-9588

　島内の農産・畜産・水産・加工事業者が産
品を紹介する展示商談会。事業者やバイヤー
だけでなく、どなたでもお越しください。
と　き　11月28日㊍ 午前10時～午後３時
ところ　五和漁村センター
□問天草宝島物産公社（産業政策課内）
　☎32-7011

と　き　12月21日㊏ 午前９時～正午
ところ　天草市民センター体育館
参加資格　市内在住の障がい者（16歳以上）
　　　　※学生除く
定　員　120人（先着順）　　　　　
競　技　ボッチャ、バッゴー、風船バレー、
　　　フライングディスク
申込方法　11月29日㊎までに、参加申込書
をFAX、郵送または持参してください。
※介助が必要な人は、同伴者も一緒に競技に
参加してください。
□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）天草市役
　　所・福祉課☎32-6071・FAX22-0577

「小さな声こそ大切に～すべての
市民が笑顔で暮らせるように～」

▲藤林詠子議員

▶メール
　フォーム

天草市障がい者
スポーツフェスタ

ギャラリー四季
展示案内

11/24㊐ 第23回
しんわ楊貴妃祭り

市役所新和支所駐車場周辺
午前８時35分開会
しんわ楊貴妃竜の玉入れ選手権や、ステー
ジイベントに各種バザーも！
※雨天時は、ステージイベントを新和町民
センターで実施。

□問しんわ楊貴妃祭り推進協議会事務局
　（新和支所内）☎46-2111

11/24㊐ アイヌ文化交流
in 河浦地区文化祭

一町田地区コミュニティセンター
午後１時開演
北海道浦河町のアイヌ文化保存会の皆さん
が出演します！アイヌ舞踊、ムックリの演
奏体験などもあり。
□問河浦支所☎76-1111

第30回
牛深あかね市

牛深ハイヤ大橋横・芝生広場周辺
11/30：午前９時50分～午後４時
12/ １ ：午前８時30分～午後３時
牛深で水揚げした新鮮な魚介類など、物産
品の販売や牛深ハイヤ踊り、餅投げなどの
ステージイベント。
□問牛深あかね市実行委員会事務局
　（牛深支所内）
　☎73-2114

11/30㊏
12/ １㊐

えいこ

長崎五島の潜伏キリシタン 長崎生月島の潜伏キリシタン

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」世界文化遺産登録　企画展

□問天草ロザリオ館☎42-5259

開催期間　11月２日㊏～２月２日㊐ 午前８時30分～午後５時

ところ　天草ロザリオ館

□問天草コレジヨ館☎76-0388

ところ　天草コレジヨ館
入場料　一般200円、市内小・中・高校生無料
　　　　市外高校生150円、小・中学生100円
※12月30日～１月１日休館

入場料
一般300円
市内小・中・高校生無料
市外高校生200円
小・中学生150円
※12月30日～
　１月１日休館
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監督…成瀬巳喜男
主演…田中絹代、香川京子
　全国の小学生の作文「おかあ
さん」を原作に、下町に暮らす一
家が父を亡くし、様々な不幸にあ
いながらも母を中心に健気に生き
る姿を描いた傑作ホームドラマ！

（上映時間１時間40分）

監督…成瀬巳喜男
主演…田中絹代、山田五十鈴
　傾きかけた芸者置屋が舞台。
時代の流れの中で変わりゆく花
柳界に生きる女性たちの姿を、そ
こで働く女中の目を通してテンポ
よく描いた成瀬監督の代表作！

（上映時間２時間）

監督…成瀬巳喜男
主演…加山雄三、司葉子
　エリート役人の夫を交通事故
で亡くした女性と、事故の加害者
である青年商社マンとの深い憎し
みと愛情に揺れ動く二人の心情を
映し撮った傑作メロドラマ！

（上映時間１時間50分）

※この映画は「優秀映画鑑賞推進事業（特別協賛　　　　　　　）」の一環で上映します。

監督…成瀬巳喜男
主演…上原謙、原節子
　倦怠期を迎え始めたある夫婦
を主人公に、自らの生き方に疑
問を抱き始める妻の心理を日常
のきめ細かい描写から見事に紡
ぎ出した名作！

（上映時間１時間40分）

「めし」
（1951年・東宝）

「流れる」
（1956年・東宝）

「おかあさん」
（1952年・新東宝）

「乱れ雲」
（1967年・東宝）

11月１日㊎ 11月２日㊏ 11月３日㊐ 11月４日㊊ 11月５日㊋

「めし」
10時30分～
14時45分～

「流れる」
12時25分～
16時40分～
20時55分～

「めし」
10時30分～
14時45分～

19時～

「流れる」
12時25分～
19時20分～

「乱れ雲」
12時30分～
16時40分～

「おかあさん」
10時30分～
14時40分～

「おかあさん」
10時30分～
14時40分～

「乱れ雲」
12時30分～
19時20分～

「おかあさん」
10時30分～
14時40分～

「乱れ雲」
12時30分～
16時40分～

くらしの情報 くらしの情報

ところ　本渡第一映劇
入場料　高校生以上500円、中学生以下100円（３歳未満無料）
上映映画リクエスト募集中
　上映映画リクエスト用紙またはホームページから応募してください。

検索天草市民シアター

市民シアターワンコインで映画を楽しもう！

□申□問本渡第一映劇☎23-1417 ／文化課（天草宝島国際交流会館ポルト２階）☎32-6784

第16回
と　き　11月１日㊎～５日㊋ 午前９時30分～午後５時（３日㊐は午後８時、５日㊋は午後４時まで）

ところ　天草市民センター
内　容　●陶磁器の展示・販売
　　　　●ろくろ・絵付け体験…11月２・３・４日の午前・午後
　　　　　（先着20人、参加料1,000円）
　　　　●天草の特産販売・飲食コーナー
　　　　●アマクサローネ（市内外の若手作家や芸術家などの作品展示）
　　　　●講演会やワークショップ、パフォーマンスなどのイベント

□問天草陶磁器の島づくり協議会事務局（産業政策課内）☎32-6786

県内外107窯元の個性豊かな陶磁器が一堂に会します。お気に入りを見つけませんか。

図書館へ行こう ■Ｈ http://www.amakusa-lib.jp/

と　き　11月23日㊏ 14：00～15：30
ところ　中央図書館会議室
内　容　童話発表・パネルシアター・
　　　　昔話・歌・ペープサート・
　　　　劇（ももたろう）など

秋の童話祭り
　絵本の読み聞かせ、語り、手遊び、工作
などの催しで楽しいひとときを過ごしませ
んか。ありすボランティア（子どもボラン
ティア）による読み聞かせもあります。
と　き　11月10日㊐ 10：30～11：30
ところ　牛深図書館

牛深図書館「あきのおはなし会」

□問牛深図書館☎74-7100□問中央図書館☎23-7001

と　こ　ろ

と　こ　ろ

本渡地区文化祭行事名 と　　　き

舞
台
部
門

展
示
部
門

天草市民センター

天草宝島国際交流会館ポルト

天草市民センター展示ホール
肥後銀行天草支店３階

天草教育会館
天草市民センター展示ホール

九州労働金庫

第29回天草合唱祭
第28回ふぁみりーコンサート
第33回若い芽コンサート
第16回天草グリーングリーンコンサート
天草三曲会第7回演奏会
第74回天草美術展
寒蘭万年青展示会
たい・ぶり名人戦将棋大会
第74回天草書道展
絵手紙クラブ

11月10日㊐13：30～
11月17日㊐15：00～
11月23日㊏14：00～
11月16日㊏18：00～
12月 １日㊐13：00～
11月13日㊌～11月17日㊐
11月16日㊏～11月17日㊐
11月24日㊐10：00～
12月 ６日㊎～ ８日㊐
令和２年２月１日㊏～29日㊏

天草市民芸術祭2019 各地区で文化祭を開催します。皆さんぜひお出かけください。

□問（一社）市芸術文化協会☎22-8797

五和地区文化祭
有明地区文化祭（芸文祭in有明）
御所浦地区文化祭
河浦地区文化祭
倉岳地区文化祭
天草地区文化祭

11月 ９日㊏～10日㊐
11月16日㊏～17日㊐
11月23日㊏～24日㊐
11月24日㊐
11月24日㊐
12月 ８日㊐

五和町コミュニティセンター
有明体育館

御所浦地区コミュニティセンター
一町田地区コミュニティセンター

倉岳町多目的研修集会施設
天草町勤労者体育館

と　　　き各地区文化祭行事名
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年 情金 報

□問ねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-004 ／本渡年金事務所☎24-2154

～納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象です～

　納付した国民年金保険料は、所得税・住民
税の申告で控除対象となりますが、納付した
ことを証明する書類の添付が必要です。
　日本年金機構本部が保険料を納付した人に
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
を11月上旬（1～９月納付分）・２月上旬（10

～ 12月納付分）に送付します。配偶者や家族
の保険料を支払っている場合、その保険料も
控除が受けられます。
　送付された同証明書または領収証書は、年
末調整や住民税申告・確定申告のときに必要
ですので大切に保管してください。

健康相談
10：00 ～ 11：00 中央保健福祉センター

☎24-0620
東保健福祉センター
☎66-3355
西保健福祉センター
☎75-3301

※健康手帳、母子
健康手帳、バス
タオルを持参

くらしの情報くらしの情報

行政相談

労働・雇用・年金
無料相談会

出張
年金相談所

無料調停相談

女性のための
無料法律相談

問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容
11/ ６㊌

11/13㊌

11/19㊋

11/20㊌

11/21㊍

11/20㊌

13：30 ～ 16：30

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

天草支所
御所浦地区コミュニティセンター
五和支所

リンドマールTAIYO

牛深総合センター

市男女共同参画センターぽぽらす

市男女共同参画センターぽぽらす

尾下　明さん☎42-1045
齊藤朝延さん☎67-3154
井上英二さん☎33-0948

有馬一彦さん☎24-3378
段下千晶さん☎23-9012

池林通秋さん☎73-4490

県社会保険労務士会
天草支部☎23-９５５４
※留守番電話対応

子育て支援課・子ども相
談係（中央保健福祉セン
ター内）☎22-0４０4

11/28㊍ 10：00 ～ 15：00

12/ ４㊌ 10：00 ～ 15：00

イオン天草店

天草市民センター１階会議室

本渡年金事務所
☎24-2112
自動音声案内①→②

天草調停協会
横山さん☎23-6669

9：30 ～ 12：00
9：00 ～ 12：00
9：00 ～ 11：00

天草地域
子ども相談

11/14㊍

12/12㊍

•11：00 ～
•13：30 ～
•15：00 ～

県中央児童相談所
☎096-381-4451
子育て支援課・子ども相
談係（中央保健福祉セン
ター内）☎22-0４０4

県天草広域本部
中央保健福祉センター

※１週間前までに申込書で
申し込みが必要

※本人確認書類を持参

相談窓口

サクラサイトに注意！

□問天草市消費生活センター（天草宝島国際交流会館ポルト内）☎32-6677
　相談時間：午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）

　これは、サイト業者に雇われた“サクラ”が、メール相
手になりすまし、有料サービスを利用させ支払いを続けさ
せる“サクラサイト商法”です。利用者の心の隙間を利用し、
正常な判断ができない状態でポイントを買わせます。

サクラサイトで注意すべき点
●副収入を得たいと思っても、このような広告にはアクセ
スしない
●言葉巧みに誘導されてしまうので、不審に感じたら連絡
を断つ

　心配なことがあればまずは消費生活センターへ。

中央保健福祉センター
いさな館（御所浦支所の２階）
牛深支所

中央保健福祉センター
有明保健センター

東保健福祉センター

11/11㊊

11/18㊊

11/25㊊

□問スポーツ振興課☎32-6783

女子ハンドボール

スロベニア代表が

やってきます!
女子ハンドボール

スロベニア代表が

やってきます!

　女子ハンドボール世界選手権大会に向け、スロベニア
女子代表チームが天草で事前キャンプを行います。期間
中は交流の機会もありますので、市ホームページをご覧
ください。

▲ＱＲコード

　収入を得たいと思い、「悩みを
聞いてあげると報酬がもらえま
す」という広告のサイトに登録し
た。メール相手から「話を聞いて
くれたので、報酬を渡したい」と
言われたが、受け取りにはポイン
ト購入が必要とのことでポイント
代金を支払った。しかし報酬は全
く受け取れなかった。

キャンプ期間　11月25日㊊～ 29日㊎
　　　　場所　天草市民センター体育館


