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　清掃センターやクリーンセンターで会社や店舗などの事業所から排出されるごみの内容物を検査し
ました。その結果、きちんと分別すると資源になるものが多く混入されていました。
　特に多かったのが、「段ボール」や「チラシ」などの紙類です。
　資源として再利用できる紙類は、一度ごみに入り生ごみなどの水分を吸ってしまうと資源化できま
せん。「燃やせばごみ、分ければ資源」の言葉どおり、しっかり分けて資源化し、ごみの減量に努めま
しょう。

　排出する事業者と運搬する業者の双方が協力する
ことが大切。排出事業者が正しく分別していなけれ
ば、資源物として受け入れることができません。事
業所でも家庭と同様に分別をお願いします。
　効率的にごみの減量と資源化ができるよう、「分
別排出」にご協力ください。

分別
している

分別しよう　事業所から出る一般廃棄物

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

牛
　 

深

月曜日に収集予定の地区
火曜日に収集予定の地区

中山口、内柿、溝端、山の口、半河内
志柿町（瀬戸上、瀬戸中央、知
ヶ崎、加志、仲ノ浦）、瀬戸町

広瀬、大矢崎、茂木根釜、佐伊津町
（洲の崎、三軒屋、明瀬、宮口）、旭町
古川、下町、宮地岳町、本町

月曜日に収集予定の地区
火曜日に収集予定の地区

岡東、岡一、岡二、岡三、岡四

月曜日に収集予定の地区
火曜日に収集予定の地区

月曜日に収集予定の地区
火曜日に収集予定の地区

月曜日に収集予定の地区
火曜日に収集予定の地区

燃やせるごみ

資　源　物

燃やせるごみ
対　象　地　区 変更前 変更後

有 

明

新
和

五
和

２/24㊊
２/11㊋

２/24㊊
２/11㊋

２/24㊊
２/11㊋

２/25㊋
２/10㊊

２/25㊋
２/12㊌

２/25㊋
２/10㊊

２/24㊊
２/11㊋

２/11㊋

２/24㊊

２/11㊋

２/24㊊

２/25㊋
２/12㊌

２/21㊎

２/28㊎

２/  ８㊏

２/22㊏

２/24㊊
２/11㊋

２/11㊋

２/25㊋
２/10㊊

２/12㊌

燃やせるごみ

燃やせるごみ

※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

２月11日㊋（建国記念の日）、２月24日㊊（振替休日）のごみの収集日を変更

くらしの情報

　介護保険住宅改修の対象項目、受領委任払
い制度などを説明します。
対　象　住宅改修を行う施工業者。令和２年
度に、受領委任払いの取扱業者として登録
する施工業者は必ず出席ください。

と　き　２月26日㊌
　　　　午後４時～５時
ところ　天草市民センター第１会議室
申込方法　２月20日㊍までに電話で申し込ん
でください。

□申 □問 高齢者支援課☎24-8806

対象　保護者が市内に３年以上在住してお
り、①高等学校、高等専門学校②専修（専門）
学校、③大学(短期大学含む)、大学院に在学
または進学予定で、経済的理由により修学
が困難な人

貸付額（月額）　※無利子
　①１万５千円　②２万円　③３万円
貸付予定者数　20人程度
貸付期間　４月から正規の修業期間終了まで
貸付開始　４月（初回は６月に４～６月分を
振り込み、７月からは毎月振り込み）

返還方法　卒業の１年後から、貸与期間の２
倍の期間内（最長10年）に月賦で返還

申込方法　４月20日㊊までに願書を郵送また
は持参してください。提出書類などの詳細
はホームページに掲載。

□郵 □申 □問 〒863-8631（住所記載不要）
　　　天草市役所・教育総務課☎24-8812

□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。

くらしの情報奨学金貸付申し込みを
受け付け

▲４月１日オープン予定▲詳細はこちら

▲ごみを収集車から降ろしているところ ▲手作業で展開検査中

【展開検査のようす】

介護保険制度における
住宅改修施工業者への説明会

A社
B社

分別された状態で
清掃センターへ！

分別
している

□問 環境施設課☎32-7861

本渡地区公民館・天草市勤労青少年ホームを休館

３月２日㊊から受け付け開始

　「天草市複合施設ここらす」への移転作業のため、３月７日㊏から31日㊋まで休館します。
□問 生涯学習課（公民館係）☎23-4049

　４月１日から６月30日までの「天草市複合施設ここらす」の利用申請を受け付けます。利用
申し込み状況に応じて、利用団体間での調整や抽選で決定する場合があります。
受付場所　生涯学習課（天草中央保健福祉センター内）
利用できる施設　多目的室・健診室・会議室・和室・調理実習室・音楽室など
申込方法　申請書（市ホームページにも掲載）に必要事項を記入のうえ提出ください。
※７月からは、利用希望月の３カ月前の
　１日から申し込みできます（７月の利
　用申し込みは４月１日以降可）。
□申 □問 生涯学習課☎27-7788

天草市複合施設ここらすの利用申請を受け付け

許可業者へ引き取りをお願いするときは
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　これまで臨時・非常勤職員として任用してきた職種について、令和２年度から「会計年度任用職員」
として任用するもの。期末手当などの各種手当の支給や休暇制度等が整備されました。

くらしの情報

▲市ホームページ

■任用期間　４月１日～令和３年３月31日
■申込方法　２月14日㊎までに、申込用紙（市ホームページにも掲載）を郵送または持参
■試験日程　応募者に別途連絡（２月下旬～３月上旬）
■試験内容　面接（職種によって実技試験がある場合があります）
■報酬（月額）　事務補助員：113,109円～　資格職・技能労務職：左表のとおり
■勤務時間　基本週30時間または31時間（勤務場所や職種によっては勤務時間が異なります）

※複数の応募はできません。詳細は市ホームページに掲載。

※支所の申し込みは各支所で受け付けできます。

会計年度任用職員

令和２年４月１日採用 会計年度任用職員を募集

部　局 予定人員 応募資格・条件・勤務地など 申込・問い合わせ先

【事務補助員】

身体障害者手帳をもつ人  ※配属先は後日決定

総務課・天草アーカイブズ・財産経営課

情報政策課２人、政策企画課１人

男女共同参画課

牛深総合体育館

本渡運動公園ほか天草市全域社会体育施設勤務

福祉課１人、子育て支援課２人、高齢者支援課１人

市民課４人、国保年金課１人
国保年金課１人（※任用期間４月１日～８月31日)

課税課 ※任用期間４月１日～６月５日

産業政策課１人、農業振興課２人、
農林整備課１人、農業委員会事務局１人
文化課１人、本渡歴史民俗資料館２人、五和歴史民俗資料館１人、
天草文化交流館１人、天草キリシタン館１人

土木課

中央図書館

新和支所出張所２人、五和支所および出張所１人

有明支所および出張所4人、倉岳支所および出張所２人

牛深支所および出張所1人、河浦支所および出張所3人

１人

３人

３人

１人

１人

１人

４人

６人

６人

５人

６人

１人

１人

３人

６人

４人

総務課☎24-8800

政策企画課☎27-5052

地域政策課☎27-6000

健康福祉政策課☎24-8805

市民生活課☎32-7860

産業政策課☎32-6786

観光振興課☎32-6787

建設総務課☎32-6794

教育総務課☎24-8812

新和支所☎46-2111

有明支所☎53-1111

牛深支所総務振興課☎73-2111

総務部

総合政策部

地域振興部

健康福祉部

市民生活部

経済部等

観光文化部

建設部

教育部

新和・五和支所

有明・倉岳支所

牛深・河浦支所

部　局 職種（予定人数）・勤務場所 報酬（月額） 申込・問い合わせ先

【資格職・技能労務職 】 ※資格が必要な場合があります。

学芸員（1）天草アーカイブズ

移住・定住コーディネーター（1）地域政策課

レセプト点検業務員（1）福祉課

保育士または事務補助員（3）保育所（御所浦・御所浦北）

保育所給食調理員（1）御所浦北保育所

児童厚生員（2）児童館（志柿・楠浦）

放課後児童支援員（1）新合児童クラブ

歯科衛生士（1）中央保健福祉センター

看護師（1）中央保健福祉センター※任用期間４/１～1/31

家庭児童相談員（2）子育て支援課

要介護認定訪問調査員 高齢者支援課（4）牛深支所(3)

クリーンセンター業務補助員（５）
クリーンセンター（牛深・西天草）

レセプト点検業務員（1）国保年金課

学芸員（1）天草キリシタン館

学芸員（古生物専門）（1）御所浦白亜紀資料館

学習指導補助教員（8）市内小中学校

英語指導補助教員（2）市内小中学校・幼稚園

幼稚園補助教員（6）幼稚園

学校司書（4）市内小中学校

学校主事（11）市内小中学校

図書館司書（2）図書館（中央・河浦）

学校給食調理員（９）本渡給食センター、有明小、有明中

学校給食受入れ（５）本渡北小、本渡東小、牛深東小、五和小、本渡中

野犬捕獲業務補助員（２）牛深支所

医療事務補助員（3）御所浦診療所

運転手（1）御所浦診療所

清掃員（1）御所浦診療所

看護師または准看護師（3）御所浦診療所

運転手（1）御所浦北診療所

歯科助手（2）御所浦歯科診療所

137,360円～

113,109円～

111,329円～

122,012円～

103,020円～

137,360円～

111,329円～

113,109円～

137,360円～

155,083円～

160,722円～

122,012円～

132,929円～

113,109円～

132,929円～

111,329円～

55,664円～

111,329円～

116,880円～

115,040円～

132,240円～

29,687円～

115,040円～

総務課☎24-8800

地域政策課☎27-6000

健康福祉政策課☎24-8805

市民生活課☎32-7860

観光振興課☎32-6787

教育総務課☎24-8812

牛深支所総務振興課☎73-2111

病院事業部経営管理課
☎75-3400

総務部

地域振興部

健康福祉部

市民生活部

観光文化部

教育部

牛深支所

病院事業部
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　交通規制を実施しますのでご協力をお願い
します。
コース　天草市役所前スタート（午前９時）、
びぷれす熊日会館前ゴール（午後２時30分
ごろ）の103.3㎞

通過予定時刻　天草厚生病院前（午前９時33
分）、上天草市大矢野庁舎前（午前11時16分）

□問 熊本日日新聞社事業局☎096-361-3383

　２月23日㊐午前８時佐伊津漁港をスター
ト・ゴールとするコースで開催します。
　135㎞と96㎞のコースに、800人が天草路
を駆け抜けます。ご声援をお願いします。
□問 県サイクリング協会の立石さん
　☎096-352-3878

　天草市と上天草市、苓北町の元気な企業が
集まる合同企業説明会を開催します。
　地元企業47社が仕事の内容や企業の魅力、
採用情報などを紹介します。
と　き　２月８日㊏ 午後１時～４時
ところ　天草市民センター体育館
※無料託児サービスあり。
□問 天草地域雇用創出協議会☎22-0050

　天草地域雇用創出協議会で開発した商品を、
事業者や創業希望の人に公開するセミナーを
開催します。新たなアイデアのヒントを見つ
けにおいでください。
と　き　２月19日㊌ 午後２時～４時
ところ　天草市民センター大会議室
申込期限　２月12日㊌
※詳細は、ホームページ
　をご覧ください。

□申 □問 天草地域雇用創出協議会☎22-0050

　熊本県内の広報紙や観光誌などを無料で読
むことができるサイト「クマモトイーブック
ス」。市政だより天草はこち
らでもチェックできます。

□問 秘書課☎24-8816

くらしの情報 くらしの情報

経済センサス
第５期（２月～３月）

本渡地域の一部、
有明・御所浦・倉岳・栖本地域

　調査員証および端末を携行した統計
調査員が事業所を訪問しますので、ご
協力をお願いします。

□問 政策企画課☎27-5052

▶詳細

▶クマモトイーブックス

東京2020オリンピック
聖火リレー

天草地域
合同企業説明会

　市営住宅（中堅所得者を対象とした特定公
共賃貸住宅を含む）の空き家入居者、空き家
になった場合の入居補欠者を募集します（申
込多数の場合は抽選）。
申請方法  ２月３日㊊～17日㊊までに、申請
書を提出してください。各支所でも受け付
けます。

□申 □問 建設総務課☎32-6794

　令和２・３年度に、市役所（支所、小・中学校、
市立病院など出先機関を含む）で発注する物
品の製造、修理または購入などの指名競争入
札（見積）参加資格者を登録・更新します｡
※登録中の事業者も再登録が必要です。
　今回の登録による参加資格の有効期間は、
４月１日～令和４年３月31日まで。
申請方法　２月３日㊊～28日㊎までに、申請
書(市ホームページに掲載）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・契約検査課☎24-8823

対　象　県内事業者で責任技術者がいること
など

申込方法　２月３日㊊～28日㊎までに、申請
書（市ホームページに掲載）と関係書類を
郵送または持参してください。

□郵 □申 □問 〒863-0013 市内今釜新町3543　天草
　　　市役所・下水道課（本渡浄化センター内）
　　　☎23-3498

市営住宅の入居者・
入居補欠者募集

天草市物品の購入契約
入札参加資格申請を受け付け

　令和２年度の加入受付を３月から開始しま
す。掛け金や加入方法はお尋ねください。
加入要件　スポーツ活動・文化活動・ボラン

ティア活動・地域活動を行う４人
以上の団体

補償対象　団体活動とその往復中の事故。傷
害保険・賠償責任保険・突然死葬
祭費用保険がセット

□問（公財）スポーツ安全協会熊本県支部
　☎096-213-9015

万一のケガや賠償責任に備えて
スポーツ安全保険に加入しましょう

排水設備指定工事店
新規申請を受け付け

新たな商品開発や集客に
活用しませんか

市政だより天草を「クマモトイー
ブックス」でチェックできます

２月９日は
郡市対抗熊日駅伝

２月のアマビズITミニセミナー  ～教えてエザキさん～
 ６日㊍

13日㊍

20日㊍

27日㊍

顧客を増やす FACEBOOK の使い方

顧客を増やすインスタグラムの使い方

顧客を増やす LINE の使い方

顧客を増やすSNSの使い方。自由内容

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

 天草市で開催

第26回天草下島一周
サイクルマラソン

　購入引換券を持っている人は、期限ま
でに下記で購入してください。
ところ　本渡商工会議所、牛深商工会議

所、天草市商工会本所

□問 産業政策課☎32-6786

プレミアム付商品券の
購入は２月28日まで
プレミアム付商品券の
購入は２月28日まで

市政だより天草 広告取扱者を募集
　「市政だより天草」の有料広告を取り扱い、市に広告料を納めていただく広告取扱者を募集します。
資　　格　１年以上市内で事業を営み、市税を完納していることなど（２月１日現在）
申込方法　２月21日㊎までに、申込用紙（市ホームページに掲載）を提出してください。

□申 □問 秘書課☎24-8816 ▲詳細

□問 スポーツ振興課☎32-6783

と　き　５月６日㊌ 午後３時スタート予定
ルート　天草市民センターを出発→国道324号

線を通り市役所でミニセレブレーショ
ン（イベント）→本戸公園にゴール（約
2.6㎞）。

※当日は交通規制が行われます。詳細は４月号
でお知らせします。
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　天草市に住んでいる外国人のための、やさ
しい「にほんご教室」を開催します。
　外国人に「にほんご」を教える日本人ボラ
ンティアの参加もお待ちしています。
と　き　２月13日㊍ 午後６時～７時30分
ところ　市役所３階
参加料　100円
申込方法　２月12日㊌までに、電話またはメ

ール（住所、氏名、連絡先を記入）で申し
込んでください。

□Ｍ world.friends.amakusa@gmail.com
□申 ワールドフレンズ天草　田中さん
　☎090-2080-4996
□問 政策企画課☎27-5052

　ＬＧＢＴなどのセクシャルマイノリティに
対する正しい知識を学びませんか。セクシュ
アルマイノリティも住みやすい熊本のために
活動する「くまにじ」から講師をお招きし、
セミナーを開催します。
と　き　２月15日㊏ 午前10時～正午
ところ　天草市民センター大会議室
講　師　森あい氏（くまに

じ代表・弁護士）
申込方法　２月13日㊍ま

で に、電 話、FAXま た
はメール（氏名・連絡先・
メールアドレスを記入）
で申し込んでください。

※無料託児あり（６カ月
～。２月７日㊎までに
申し込んでください）。

□Ｍ danjyokyodo@city.amakusa.lg.jp
□申 □問 男女共同参画課
　　☎23-8200・FAX23-3055

□問 天草まちゼミの会　山田（靴のやまだ）さん☎22-3055

□申 □問 男女共同参画課☎23-8200・FAX23-3055

くらしの情報 くらしの情報

▲申込メールフォーム

▲詳細はこちら

▲ホームページ

第３回

▲申込メールフォーム

▲シミ抜き講座 ▲キッズセラピスト

▲森あい氏

にほんごを
べんきょうしませんか

天草まちゼミ 店主に学ぶ得する街のゼミナール

　お口の健康講座「おいしく、楽しく、元気
よく～人生100年時代。その鍵は“口”にあり！
～」と題した講話（実技含む）と、新しい体
操メニューをご紹介。
日 程　●２/28㊎13：30～・天草市民センタ
ー体育館●３/２㊊13：30～・志柿地区コ
ミュニティセンター講堂●３/12㊍10：30
～・牛深総合センター４階大会議室

講　師　迫田ひとみ氏（熊本県歯科衛生士会
天草ブロック）

持参品　タオル、飲み物、体育館シューズ
（3/12はシューズ不要）

申込方法　各開催日の１週間前までに、電話
で申し込んでください。

□申 □問 高齢者支援課☎24-8806

　家族や大切な人を自死で亡くした人たち
が、悩みや苦しみを分かち合い共に心を癒せ
るようグループミーティングを開催します。
対　象　家族や大切な人を自死で亡くした人
と　き　２月27日㊍ 午後２時～４時
ところ　天草保健所（今釜新町）
□問 熊本県精神保健センター
　☎096-386-1166

自死遺族グループミーティング
“地域版かたらんね” いきいき体操教室

中小企業トップ・管理職向けセミナー

LGBTなど性的マイノリティの
人権に関するセミナー
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関西ふるさと倉岳会事務局

山本秀久氏叙勲受章祝賀会事務局

㈱通宝

関西ふるさと倉岳会総会

山本秀久氏叙勲受章祝賀会

来客用お土産品（お菓子）

12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 532,658円合　計 43,600円

会費

雑費

※累計は、平成31年４月からの合計です。

　地域のお店の人が講師になって、専門知識やプロのコツを無料で伝授。少人数
制で60～90分のミニ講座です。専門店ならではの知識を学んでみては。
　講座内容など詳細は、２月７日㊎の新聞折込チラシまたは天草まちゼミの会ホ
ームページで確認できます。

と　　き　２月14日㊎～３月23日㊊
申込方法　２月７日㊎から「まちゼミの申し

込みです」と各店へ電話してくだ
さい（先着順）

講座例　・お家で簡単！シミ抜き講座
　　　　　（玉屋クリーニング）
　　　　・キッズエステセラピスト体験会
　　　　　（メナード化粧品天草代行店）

と　き　２月20日㊍ 午後１時30分～４時 ところ　天草市民センター大会議室
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▲川嶋高之さん

３月２日㊊ 納期限
（令和元年度第９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

　NPO法人ファザーリング・ジャパンの川島高之さんをお招きし、「ワーク・
ライフ・バランスは経営戦略！～イクボスで、成果と笑顔が共にアップ～」と
題しセミナーを開催します。
対　象　企業や組織トップや管理職などの人、興味のある人
講　師　川島高之さん（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事、NPO法人コ

ジカラ・ニッポン代表)
申込方法　２月17日㊊までに電話・FAX、メール（氏名・会社名・連絡先・
参加人数・メールアドレスを記入）で申し込んでください。
※無料託児あり（６カ月～。２月13日㊍までに申し込んでください）。
□Ｍ danjyokyodo@city.amakusa.lg.jp
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第34回  宮田ペアーマラソン大会 参加者募集

角山官山トレッキング参加者募集

　ステージでおもいきり歌って！踊って！笑
ってカラオケを楽しみませんか。
と　き　３月20日㊎ 午前10時～
ところ　牛深総合センター
対　象　18歳以上（学生以外）、グループも可
参加料　2,000円
歌唱時間　原則として２番まで
申込方法　３月10日㊋までに、申込用紙（牛

深総合センター、天草市民センターに備え
付け）に参加料を添えて提出。

※観覧する場合は、入場料1,000円（全席自
由〔一律〕）が必要です。

□申□問牛深総合センター☎73-4191

　古楽器演奏グループ「コレジヨの仲間」や
アコースティックユニット「マリオネット」
の演奏を楽しみませんか。
と　き　２月14日㊎ 午後７時～９時
ところ　天草市民センターホール
定　員　660人
申込方法　２月10日㊊までに、ホームページ

から、またはチラシ裏面の申込書をFAXで
送信してください。
□申□問世界文化遺産登録１周年記念コンサート
　事務局☎096-223-6619
　FAX096-223-8891

□問天草椿まつり実行委員会（大江地区コミュニティセンター内）☎42-5225

□申□問宮田地区コミュニティセンター☎64-3201

□申□問福連木地区コミュニティセンター☎・FAX45-0111

くらしの情報 くらしの情報

カラオケ de うた祭り
参加者募集

第29回 あったか天草椿まつり

世界文化遺産登録１周年記念
コンサート 音楽のゆうべ

　クイズを解きながら自然を散策する約７㎞
のウォーキング。お楽しみ抽選会やおにぎり・
豚汁のサービスあり。
と　き　２月23日㊐ 午前９時から受付
　　　　※荒天中止・小雨決行
ところ　東向寺
定　員　200人（先着順）
参加料　300円（中学生以下無料）
　　　　※未就学児は保護者同伴
持参品　筆記用具・飲み物など
申込方法　２月17日㊊までに、電話または

FAX、メール（参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を記入）で申し込んでくだ
さい。
□Ｍ honmachi@amakusa-cc.jp
□申□問本町地区コミュニティセンター
　　☎・FAX23-4735

本町ぶらりウォーク大会
参加者募集

■制作体験
　「天草凧揚げ大会」で揚げる凧（角凧）を
制作します。親子で一緒にチャレンジしてみ
ませんか。
と　き　２月29日㊏午後１時30分～４時30分
ところ　天草文化交流館（船之尾町)
定　員　親子10組
参加料　500円
申込方法　２月26日㊌までに、電話または

FAX（住所・氏名・電話番号を記入）で申
し込んでください。

■天草凧揚げ大会
　バラモン凧や角凧などいろいろな凧が集ま
ります。先着100人の子どもたちにはミニ凧
をプレゼント。※雨天時は翌日に順延。
と　き　３月７日㊏ 午前10時～午後１時
ところ　大矢崎緑地公園（本渡町広瀬)
□申□問天草文化交流館☎・FAX27-5665

凧制作＆凧揚げ大会
参加者募集

　天草灘を一望できる西平椿公園に約２万本のやぶ
椿の深紅の花が咲き誇ります。
　ステージイベントやスタンプラリー、スケッチ大
会、もち投げなどの催し、特産品の販売もあります。
　２月22日・23日・24日・29日も同会場で特産品
販売、公園内のガイドなどもあります。
　ぜひお越しください。

　２人１組で宮田グラウンド発着の３㎞のコースを走ります。だ
ご汁のサービスや参加者全組に当たる抽選会も開催。
対　象　どなたでも。小学３年生以下は18歳以上と参加すること
定　員　300組（先着順）
参加料　１組3,000円
申込方法　２月21日㊎までに、申込書と参加料（郵便振替は２月
14日㊎まで）を提出してください。

と　き　３月15日㊐ 午前10時スタート ※小雨決行 ところ　宮田グラウンド（倉岳町）

　天草町福連木にある官山の遊歩道を散策し、天草下島で２番目に高い角山山頂を目指す約３㎞
のコースです。
定　員　100人（先着順）
参加料　500円（小中学生は無料）
申込方法　３月10日㊋までに、電話またはFAX（参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込んでください。

と　き　３月15日㊐ 午前10時集合 ところ　福連木子守唄公園集合

と　き　３月１日㊐ 午前10時から ところ　西平椿公園（天草町）

□問牛深総合センター☎73-4191

『笑劇　赤と白』

　天草演劇愛好会による、懐かしく悲しく楽しかった昭和の時代を舞台
とした演劇をお楽しみください。
入場券　全席自由　
　　　　一般1,000円、高校生以下無料
　　　　※牛深総合センター・天草市民センターにて販売中。

と　き　２月23日㊐ 午後１時30分～

天草演劇愛好会 第28回 牛深公演

ところ　牛深総合センター

～何がホント？何かがウソ！ 時代はバブル…～
かどやまかんざん

▶ホームページ
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□問文化課☎32-6784

くらしの情報 くらしの情報

　昨年、市民シアターで上映した映画「藍より青く」（1973年・松竹）を世界文化遺産登録１周
年記念としてフィルムをニュープリント。ロケ地である世界文化遺産「天草の﨑津集落」と牛深
で上映会を行います。
あらすじ　敗戦が濃厚の第二次世界大戦末期。徴兵が決まった網元の息子・周一と校長の娘・真

紀の結婚問題を軸に、短い青春時代を精いっぱい生きる若者の姿を、天草の美しい海と自然を
背景に描いた青春群像劇の傑作！

　（35mmフィルム上映／上映時間：１時間35分）
　主演：松坂慶子、大和田伸也

上映日程　●富津地区コミュニティセンター
　　　　　　２月29日㊏ 午後１時開場、１時30分開演
　　　　　●牛深総合センター
　　　　　　３月１日㊐ 午後１時30分開場、２時開演
入場料　大人500円、高校生以下無料

　天草キリシタン調査事業として実施した「キ
リシタン墓地調査」の成果報告を実施します。
キリシタン墓碑やぺーが墓の歴史を紐解きます。
と　き　２月２日㊐ 午後１時30分～３時30分
ところ　五和町コミュニティセンター
内　容　
　●講演１「天草のキリシタン墓碑概要」
　　講師：松本博幸学芸員（文化課）
　●講演２「ペーが墓、岩宗のキリシタン墓

碑群調査報告」
　　講師：大石一久氏
　　　　　（元長崎歴史文化博物館）
□問天草キリシタン館☎22-3845

　天草フォトクラブ会員が撮影した天草各地
の朝景・夕景の写真を館内に展示。
と　き　２月７日㊎～26日㊌
　　　　午前10時～正午、午後１時～５時
　　　　（金曜日は午後４時閉館）
　　　　※木曜日休館。
ところ　ギャラリー四季（中央新町）
□問文化課☎32-6784
　ギャラリー四季☎23-9588

と　き　２月２日㊐ 午前９時～午後３時
ところ　下浦運動広場
内　容　●ステージイベント●町特産の石と

ポンカンにちなんだイベント●地域の保育
園の園児、小・中学生の文化作品展示●地
元物産販売●福引付き餅投げ●巨大ぽんか
んピラミッドの展示など
□問下浦地区コミュニティセンター☎23-4733

天草キリシタン館
歴史講演会

下浦町ふるさと祭り

　「本町よかとこフォトコンテスト」に応募
があった全作品を展示します。本町地区をド
ローンで撮影した動画も常時放映します。
と　き　２月８日㊏～11日㊋
　　　　午前10時～午後４時
ところ　本町ふるさと美術館（旧本町中学校

跡）
□問 本町地区振興会☎23-4735

　手まりや押絵、土人形、竹細工などの制作
体験講座で制作した作品をまとめて展示しま
す。作品ごとに違った魅力を感じることがで
きますので、ぜひご来場ください。
と　き　２月29日㊏～３月15日㊐
　　　　午前９時～午後５時
ところ　天草文化交流館（船之尾町)
□問天草文化交流館☎27-5665

　平戸市生月町博物館・島の館学芸員の中園
成生氏によるオラショの講演と、生月島隠れ
キリシタンのみなさんによるオラショの実演
を行います。
と　き　２月16日㊐ 午後２時～４時
ところ　天草ロザリオ館（天草町）
入館料　無料（当日限定）
開館時間　午前８時30分～午後５時
　　　　　(入館は午後４時30分まで)

□問文化課☎32-6784

本町フォトコンテスト
作品展

伝統工芸体験講座
合同作品展

 世界文化遺産登録
1周年記念

「長崎生月島のキリシタン
  －オラショの祈り－」

ギャラリー四季
天草朝景・夕景写真展

「藍より青く」ニュープリント上映会

ところ　本渡第一映劇（木曜日は休館）
入場料　高校生以上500円、中学生以下100円（３歳未満無料） 検索天草市民シアター

●監督：斎藤武市、 脚本：八木保太郎、主演：吉永小百合、浜田光夫
　ベストセラーになった恋人同士の書簡集を原作に、浪人生マコと、不治
の病に侵されながらもひたむきに生きるミコの姿が日本中の人々の涙を誘
い大ヒットした美しい純愛物語。（上映時間：２時間）
と　き　２月８日㊏～ 14日㊎
　　　　•10時30分～
　　　　•19時20分～（月・水曜のみ）•20時15分～（土曜のみ）

「愛と死をみつめて」（1964年・日活）35㎜フィルム上映

●脚本・監督：深作欣二、主演：沢田研二、千葉真一
　島原の乱後、打倒徳川幕府に燃え魔界より蘇った天草四郎と剣豪たち、
それを迎え討つ柳生十兵衛の戦いを描いた奇想天外な伝奇ロマン時代劇。

（上映時間：２時間５分）
と　き　２月15日㊏～ 21日㊎
　　　　•10時30分～
　　　　•19時20分～（月・水曜のみ）•20時25分～（土曜のみ）

「魔界転生」（1981年・東映、角川）35㎜フィルム上映

市民シアターワンコインで映画を楽しもう！

□問本渡第一映劇☎23-1417 ／文化課☎32-6784

○C日活

○C東映

○C 1973松竹株式会社

しげお
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年 情金 報
くらしの情報 くらしの情報

図書館へ行こう ■Ｈ http://www.amakusa-lib.jp/

□申□問中央図書館☎23-7001／牛深図書館☎74-7100／御所浦図書館☎67-3931／河浦図書館☎74-8111

移動図書館車の巡回希望グループを募集
　４月から移動図書館車の巡回を希望するグループを募集します。
対　象　市内に住所または勤務先がある５人以上のグループで、図書館から離れた地域に住む

人。企業や施設での利用も可能。
巡回日　火～金曜日（祝日は休み）。時間などは要相談。
申込方法　各図書館に電話で申し込んでください。

ありすボランティア（子どもボランティア）を募集
対　　象　市内在住の小学５年生～高校３年生（４月１日現在）で、年間５回以上ボランティ

ア活動ができる人
活動場所・募集人員　牛深図書館・８人程度、御所浦図書館・３人程度、河浦図書館・８人程度（抽

選で決定）
活動期間　４月１日～令和３年３月31日
活動内容　読み聞かせ、書架整理、本の修理、本の紹介書きなど　※事前講習あり。
申込方法　２月８日㊏～３月20日㊎までに、牛深・御所浦・河浦図書館のうち、活動したい図

書館に申込用紙を提出してください。
※中央図書館の令和２年度の募集はありません。

中央図書館（きらきらいるか号）
河浦図書館（いるか号）
牛深図書館（いるか号）
御所浦図書館（きょうりゅうブックカー）

本渡、有明、栖本、倉岳、五和、新和地区
河浦、天草地区
牛深地区
御所浦地区

□問ねんきんダイヤル☎0570-05-1165 ／本渡年金事務所☎24-2112

～源泉徴収票が送付されています～

　厚生年金・国民年金の「老齢年金」など、老
齢（退職）が支給事由の公的年金は、税法上「雑
所得」であるため所得税の課税対象になります。
　このうち、老齢年金の額が108万円以上
（65歳以上は158万円以上）の人は、所得税を
徴収することになります。
　そのため、「老齢年金」を受け取っている人

には、１年間の年金支払総額などを記載した
「源泉徴収票」が１月中旬までに送付されて
います。確定申告時に提出してください。
　紛失したときは再発行しますので連絡して
ください。
　「障害年金」や「遺族年金」は非課税のため、
源泉徴収票は送付しません。

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

行政相談

労働・雇用・年金
無料相談会

相続登記
無料相談会

女性のための
無料法律相談

問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

２/20㊍

２/19㊌

13：30 ～ 16：30

２/ ８㊏ 10：00 ～ 15：00

10：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00

天草支所
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
五和支所
栖本支所

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
横田政司さん☎76-1025
齊藤朝延さん☎67-3154
井上英二さん☎33-0948
川原典雄さん☎66-2698
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

県弁護士会
法律相談センター
☎096-325-0009

県司法書士会天草支部
☎22-1751

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

9：30 ～ 12：00
10：00 ～ 12：00
9：00 ～ 12：00
9：00 ～ 11：00

10：00 ～ 12：00

天草地域
子ども相談

２/13㊍

３/12㊍

•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

天草市民センター第３会議室

弁護士による
無料法律相談会

２/22㊏ 10：00 ～ 14：00
牛深総合センター

※１週間前までに申込書で
申し込みが必要

※２月20日㊍までに電話で
申し込み

相談窓口

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

２/ ３㊊

２/10㊊

２/17㊊

２/25㊋

２/ ５㊌
２/ ６㊍

２/12㊌

２/13㊍

２/18㊋

２/19㊌

■担当地区と巡回車名（巡回日程は市立図書館のホームページで確認できます)

□申□問牛深ハイヤ祭り実行委員会事務局（牛深支所内）☎73-2114

 “ハイヤ総踊り”
参加資格　１団体10人以上。プラカ
ードや花車は各自準備。個人の飛
び入り参加も可能
参加日　４月18日㊏19時～、19日
㊐13時～（１日のみも可）

 “ハイヤ娘”
資格・募集人員　４月18日㊏・19日㊐の両日参加ができ
る16歳以上の女性で、踊り浴衣を着て来れる人・４人
内　容　総合案内所での受け付け、飛び入り参加者の先
頭で踊りを披露など
謝　礼　２万円

申込方法　いずれも３月27日㊎までに、申込書（市ホームページに掲載）を提出してください。

第49回 牛深ハイヤ祭り第49回 牛深ハイヤ祭り
と　き   ４月17日㊎～19日㊐ ところ   牛深町中央商店街一帯

総踊り参加団体・ハイヤ娘 大募集
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市民のひろばを活用しませんか？
●文 字 数　21文字×９行（タイトル以外）
●申込方法　発行月の前月１日までに、持参ま

たは電子メール、ＦＡＸ（氏名・電話番号・Ｆ
ＡＸ番号を記入）で申し込んでください。

□Ｍ kouhou@city.amakusa.lg.jp
□申□問 秘書課☎24-8816/FAX22-7016

市民のひろば

市民のひろば
詳しいことは□問 へお尋ねください。

　木目込み人形、陶器人形、折り紙人形、創作
人形と楽しさいっぱいのおひなさまがお待ちし
ています。
と　き　２月15日㊏～17日㊊
　　　　午前10時～午後４時
　　　　※最終日は午後２時まで
ところ　本町ふるさと美術館（旧本町中学校跡）
□問 大窪久代さん☎23-5505

　天草支援学校中学部、高等部の生徒が心を込
めて作った製品の展示・販売を行います。
と　き　２月15日㊏
　　　　10：00～11：30、13：00～14：30
ところ　サンリブ本渡、ＪＡ直売天草「天草と

れたて市場」 、上天草さんぱーる（午
前）

□問 天草支援学校☎23-0141

　美しいサンゴ礁でできたヨロン島で国際交流
をしよう！（有料）
対　象　小学２年生～６年生300人
と　き　３月26日㊍～４月１日㊌
ところ　鹿児島県大島郡与論町
申込期限　３月５日㊍
※詳細はおたずねください。
□申□問（公財）国際青少年研修協会
　　 ☎03-6417-9721 

　初めて赤ちゃんを育てる人の学びと交流会。
対　象　第１子（２～５カ月児）とその親
と　き　２月18日～３月10日の毎週火曜日
　　　　午前10時～正午（連続４回）
ところ　わわわのおうち（本渡町広瀬）
申込方法　２月14日㊎までに、電話で申し込

んでください（先着20人）
□申□問 NPO法人子育てネットワークわ・わ・わ
　　 ☎080-8382-7228

親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」

と　き　２月23日㊐ 午後６時30分開演
ところ　天草市民センターホール
内　容　第１部　クラシックステージ　
　　　　第２部　ポップスステージ
入場料　大人1,000円（当日1,200円）
　　　　中高校生400円（当日500円）
　　　　小学生以下無料
□問 天草吹奏楽団事務局の山下さん
　 ☎090-3664-0684

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自
然科学など、約300の幅広い授業科目があり、
１科目から学ぶことができます。
　資料の請求などはお問い合わせください。
出願期間　３月17日㊋まで
　　　　　（４月入学）
□問 放送大学熊本学習センター
　 ☎096-341-0860

放送大学　４月入学生募集

対　象　天草在住の満60歳以上の人
ところ　天草市民センター２階大会議室
受講期間　４月～令和３年３月毎月第４火曜日
費用　入学金1,000円・受講料（年間）5,000円
申込方法　３月20日㊎までに、ハガキ（住所・

氏名・生年月日・電話番号を記入）を
郵送。

□郵 □申□問 〒861-6304栖本町古江980-2 天草さ
わやか大学事務局の梅川さん☎66-2270

天草さわやか大学　学生募集

　県内外の大学生が総勢14組出演！ 美しいハ
ーモニーが天草に響き渡ります。
と　き　３月７日㊏19：00～／８日㊐14：00～
ところ　天草市民センターホール
チケット　大人1,200円（当日1,500円）、高校

生以下500円。天草宝島国際交流会館ポルト、
天草市民センターほかで販売。

□問 九州アカペラコンサートinあまくさ実行委員
　 会事務局（天草宝島観光協会内）☎22-2243

九州アカペラコンサートinあまくさ

□申…申し込み先　※申請書などは□申に備え付け。

　月に一度講師を招いて学ぶ「天草さわやか大
学」。３月はチャーリー永谷氏による「カント
リーミュージックを通しての心のつながり」と
題した講演を開催。どなたでも参加できます。
と　き　３月10日㊋ 午後１時30分～３時
ところ　天草市民センター２階大会議室
□問 天草さわやか大学事務局☎66-2270

チャーリー永谷氏が天草で講演 天草支援学校　ふれあいバザー

▲詳細

手作りひな人形展

天草吹奏楽団 第26回定期演奏会

県の無料就職相談室
「ジョブカフェ・天草ブランチ」
年齢に関係なく、どなたでも利用できます。
電話予約のうえ、お気軽にご利用ください。
と　き　月～金曜日の午前10時～午後５時
ところ　天草広域本部・福祉課内（今釜新町）
　●就職に関する相談●求人情報提供
　●職業適性診断●面接対策や面接練習
　●企業訪問による求職者の求人開拓など
□問 ジョブカフェ・天草ブランチ☎22-4226

ちびっこ探険学校ヨロン島参加者募集

　子育てはお腹の中から！妊娠中こそ知ってほ
しい。快適なマタニティーライフを過ごすため
のセルフケア方法をご紹介します♪
と　き　２月８日㊏ 午前10時～正午
ところ　喫茶子助産院（亀場町）
参加料　2,000円（腹巻付き）
□申□問 喫茶子助産院☎080-5189-0969

骨盤ケア教室

きっさこ


