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くらしの情報 くらしの情報

□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

▲個人番号カード交付申請書（紛失した場合は再交付可）

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

「通知カード」

「視覚障がい者用
音声コード」

「個人番号カード交
付申請書  兼  電子
証明書発行申請書」

マイナンバーカード申
請には、この部分が
必要です。(再交付可）

▲市ホームページ 交通規制区間
今釜本渡港線

本渡道路
工事個所

歴史民俗
資料館

交通規制区間

国
道

324
号

　市全域を「景観計画区域」、特に重要な地
域を「景観形成地域（図）」に指定しています。

　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
市全域…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…床面積が10㎡を超える建築
物など

※ほかにも、届け出が必要な行為があります
ので事前にご相談ください。

□問都市計画課☎32-6798

建築物や工作物などを
新築・解体するときは届け出を

　顔写真撮影を含む申請手続きをお手伝いし
ます。５分程度ですので、お気軽にご利用く
ださい。
受付時間　月～金（年末年始、祝日除く）
　　　　　８：30～ 17：15 まで
ところ　市民環境課および各支所
持参品　個人番号カード交付申請書（通知
カードと一緒に送付済）、本人確認書類（免
許証などの顔写真付きは１つ、健康保険証
などの顔写真なしのものは２つ）

□問市民環境課☎32-7861 ／各支所

対　象　青少年育成事業を実施する団体
対象事業　青少年対象の交流活動（地域間・
異文化交流など）や体験活動（自然・芸術・
文化・職業体験など）を行う事業
補助率・補助額　対象経費の２分の１以内（上
限 15 万円。市内全域から参加者を募集す
る場合は上限 20万円）
申請方法　11月 30日㊊までに、申請書・
事業計画書・収支予算書などを提出（今年
度すでに交付を受けた団体は申請できませ
ん）。
※申請受付後に審査。予算上限になりしだい
終了
□申□問生涯学習課（複合施設ここらす内）
　　☎27-7788

　市民などの顧客と対面して営業を行う店舗
が、３密を避けるために行う環境整備や衛生
用品購入費の一部を補助します。
対象者　次の全てに該当する人
・市内に法人の本店または個人の住所があり、
市内に施設（店舗）がある
・運輸業、卸売業、小売業、金融業、飲食サ
ービス業、宿泊業、生活関連サービス業、
娯楽業、教育、学習支援業を営んでいる
・市税の滞納がない
対象経費
①仕切り用のアクリル板、ビニールカーテン、
非接触型体温計、空気清浄機などの物品購
入費
②パーテーション設置、換気設備工事などの
改修費
※マスク、消毒液などの衛生消耗品の購入は
対象外
補助額　経費の８割（１施設 50万円まで）
申請方法　令和３年１月 29 日㊎までに、
申請書（市ホームページに掲載）を持参し
てください。
□申□問産業政策課☎32-6786

　新型コロナウイルスで需要や価格の落ち込
み等の影響を受けた野菜・花き・果樹など高
収益作物の生産者が行う、次期作への取り組
みを支援するための交付金です。
対象者　２～４月の間に出荷実績がある、ま
たは出荷できずに廃棄した生産者で一定の
要件を満たす人
申請方法　９月 15 日㊋までに申込書を提
出。※後日説明会あり
□申□問農業振興課☎32-6792 ／各支所

マイナンバーカードの
交付申請手続きをサポート

感染症拡大防止対策の
経費を一部補助

９月30日㊌ 納期限
（令和２年度第４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

　新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め予定していた催しを中止します。

▶第15回天草マラソン大会
　□問天草マラソン大会事務局☎24-7722／
　　スポーツ振興課☎32-6783

▶令和２年度市民ふれあい座談会
　□問秘書課☎24-8816

　市政だより天草に掲載している、ほか

の催しも中止・延期になる可能性があり

ます。

　開催については各記事の問い合わせ先

または市ホームページでご確認ください。

催しの中止

　本渡道路の整備と連携して、都市計画
道路今釡本渡港線の整備を進めていま
す。新たに架ける橋の工事期間中（９月
上旬～令和４年３月下旬）に交通規制を
実施しますので、ご理解とご協力をお願
いします。
※工事の進捗状況で規制の形態や期間が
変更になりますので、詳細は案内看板
や市ホームページでご確認ください。

□問都市計画課☎32-6798

道路の交通規制にご協力ください
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氏　　名

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため

７月豪雨災害支援のため

寄附内容 氏　　名 寄附内容

かなざわかずのり

お ぐすよし  え

た なか せき ね

おおつかせき や

ゆ　り

れつ こ

まつしたまさたか

つる た くらぞう

ます だ  ち   か  こ

いわさきえい き

なか や ひで お

ふなさきかず お

みつのり

き　ひ ざい

かず よ

　身体や知的、精神に障がいがある人や、障がいがある子どもを養育している人に、各種手当を
支給します。対象と思われる人は、ご相談ください。

（注）国や県が定めた様式に医師が障がいの内容などを記載したもの（窓口に備え付け）。
□申□問福祉課☎32-6071 ／各支所

障がい福祉　各種手当の申請を
～特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当～

善意の寄附 ありがとうございました（敬称略）【令和２年１月１日～７月31日受付分】

※このほか、多くの皆さんから「ふるさと応援寄付金」の寄付をいただいています。
　詳細は、市ホームページをご覧ください。

歴史民俗資料館の保存用に
手斧ほか

タオル

株式会社
ヒゴガーメント

天草高等学校３年生

松下政孝さん

市内小中学校、幼稚園、保育所
のお魚給食用に養殖真鯛浦田水産株式会社

牛深支所に絵画１点船﨑和生さん

御所浦白亜紀資料館へ化石標本や
骨格標本、研究図書など

鹿児島大学名誉教授
仲谷英夫さん

キリシタン館へキリシタン史の
研究資料として

上智大学図書館

歴史民俗資料館の保存用に
廻船問屋脇津屋資料一式岩﨑映樹さん

歴史民俗資料館の保存用に
鮫島白鶴書屏風（六曲一双）ほか

益田智香子さん

天草キリシタン館の振興費用
として

鶴田倉造さんの
ご遺族

浦河アイヌ文化保存会

避難用テント、タオル
株式会社ランドウェル、
一般社団法人
ラブフォーニッポン

マスクエヌエスティ・
グローバリスト株式会社

害虫忌避剤株式会社宮崎化学

複合施設ここらすの来館者用に
大人・子ども用マスク

九州電力株式会社
天草営業所

体温検知カメラ株式会社濱田工業

抗菌抗ウイルス剤AirAtom、
霧化器など株式会社天煌堂

市内小中学校・幼稚園33カ所、
市立病院へフェイスシールド

第一生命株式会社
天草営業オフィス

市健康福祉部職員へ手作りマスク松本和代さん

ひとり親家庭の人へマスク山下光德さん

本渡商工会議所
女性会 市福祉基金へ

大塚碩哉さん 歴史民俗資料館の保存用に
和紙人形ほか

医療法人社団
東栄会

複合施設ここらすにヤマハ製
のアップライトピアノ

田中関子さん 歴史民俗資料館の保存用に
キセルなどの民具ほか

小楠芳江さん 歴史民俗資料館の保存用に
河上鴻立画二曲屏風

金澤一紀さん 歴史民俗資料館の保存用に
天草土人形、高札ほか

天草本渡
ライオンズクラブ 市内小学校５校へ簡易テント

協業組合
本渡清掃公社

西の久保公園などへの植栽用
としてモミジの苗木

公益社団法人
天草法人会女性部会

市内中学校１３校へ譜面台
などの学用品

市役所天草支所・出張所など
へ手作りマスク

原田悠里さん 市民への慰労として
レトルトカレー、音楽CD

K2 マスク、フェイスシールド、
手指消毒剤

福伸グループ 市の施設へ消毒液

天草法面協会 障がい福祉サービス事業所
など17カ所へ使い捨てマスク

マスク

北海道日高中央漁協 タオル

株式会社
オートバックスセブン

消毒液、スプレーボトル、
マスク

熊本刑務所 マスク
杉本烈子さん EM活性液
浦河町（北海道） タオル
高森町（熊本県） 土嚢袋、水、バール

特別児童扶養手当

支

　
　給

　
　対

　
　象

支
給
対
象
外

手
当
月
額

申
請
方
法
と
提
出
書
類

特別障がい者手当 障がい児福祉手当

　次の障がいがある 20 歳未満
の人を監護している父母などに
支給。

●身体障がい者手帳１～３級ま
たは４級で一定の身体障がい
がある人

●療育手帳 A・B1 または B2
で一定の知的障がいがある人

●精神・肝臓・血液などの疾患
や障がいの重複によって日常
生活を送ることに支障がある
人

※診断書の内容や障がいの状態により対象とならない場合があります。

次の書類を福祉課または各支所に提出してください。

（共通）所定の診断書（注）、障がい者手帳（所持者のみ）、受給者名義の通帳、印鑑、
マイナンバー（個人番号）がわかるもの

　次のいずれかに該当し、日常
生活で常時特別な介護を必要と
する 20歳以上の人に支給。

●身体障がい者手帳１・２級程
度の異なる障がいが重複する
人

●身体障がい者手帳１・２級程
度の障がいや療育手帳 A1 程
度の知的障がい、精神障がい
が重複する人

●療育手帳 A1 程度の知的障が
いがあり、食事や排せつ、買
い物などが１人ではまったく
できない人

　次のいずれかに該当し、日常
生活で常時特別な介護を必要と
する 20歳未満の人に支給。

●身体障がい者手帳１・２級程
度の障がいがある人

●療育手帳Ａ１程度の知的障が
いがある人

●身体または知的（精神）の障
がいが重複し、常に介護を必
要とする人

●福祉施設に入所している人

●障がい年金を受給している人

●本人または配偶者、扶養義務
者の収入が一定以上あるとき

●福祉施設に入所している人

●３ヶ月以上入院している人
(見込みの人を含む）

●本人または配偶者、扶養義務
者の収入が一定以上あるとき

戸籍謄本（交付日より１か月以
内）

年金受給者は年金額の分かる書
類（振り込み通知書など）

●福祉施設に入所している人

●障がい年金を受給している人

●本人または配偶者、扶養義務
者の収入が一定以上あるとき

１級…月額　52,200 円 / 人
２級…月額　34,790 円 / 人
( 支給月…４・８・11月 )

月額　27,350 円

( 支給月…２・５・８・11月 )

月額　14,880 円
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▶油類の処理方法

▶市ホームページ

▲詳細はこちら

●ロータリーなどの農作業機を直接装着した
トラクター
　装着した状態で全長：4.7ｍ、全幅：1.7ｍ、
高さ：2.0ｍのいずれかを１つでも超える
場合は大型特殊免許が必要。

●農耕用トレーラーをけん引
　車両の総重量が 750 ㎏を超える場合はけん
引免許が必要。

□問 天草警察署交通課☎24-0110

　油や布、水に溶けない紙などの異物を下水
に流すと管が詰まり、設備の故障の原因にな
ります。
　油類の下水道への投棄は、法令で禁止され
処罰の対象になります。
　下水道は、安全で快適な生活や河川、海な
どの水質汚濁を防ぐために必要なもの。異物
は流さず、適正な処理をお願いします。
　９月 10 日は下水道の日。きれ
いで住みやすい環境づくりを考え
ましょう。
□問 下水道課（本渡浄化センター内）
　☎23-3498

　天草市内で利用できる「商工会飲食宿泊商
品券」購入の申し込みは９月14日㊊までで
す。金額や販売方法などの詳細はお問合せく
ださい。市ホームページでも情報
を随時更新しています。

□申 □問 天草市商工会本所☎23-2020
□問 産業政策課☎32-6786

　９月 21 日～ 30 日は秋の全国交通安全運
動です。秋は日が短くなり歩行者などが見え
にくくなります。一人ひとりが交通ルールや
マナーを守り、安全と安心、思いやりのある
交通社会を実現しましょう。
●歩行者・自転車も信号を守り、横断歩道を
渡ろう
●夕暮れ時と夜間に出歩くときは、反射タス
キや目立つ服装を
●あおり運転をせず、あおられない運転も心
掛けよう
●車・自転車を運転中のスマホは絶対にダメ
●お酒を飲んだら車の運転は絶対にダメ！
□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

　動物は私たちの生活を豊かにしてくれま
す。また、かけがえのない命を持っています。
　ペットを飼うときはルール・マナーを守り
ましょう。
●放し飼いをしない
人をかんだり、ペット自身も交通事故や感
染症のリスクが増します。散歩のときは
リードでつなぎましょう。
●飼い主を明らかにする
鑑札や名札を着け、飼い主や連絡先が分か
るようにしましょう。
●ふん・尿などは後始末を
持ち帰ることが飼い主のマナーです。
●餌を放置しない
置き餌などの無責任な餌やりは近所の人た
ちに迷惑をかける原因になります。
●最後まで責任をもって飼う
犬・猫などを捨てると法律で罰せられます。
飼い主としての責任を自覚し、愛情をもっ
て最後まで飼いましょう。

□問 市民環境課☎32-7861

農耕車を公道で運転できる
免許を持っていますか

動物を大切に

９月30日は
交通事故死０を目指す日

ゼロ

　インターネットや SNS を使った通信販売
で「お試し価格」や「初回無料」などと書か
れた広告を見たことありませんか。１回だけ
のつもりで注文したところ、定期購入が条件
で複数回購入しないと解約できないといった
トラブルが後を絶ちません。
　通信販売は定期購入の支払総額を表示する
ことになっていますが、小さな文字で記載さ
れているなど分かりにくい場合が多く、定期
購入であることを見落としがちです。内容を

「お試し価格」や「初回無料」のうたい文句に注意！

　地域経済分析システム (RESAS) を活用して地域課題を分析し、地域を元気にする政策アイデア
を募集します。RESAS とは、人の流れや産業構造などの官民ビッグデータを国が提供し、可視化
するシステムです。
応募方法　10月 9日㊎までにサイト内の応募フォームから応募してください。
　※応募はＷＥＢのみ ( 高校生・中学生以下の部、大学生以上一般の部）
□申 □問 地方創生☆政策アイデアコンテスト 2020 事務局
□M resas2020-info@daiko.co.jp

地方創生☆政策アイデアコンテスト

※その他の地区は、「家庭ごみ・資源物出し方カレ
ンダー」でご確認ください。

□問 市民環境課☎32-7861

リ ー サ ス

よく確認して注文しましょう。
　通信販売にはクーリング・オフの制度があ
りませんが、困ったときは販売業者ではなく
消費生活センターへご相談ください。
□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、祝日等を除く )

９月2１日㊊（敬老の日）、２２日㊋（秋分の日）のごみ収集日を変更します

月曜日に収集予定の地区
火曜日に収集予定の地区

古川、下町、宮地岳町
中南、楠浦町（久保登、上の原、
立浦観音、方原）

志柿町（東瀬戸、瀬戸中央、
知ヶ崎、加志、仲ノ浦）、下浦町

広瀬、大矢崎、茂木根釡、
佐伊津町（洲の崎、三軒屋、
明瀬、宮口）、旭町

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

楠甫、下津浦
大浦、上津浦

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

牛
　
深

牛 

深

有
　
　
明

新
　
和

五
　
和

9月22日㊋

９月21日㊊
9月22日㊋

９月21日㊊
9月22日㊋

９月21日㊊
9月22日㊋

９月21日㊊
9月22日㊋

９月21日㊊
9月22日㊋

９月21日㊊

９月22日㊋

９月21日㊊

9月22日㊋

９月21日㊊
9月22日㊋

９月24日㊍

９月24日㊍
９月25日㊎

９月28日㊊
9月23日㊌

９月24日㊍
9月23日㊌

９月19日㊏
9月24日㊍

９月19日㊏
9月23日㊌

９月25日㊎

９月28日㊊

９月19日㊏

9月29日㊋

９月24日㊍
９月25日㊎

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡

対　象　地　区 変更前 変更後 対　象　地　区 変更前 変更後
　燃やせるごみ

　燃やせるごみ

　燃やせないごみ

　資　源　物

　燃やせるごみ

　資　源　物

　燃やせるごみ

　燃やせるごみ

　資　源　物
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年 情金 報

　農業で使用する農薬の空容器は、産業廃棄
物で市のごみ処理施設で処理できません。Ｊ
Ａ・経済連と農薬卸業者・販売店が連携し、
各ＪＡがとりまとめて専門業者に処理を委託
していますので、そこで処分してください。
回収日時や場所、費用などの詳細はお尋ねく
ださい。
□問県農業技術課☎096-333-2381／
　ＪＡ本渡五和営農物流センター☎23-3050／
　ＪＡあまくさ各支所

と　き　11月 8日㊐
ところ　天草工業高校（予定）
種　類　甲種、乙種１～６類、丙種
申込期間　電子：９月７日㊊～14日㊊
　　　　　書面：９月10日㊍～17日㊍
※申込方法などの詳細はお尋ねください。
□問天草広域連合消防本部予防課
　☎22-3305 ／各消防署・分署

第２回
危険物取扱者試験を実施

申込方法　９月 16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

あなたの“脳”いきいきしてますか？

～国民年金保険料の後払い（追納）をご存じですか～

　納付猶予・学生納付特例で保
険料の免除や猶予を受けた場
合、そのままにしておくと全額
納付した時と比べで年金の受給
額が減ってしまいます。
　しかし 10 年以内であれば、
その期間の保険料を後から納付
できます。

＊原則古い期間から納付。
＊免除・猶予を受けた期間の３

年度目以降から加算額が、上
乗せされます。

　年金受給額を元に戻すため、
早めの追納をお勧めします。
□問本渡年金事務所☎24-2154

〇悩みがある人も相談を受けた人も、ひとりで抱え込まずに相談しましょう。

□問福祉課☎32-6071

変化に気づいたら声掛けと早めのセルフケアを！

　自　身
□毎日の生活に充実感がない
□楽しかったことが楽しめなくなった
□楽にできていたことが、おっくうに感じる
□役に立たない人間だと思ってしまう
□理由もなく疲れを感じる

休　息
音楽を聞くなど自分に
合ったものでこころと
体をリラックスさせま
しょう

相　　　談
誰かに話して気持ちを楽に。自分の力で解
決できない問題や悩みは、助けを求めて支
援してもらいましょう。また、声をかけて
相談するきっかけを作ってあげましょう。

睡　眠
適度な運動をする
など安眠できる環
境をつくりましょ
う

　身近な人
□以前と比べて表情が暗く、元気がない
□体調不良を訴えることが増えた
□人づきあいを避けるようになった
□遅刻や早退、欠勤が増えた
□趣味や外出をしなくなった

支えて守ろう「こころ」と「いのち」
～9月10日～16日は自殺予防週間～

自身や身近な人にこんな変化はありませんか？

熊本県精神保健福祉センター

熊本こころの電話

熊本いのちの電話

連　　絡　　先 電話番号 連　　絡　　先 電話番号

☎23-0172

☎32-6071

天草保健所

天草市福祉課障がい福祉係

☎096-386-1166

☎096-285-6688

☎096-353-4343

平成 22 年度の月分
  同  23 年度の月分
  同  24 年度の月分
  同  25 年度の月分
  同  26 年度の月分
  同  27 年度の月分
  同  28 年度の月分
  同  29 年度の月分
  同  30 年度の月分
令和  元 年度の月分

15,550 円

15,340 円

15,190 円

15,160 円

15,310 円

15,640 円

16,290 円

16,510 円

16,340 円

16,410 円

11,660 円

11,500 円

11,390 円

11,370 円

11,490 円

11,730 円

12,210 円

12,380 円

12,250 円

12,310 円

7,780 円

7,670 円

7,590 円

7,580 円

7,650 円

7,810 円

8,150 円

8,250 円

8,170 円

8,200 円

3,880 円

3,830 円

3,790 円

3,790 円

3,830 円

3,910 円

4,070 円

4,120 円

4,080 円

4,100 円

年　　度
全 額 免 除
納 付 猶 予
学生納付特例

３/４免除 半額免除 １/４免除

【令和２年度に追納する場合の額】

平成 30年度・令和元年度はまだ加算が付いていません。

　認知症予防プログラムのパズルや体操などを
通いの場やサロン等で実践するサポーターの養
成講座（全講座への参加が条件で事業所職員は
対象外）。
と　き　10月 8日・22日、
　　　　11月 5日・19日、
　　　　12月 3日・17日
　　　　翌年1月 14日・28日
　　　　※全て木曜日　午前 10時～正午
ところ　天草宝島国際交流会館ポルト３階
　　　　（中央新町）
定　員　35人（申し込み多数の場合は抽選）

　自分の認知機能をチェックし、苦手な分野の
トレーニング方法などが学べます。
と　き　10月 15日㊍　午前 10時～正午
　　　　※結果説明会は 10月 29日㊍
　　　　　午前 10時～正午
ところ　天草市民センター　大会議室（東町）
定　員　40人（先着順）

「脳いきいきサポーター養成講座」開講 脳いきいき度をチェック！

□問秘書課☎24-8816

支出なし

７月分市交際費の支出状況
支　出　先支　出　件　名 金額（円）支出日区分

合　計 16,500円
※累計は、令和２年４月からの合計です。

累　計 16,500円
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▲市ホームページ

▲募集の詳細

　介護技術や生活援助を学び介護職員初任者
研修過程修了者の資格が取得できます。
対　象　身体や知的、精神などの障がいがあ
り、就職を希望する人
訓練期間　11月５日～令和３年１月29日
ところ　11月：複合施設ここらす（浄南町）
　　　　12月～令和３年１月：
　　　　天草宝島国際交流会館ポルト
定　員　８人
費　用　6,477 円（テキスト代）
申込方法　９月 30 日㊌までに、備え付け
の申込書に記入してください。
□申□問ハローワーク天草☎22-8609 ／
□問県立高等技術専門校☎096-297-9915

と　き　９月５日㊏午前７時～（１時間程度）
　　　　※小雨決行、荒天時は12日㊏に延期
ところ　次の５カ所のいずれか
・リップルランド（有明町）
・天草とれたて市場（志柿町）
・本渡看護専門学校（亀場町）
・富津地区コミュニティセンター（河浦町）
・市牛深支所（牛深町）
準備物　作業しやすい服装、軍手など
□問天草広域本部維持管理課☎22-4672 ／
　土木課☎32-6795

天草海道
おもてなし一斉除草を実施

　介護認定申請者の自宅または病院・施設等を訪問し、心身の状態などの調査を行い、その後要介
護認定審査会で審査判定の資料となる認定調査票を作成する仕事です。
応募資格（次の全てを満たす人）
●介護支援専門員の資格を持ち、都道府県が行う認定調査員新任研
修を修了していること
●調査に必要な通信手段や移動手段を確保できること
●契約時点でほかの事業所などに勤務していないこと
調査料　１件 4,000 円　※交通費・通信費を含み、消費税別
契約期間　11月１日～令和３年３月31日
申込方法　10月 31日㊏までに、「認定調査個人契約希望」と朱書きした封筒に
履歴書および資格証と終了証の写しを同封して持参または郵送（当日消印有効）

してください。
□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）天草市役所・高齢者支援課☎24-8806

介護認定調査の委託を受ける個人を募集

■任用期間　11月１日～12月 31日
■申込方法　９月 14日㊊までに申込用紙（市ホームページに記載）を郵送または持参
■試験日程・内容　応募者に別途連絡（９月下旬～ 10月上旬）・面接
■勤務時間　週 30時間

□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）天草市役所・政策企画課☎27-5052

事務補助員（会計年度任用職員）を募集

■試験日程　10月 18日㊐　午前８時 30分～
　　　　　　上天草・宇城水道企業団（宇土市浦田町）
■申込方法　９月 11日㊎までに申込書を持参または郵送（当日消印有効）
□郵□申□問〒869-0445 宇土市浦田町９７番地
　　　上天草・宇城水道企業団☎0964-22-6733

令和３年度採用
上天草・宇城水道企業団職員を募集

搭乗期間　①11月１日～12月28日　②令和３年１月６日～３月31日
路線・運賃　天草⇔福岡線　片道2,700円
当選者数　合計50人。当選ハガキ１枚で当選者とその同行者（利用経験不問）１人。
応募資格　天草市民で天草エアラインを利用したことがない人。
応募方法　９月14日㊊までにハガキ（郵便番号・住所・利用者の氏名〔ふりがな〕・年齢・性
別・電話番号、希望の期間、本人以外が応募する場合は、応募者の氏名を記載）を郵送してくだ
さい。
抽選結果　期間ごとに抽選。①は９月20日ごろ、②は10月５日ごろ当選者にハガキで通知。
□郵〒863-2114　市内五和町城河原１丁目2080-5　天草エアライン㈱
　「天草市民　初回搭乗キャンペーン」係

天草市民初回搭乗キャンペーン　第２期募集

天草エアライン㈱ お得なキャンペーンのお知らせ

　申込方法などはお尋ねください。

※８月号の市政だより天草 19ページ「令和 2年度採用（令和３年入隊・入校）陸上・海上・航空
自衛官募集」記事の「一般看護コース」は誤りでしたので、お詫びして訂正します。
□申□問自衛隊熊本地方協力本部天草駐在員事務所☎22-3349

令和２年度採用（令和３年度入隊・入校）
「陸上・海上・航空自衛官」募集 ▲詳細はこちら

職　種 勤務場所 報酬（月額）

事務補助員 政策企画課

業　務　内　容

統計調査票の審査ほか

予定人数

２人程度 113,109 円～

職　　種

一般事務

採用予定人数

１人程度

受　　験　　資　　格
昭和 57 年 4 月 2 日以降生まれで、民間企業などに５年以上勤
務または地方自治体職員として、行政・一般事務を５年以上経験
した人。

防衛大学校一般
（幹部自衛官コース）

高卒（見込み含む）
21歳未満の人 11月 7日㊏・8日㊐ 熊本学園大学

募集項目 受験資格 一次試験日 試験会場
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▲学校ホームページ

▲YouTube
　チャンネル

▶アマビズ
　ホームページ

▲ホームページ

▲ホームページ

▲申し込み

　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　９月３・10・17・24日㊍
　　　　午後６時～７時30分
ところ　複合施設ここらす（浄南町）
申込方法　各開催日の前日までに、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　野﨑さん
　☎090-9652-5489
□問 政策企画課☎27-5052

と　き　10月４日～令和３年３月21日
　　　　毎週日曜　9：30 ～ 11：30
ところ　本渡老人福祉センター（船之尾町）
定　員　20人（先着順）
　　　　※パソコン持参（無い時は相談可）
内　容　ワード、エクセル、筆グルメの基本
参加料　150円（テキスト代）
　　　　※入館料で毎回100円が必要
申込方法　９月26㊏までに、電話で申し込

んでください。
□申 □問 本渡老人福祉センター☎23-2782

　天草で活動する演奏家や舞踊など実演家の
舞台映像を配信するYouTubeチャンネルを
開設。天草市民センターのホームページから
もリンクで確認できます（データ通信費は自
己負担）。自宅で文化活動を鑑賞してみませ
んか。
出演者　Chika､ユカリシャス､

平田佳山ほか※新たに収録し
た舞台映像も随時公開

□問 天草市民センター☎22-4125

受験資格
●高校卒業または同等以上の学力がある人

で、出願時に継続して２年以上の就業経
験がある人

●大学や短期大学、高等専門学校を卒業し
た人

※いずれも卒業後は天草市内の医療機関に
就業を希望する人。

試験日　11月14日㊏　午前10時30分から
ところ　本渡看護専門学校(亀場町亀川）
募集人数　２人程度
申込方法　10月19日㊊から30日㊎まで

に、入学願書などの書類を持参、または簡
易書留で郵送してください。

　※出願書類は同校で配布。
請求方法などの詳細は学
校ホームページに掲載。

□郵 □申 □問 〒863-0043市内亀場町亀川12-1
　　　本渡看護専門学校☎22-2000

　天草の海を舞台に楽しむ縁結びの旅（１泊
２日）です。
対　象　45歳までの独身者
と　き　９月26日㊏　12時30分～受付
　　　　天草市民センター第２駐車場集合
　　　　27日㊐　15時解散
定　員　男女各10人程度
　　　　※申し込み多数の場合は抽選
参加料　10,000円
　　　　（宿泊料・保険料込み）
内　容　カヤック等海のアクティビティや﨑

津集落の散策など※詳細は市ホームページ
に掲載

申込方法　９月13日㊐までに、
メールまたは二次元バーコード
で申し込んでください。

□申 ㈱ボアソルテ☎096-352-2557
□M amakusasi.konkatu0926@gmail.com
□問 男女共同参画課（複合施設ここらす内）
　☎23-8200

　地域のお店の店主が講師になって、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。
　講座内容などの詳細は、９月 11 日㊎の新聞折り込み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。※３密を避けるため、少人数かつ換気を万全にして開催します。
と　き　９月18日㊎～10月 31日㊏
申込方法　９月 11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　　・「ちょいたし」レシピで免疫力アップ↑（レディース・子供服 チャンプ）
　　　　　・家事が 10 倍楽しくなるスマホアプリの活用法（サンエコライフ天草店）など
□問 天草まちゼミの会　山田（靴のやまだ）さん☎22-3055

第４回 天草まちゼミ
店主に学ぶ得する街のゼミナール

と　き　９月 19日㊏　11月８日㊐　※両日参加も可
ところ　河浦支所　午後１時 30 分～２時 30 分
申し込み方法などの詳細はお尋ねください。
□申 □問 河浦図書館☎74-8111

ビブリオトークに参加しませんか
～自分が面白いと思った本を５分間で紹介～

令和３年度
本渡看護専門学校学生募集（社会人）

天草市民センター
ステージアートをYouTubeで発信

　天草の未来や課題などをみんなで出し合
い、これからの可能性を考えてみませんか。
対　象　起業や事業承継に興味がある人
と　き　９月12日㊏　午後１時～５時 30 分
ところ　天草信用金庫本店５階（太田町）
　　　　※オンラインでも視聴可。
トークゲスト　小野泰輔氏（前熊本県副知事）
　　　　　　　竹井佑介氏（社会投資家）ほか
※申込方法などの詳細はAma-bizホームペー

ジをご覧ください。

「ネットショップ月間」
と　き　９月３日・10日・17日・24日
　　　　いずれも木曜日　午後６時 30 分～
※３密を防ぐため、事前に申し込んでください。

□申 □問 Ama-biZ☎24-5555・FAX22-8655　□M info@ama-biz.jp

　京都大学経営管理大学院の教授らが講師と
なって、起業のためのビジネスプランを組み
立てていきます。まずは９月 14 日㊊の事前
説明会にご参加ください（申込不要）。
対　象　市内で新事業や起業に取り組みたい
人で、全日程に参加できる人

期　間　前期：10月３日㊏～４日㊐
　　　　中期：11月７日㊏～８日㊐
　　　　後期：12月５日㊏～６日㊐
ところ　複合施設ここらす（浄南町）
申込方法　９月 28 日㊊までに、申込書
（Ama-biZ および市ホームページに掲載）
を持参、またはFAXで申し込んでください。

天草バージョンアップサミットを開催

９月のAma-biZ　ITミニセミナー
～教えてエザキさん～

ア　　マ　　ビ　　ズ

第９回天草起業塾　受講生募集
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くらしの情報 くらしの情報

▲布ぞうり ▶バラモン凧

★キネ旬ベストテン第1位、日本アカデミー
賞など多くの映画賞を受賞！

と　き　９月27日㊐　午前８時 45 分～
ところ　上津浦地区コミュニティセンター（有明町）
　自然豊かな風景を楽しみながら、4.5 ㎞のコースをゆっくり
と歩いてみませんか。
定　員　30 人（先着順）
参加料　1,500 円（昼食、おやつ、保険料含む）
申込方法　９月 16日㊌までに、電話または FAX で申し込ん

でください。
□申□問有明支所まちづくり推進課☎53-1111・FAX53-1116

ところ　本渡第一映劇
料　金　大　人（高校生以上）　 500 円
　　　　子ども（3 歳～中学生）100 円　※３歳未満無料

□問本渡第一映劇☎23-1417 ／文化課☎32-6784

有明フットパス 参加者募集

「たそがれ清兵衛」（2002 年・松竹）
脚本・監督：山田洋次　主演：真田広之、宮沢りえ
と　き　９月12日㊏～ 25日㊎［木曜休館］
上映時間（２時間 10 分）
・10：30 ～
・19：20 ～（土曜・水曜のみ追加上映）
　幕末の庄内が舞台。立身出世よりもささやかな家
族愛を重んじ、つつましくも質実剛健に生きようと
する、名もない下級武士の正直な生き方と家族の絆
をしみじみと描く、映画賞を独占した傑作！

市民シアターワンコインで映画を楽しもう！

●10 人以上での来場は、前日までに本渡第一映劇に電話で予約し、来場者一覧（市
民シアターホームページに掲載）を持参してください（個人は来場時に記入）。

●座席の数を制限しています。　※来場人数によって入場を断る場合もあります。
●当日、発熱や風邪などの症状がある人は入場をご遠慮いただきます。

～市民シアターの新型コロナウイルス感染症対策～

Ⓒ2002　松竹

▲市民シアター

ところ　天草文化交流館（船之尾町）
申込方法　各申込締切までに、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。

□申□問天草文化交流館☎・FAX27-5665
　　（月曜休館）

天草文化交流館体験講座受講生 募集

受講料　料理講座のみ 500 円程度（材料代）
申込方法　各講座の申込期限までに、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。
□申□問生涯学習課☎27-7788 ／ FAX23-8811　□Msyakyou@city.amakusa.lg.jp

ここらすの講座に参加してみませんか

当日はマスクを着用し、発熱
や風邪の症状がある人は参加
をご遠慮ください。

講座名

布ぞうり

と　き（いずれも午前９時～２時間程度）

９月 18 日㊎　※L サイズの綿の T シャツ（２
　　　　　　　  ～３枚）と裁ちバサミを持参。

定員（先着順）

10 人

参加料

300 円

申込締切

９月 16 日㊌

バラモン凧 10 月４・11・18 日㊐ 5 人 1,500 円 ９月 30 日㊌

講　座　名

秋の料理講座

着物着付け講座

エアロビック講座

10 月16 日～10 月 30 日までの
毎週金曜日、11月 27 日㊎、
12 月 4 日㊎（全 5 回）
19：30 ～21：00

10 月 6 日～12 月15 日までの
毎週火曜日（全 10 回）
19：30 ～21：00

9 月 28 日～10 月 26 日までの
毎週月曜日（全 5 回）
10：00 ～12：00

複合施設ここらす

12 人

10人

30人

９月23日㊌

９月29日㊋

９月30日㊌

と　　　き ところ 定　　員
（先着順） 申込期限
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くらしの情報□申 …申し込み先　※申請書などは□申 に備え付け。

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

詳しいことは□問へお尋ねください。

相談窓口
問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

▲ホームページ

テーマ　アイデアで道を開く
ゲスト　田中慎一郎さん（天草アイデアルーム）
と　き　９月10日㊍　午後１時 30分～３時
ところ　複合施設ここらす会議室ABC
参加料・定員　100円・20人（先着順）
申込方法　９月９日㊌までに電話・メールで。
□申□問 市民活動サポートあまみん 
　　 ☎080-8350-3991
□M amamin.amakusa001@gmail.com

あまみんカフェを開催

　天草島内の水墨画愛好会会員の作品を展示。
水墨画が持つ墨の濃淡やにじみ、ぼかしなどの
美しさをご堪能ください。
と　き　９月26日㊏～10月４日㊐
　　　　午前９時～午後５時
※26日は午後１時から、４日は午後４時まで。
ところ　天草文化交流館（船之尾町）
□問 天草墨友会の濱さん☎23-1452

水墨画作品展

と　き　９月１日～　予定頭数に達し次第終了
ところ　アイジュ動物クリニック、奈良﨑動物
医療センター、金子動物病院、中村動物病院、
かしわの動物病院

対　象　犬（狂犬病予防注射済）
　　　　猫（家庭飼育猫）
申込方法　期間内に直接病院へ予約
助成金額　犬 10,000 円、猫 5,000 円
□問 熊本県獣医師会天草支部☎22-3189

犬猫の避妊・去勢手術費を助成
と　き　10月１日～27日の毎週火・木曜日
　　　　（全８回）午後８時～ 10時
ところ　広瀬公園テニスコート（本渡町広瀬）
受講料　2,000 円（市協会登録者 1,500 円）
※ラケットは貸出あり。テニスシューズ持参。
※保険は各自で加入。コロナで変更・中止あり。
申込方法　協会ホームページに掲載。
□申□問 市テニス協会
　　 山下さん☎090-7295-8548

初心者・初級者対象　硬式テニス教室

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　10月～令和３年３月
　　　　　毎月第４火曜日の 13：30～
費　用　入学金　1,000 円
　　　　受講料　2,500 円（半年間）
申込方法　９月20日㊐までに電話で申し込み。
□申□問 さわやか大学事務局の梅川さん
　　 ☎090-2096-7017

天草さわやか大学　後期学生募集

　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合せください。
出願期間　９月15日㊋まで
□申□問 放送大学熊本学習センター
　　 ☎096-341-0860

放送大学　10月入学生募集
　天草南蛮柿フェアを開催中。旬のイチジクを
使ったケーキやお菓子などをご賞味ください。
スタンプラリーでプレゼントが当たります！
と　き　９月30日㊌まで
ところ　天草島内参加店
□問 本渡商工会議所☎23-2001

天草南蛮柿フェア
い　ち  じく

女性のための
無料法律相談

行政相談

９/14㊊

９/17㊍
11/19㊍
１/21㊍
３/18㊍

９/23㊌ 13：00 ～ 16：00

10：00 ～ 11：00

9：30 ～ 11：30

10：00 ～ 11：00

9：30 ～ 11：30

10:30 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

地域交流センターおおくす（五和町）

複合施設ここらす
牛深支所
有明支所
複合施設ここらす
東保健福祉センター
いさな館（御所浦支所２階）

９/17㊍ 13：30 ～ 16：30 複合施設ここらす

子育て支援課・子ども相
談係（複合施設ここらす
内）☎22-0404

尾下　明さん☎42-1045
溝口浩二さん☎64-2857
吉岡賢龍さん☎46-3248
井上英二さん☎33-0948
齊藤朝延さん☎67-3154
有馬一彦さん☎24-3378
段下千晶さん☎23-9012
池林通秋さん☎73-4490

労働・雇用・年金
無料相談会

弁護士による
無料法律相談

10/３㊏ 10:00 ～ 15:00 天草宝島国際交流会館ポルト

県天草広域本部
複合施設ここらす

ハローワーク天草

県生活衛生営業指導セ
ンター
☎096-362-3061

９/14㊊ 10:00 ～ 14:00 天草保健所

※９/18㊎まで電話で申し込み（先着６人）

９/16㊌ 10：00 ～ 12：00 複合施設ここらす（変更あり）

９/ ２㊌ 10：00 ～ 15：00 天草支所
９/ ６㊐ 9：00 ～ 11：30 倉岳支所
９/ ８㊋ 10：00 ～ 15：00 新和町民センター

９/ ９㊌
9：00 ～ 11：00 五和支所
9：00 ～ 12：00 御所浦地区コミュニティセンター

９/15㊋ 10：00 ～ 12：00 リンドマールTAIYO

９/16㊌ 9：00 ～ 12：00 牛深総合センター

※事前申し込みで定員３人（託児可）

※前週木曜日までに申込書で申し込みが必要

※健康手帳、母子健康手帳、バスタオルを持参。要予約

11：00 ～
13：00 ～
15：00 ～

９/28㊊

９/23㊌

９/14㊊

９/ ７㊊

まちづくり支援課
☎32-6661

９/10㊍ 13：00 ～ 15：00 天草信用金庫本店２階（太田町）
※各営業店の書類で９/４㊎まで申し込み（先着４人）

天草信用金庫企画営業部
☎24-1177

県社会保険労務士会
天草支部☎23-9554
※留守番電話対応


