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介護保険制度における
住宅改修説明会を開催

介護認定調査員を募集
（委託業務）

子育て支援課　事務補助員
（会計年度任用職員）を募集

新型コロナウイルスワクチン接種の
準備を進めています

ワクチン接種は、重症化リスクなどを考慮
し、①医療従事者等、②高齢者と高齢者施設の
従事者、③高齢者以外で基礎疾患を有する人、
④それ以外の人という順番で順次接種できる
よう進めています。
接種開始予定時期
①医療従事者等　３月～
②高齢者と高齢者施設の従事者
４月～（３月中に高齢者へ接種クーポン
を送付予定）
※ワクチンの供給量などで時期は変動しま
す。

接種料金　無料
接種回数　２回（ワクチンの種類によって接
種間隔が異なります）
□問健康増進課（複合施設ここらす内）
　☎24-0620

職種・予定人数　事務補助員・１人程度
業務内容　窓口業務、パソコンを使用したデ
ータ入力ほか
任用期間　５月１日～ 10月31日
申込方法　３月19日㊎までに、申込用紙（市
ホームページに掲載）を郵送または持参
試験日程・内容　応募者に別途連絡・面接
勤務時間　週30時間
　（月曜日～金曜日、９時～16時まで）
報酬（月額）　113,109円～（交通費別途）
□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）
　　　天草市役所・子育て支援課
　　　☎27-5400

応募資格（次の１～３の条件を満たす人）
１．介護支援専門員の資格を持ち、都道府
県が実施する認定調査員研修の修了者。

２．認定調査に必要な通信手段、移動手段
を確保できること。

３．契約時点でほかの事業所などで勤務し
ていないこと。

調査料　１件につき4,000円（交通費・通信
費を含み、消費税は別）
契約期間　４月１日～令和４年３月31日
選考方法　書類審査および面接
応募方法　３月31日㊌までに書類を郵送ま
たは持参してください。
・履歴書　・介護支援専門員証の写し
・都道府県の認定調査員新任研修の修了証
明書の写し

（注意）郵送する場合は
封筒に朱書きで「認
定調査個人契約希望」
と明記してください。
提出された書類は返
却しません。
□申□問高齢者支援課☎24-8806

対　象　住宅改修を行う施工業者
※令和３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。
新型コロナウイルス感染症の状況により、
資料配布のみの場合があります。

内　容　介護保険住宅改修の対象項目、受領
委任払い制度など
と　き　　３月17日㊌　午後４時～５時
ところ　　天草市民センター大会議室
申込方法　３月15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

市政だより天草に掲載している催しは、

新型コロナウイルス感染症の状況により

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。

年次点検のため
瀬戸歩道橋を通行止め

※点検が済み次第、通行止めを解除します。
３月22日㊊～29日㊊期　間

□問土木課☎32-6795

有効期間　令和３年６月１日から令和５年５月31日まで
■建設工事等競争入札参加

建設工事、測量・建設コンサルタントなどの競争入札参加資格審査申請の受け付けを行います。
申請方法　申請書（市ホームページに掲載）を市内業者は４月５日㊊までに持参、準市内業者・

市外業者は４月30日㊎までに郵送（当日消印有効）してください。
■小規模工事等契約希望者
対　象　上記指名願を提出せず、小規模工事などの受注・施工を希望する事業者

※登録すると、市が発注する小規模工事などの業者選定対象になります。
※現在登録中の事業者も有効期間が終了するため新たに登録が必要です。

〔小規模工事等希望業種〕
●建築一式工事　●大工工事　●左官工事　●内装仕上工事　●電気工事　●板金工事
●電気通信工事　●塗装工事　●造園工事　●タイル・れんが・ブロック工事　●管工事
●ガラス工事　　●建具工事　●その他工事
申請方法　４月１日㊍～４月30日㊎までに、契約検査課または各支所担当課に備え付けの申

請書（市ホームページに掲載）に必要書類を添えて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

点検項目□

□ 窓ガラス・外壁のタイルに亀裂が入って
いるなどで、落下の危険性がないか

□ 屋根に雨漏れの原因になる劣化がないか
□ 防火扉や防火シャッターは適正に作動す

るか
□ 廊下や階段に、避難するときに支障にな

るような物を置いていないか
□ 非常用照明は適切に作動するか
□ 敷地内のブロック塀や石垣に傾きや亀裂

が見られないか　など

昭和56年以前の建築物は、現在の耐震基準
を満たしていない場合があります。耐震診断や
必要に応じて耐震改修をしましょう。
※木造住宅の耐震診断や改修工事、道路に面す

る危険なブロック塀の撤去や改修工事への助
成があります。

※3 月１日～７日の「建築物防災週間」に店舗・
病院・ホテルなどへの防災査察を実施します。

□問建築課☎32-6797

令和３・４年度
入札参加・契約希望申請の受け付け

１年に１度は
建築物の安全点検を行いましょう



くらしの情報

1415 2021 .3市政だより 天草   No.311
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▲市ホームページ

マイナポイントの申込期間が９月まで延長
されました。ただし、マイナンバーカードの
交付申請を３月末までに行う必要があります。
マイナンバーカードの申請手続きを市職員

が窓口でお手伝いすることもできます。
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
許証など顔写真付きは１つ、
健康保険証など顔写真なしの
証明は２つ）。

□申□問市民環境課☎32-7861

口座振替の利用で納付に行く手間も省け、
納め忘れもなく安心です。
申請方法　預金通帳、通帳届出印、納税通知
書を下記の取扱金融機関に持参し、備え付
けの「口座振替依頼書」に記入の上、金融
機関窓口へ提出してください。

《取扱金融機関》
　肥後銀行、熊本銀行、九州労働金庫、熊本
県信用組合、天草信用金庫、本渡五和農協、
あまくさ農協、天草漁協、ゆうちょ銀行
□問納税課☎24-8808

マイナンバーカードを３月末までに申請
してマイナポイントを申し込みませんか

市税・保険料の納付は
口座振替が便利です

□問秘書課☎24-8816

１ 22,000 花の松中故 中村五木天草市長の逝去に伴う葬儀への供花

１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 22,000円

弔事

※累計は、令和２年４月からの合計です。
累　計 98,600円

　区（自治会）とは、近くに住む住民同士が協力し合って住みよい地域をつくろうと自主的に組
織された団体です。それぞれの区で、地域住民が快適に生活できるように次のような活動が行わ
れています。また近年、台風や土砂災害、地震などが多く発生しており、地域の絆の大切さが見
直されています。３月、４月は引っ越しが多い時期です。転入した人へ区加入の呼びかけ（区長
の紹介など）をお願いします。

区（自治会）への加入を呼びかけましょう!

年度末と年度初めは、転入・転出届が集中し、本庁窓口の混雑が予想
されるため、受付時間を延長して対応します。 
※お住いの地区に関係なく、平日の時間内は各支所でも手続きができます。

時間延長　３/26㊎～４/９㊎（土・日曜日、３/31日㊌を除く）午後７時まで
休日開庁　３/27㊏・28㊐・４/３㊏・４㊐・10㊏・11㊐
　　　　　午前８時30分～午後５時15分まで　※各支所の時間延長・休日開庁はありません。
業務内容　住民異動届の受け付けや各種証明書の発行
　　　　　※年金など関係機関へ照会が必要な手続きは行えません。

●転出手続き
転出予定日の約２週間前から届け出ができます。「転出証明書」を発行します。
※転入先の市区町村に「転出証明書」を持参し、転入した日から14日以内に手続きしてください。

　  特例による転出届
マイナンバーカード所有者は、「特例による転出届」（市ホームページに掲載）を天草市に郵送
することで、来庁での転出手続きが不要になります。天草市から同届の処理が終わり次第連絡
しますので、その後転入先の市区町村で転入手続きを行ってください。※転入手続き時にマイ
ナンバーカードおよびカードの暗証番号（数字４桁）が必要です。

●転居手続き（市内での引っ越し）
転居した日から14日以内に届け出をしてください。（転居前には届け出はできません）

□申□問市民課☎24-8801

転入・転出手続き対応
本庁窓口を時間延長・休日に開庁します

親睦を深める活動

お祭りや運動会、
文化祭の開催など

自主防災組織の結成、
災害訓練の実施

子どもから高齢者まで互い
に見守り支え合う活動

ごみ収集所の維持管理や
道路沿い・公園の清掃活動

防犯灯の設置や、
防犯パトロールの実施

行政情報や地域情報の
伝達・共有

支え合いの活動

防災活動 防犯活動

情報提供活動環境美化活動

□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

善意の寄附 ありがとうございました（敬称略）令和２年８月１日～ 12月31日受付分

※このほか、多くの皆さんから「ふるさと応援寄附金」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。

熊本県農業会議

三宅久美子さん

渕上雄二さん
本渡看護専門学校同窓会
錦戸企業グループ
岩﨑一郎さん
御所浦薬局
明治安田生命保険相互会社熊本支社
株式会社プレシード
池田電装株式会社
有馬向洋さん
株式会社ヒョウコウ
第一法規株式会社

子ども支援活動ボランティアグループ
ゆめの絆∞わらびがみ

国立大学法人長崎大学

令和２年7月豪雨災害支援として軍手とタオル

令和２年７月豪雨で被災した市指定文化財「三宅藤兵衛の
墓」の復旧費用

歴史民俗資料館へ保存資料
本渡看護専門学校創立30周年の記念品、看護専門図書
子どもたちの読書振興のための図書購入費
読書振興のための図書購入費
台風10号の避難者へ新型コロナウイルス感染予防のマスク
新型コロナウイルス感染症対策費
城河原体育館のSDファン
牛深ハイヤ祭りの振興と発展のための費用
市役所本庁舎へ書道作品
新型コロナウイルス感染予防のためのマスク
令和２年７月豪雨災害のための復興費用

児童健全育成のためのおもちゃ

ミナミハンドウイルカの骨格標本

氏　　　　　名 寄　附　内　容
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リチウムイオン電池ニッケル水素電池

▲環境省「生活騒音」
　パンフレット

▲回収ボックス
ニカド電池

▶
リ
サ
イ
ク
ル
マ
ー
ク

ビニールテープで端子部を覆う

露出したコネクター部を覆ってコネクター部とリード線を固定

露出した電極端子部を覆う

▲詳細・最新情報

足場を設ける

と　き　３月４日・11日・18日・25日
毎週木曜日　午後６時30分～

ところ　Ama-biZ（中央新町）
※事前に申し込みが必要。
□申□問 Ama-biZ☎24-5555・
　　 FAX22-8655
□M info@ama-biz.jp

認知症カフェは、認知症になっても住み慣
れた地域でその人らしい生活が継続できるよ
う、本人やその家族、地域住民、専門職など
が集い、交流できる場です。
市では認知症カフェを開設する際の開設経
費と運営費の一部を補助しています。開設の
要件や申請方法の詳細はお尋ねください。
市ホームページ
□申□問認知症相談センター
　　（天草地域医療センター内）☎24-5912

通信機器やＯＡ機器など小型充電式電池が使われている物を捨てるときは、電池を機器から取り
外し、拠点回収に出してください。

場　所　市役所本庁、各支所、各コミュニティセンター、複合施設ここらす
時　間　午前８時30分～午後５時15分
収集品目　ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池

（リサイクルマークや識別表示がついているもの）

出し方　小型充電式電池を電子機器から取り外し、ショートによる発熱・発火を防止するため、電
池の金属端子部分が露出しないように絶縁用ビニールテープで覆い固定して出してくだ
さい。

小型充電式電池の拠点回収を始めます！
東京オリンピック聖火リレーが天草市で開催され、それに合わせたミニセレブレーション（歓迎
セレモニー）を行います。新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため事前に申し込みが必要です。
詳細は市ホームページをご確認ください。
と　　き　５月５日㊌　午後３時　天草市民センター出発

午後３時10分～３時40分（予定）　市役所前広場でミニセレブレーション
（15分程度）終了後出発、本戸公園ゴール

定　　員　200人程度（応募は一人一回で同時に４人まで可。応募多数の場合は抽選）
申込方法　３月１日㊊～19日㊎までに申込書（市ホームページ掲載またはスポーツ振興課・各

支所窓口に備え付け）で申し込んでください。
□申□問スポーツ振興課☎32-6783

東京2020オリンピック
聖火リレー（天草区間）開催・ミニセレブレーション観覧者募集

天草地域では過去 15年間で農作業死亡事故が 24件発生し、発生率は全国平均の約２倍。
死亡事故原因は、乗用型・歩行型トラクターなどに挟まれたことや転落、転倒が最も多いほか、
特に草刈り中の斜面への転落が他の地域より多く発生しています。
農作業死亡事故ゼロのために

□問農業振興課☎32-6792 ／天草広域本部農業普及・振興課☎22-4264

私たちは、日常生活で話し声や楽器、ペッ
トの鳴き声などさまざまな音を発生させてい
ます。自分では気にならない音でも近所の人
にとっては騒音に感じ、トラブルに発展する
こともあります。
トラブルにならないために
も、自身の生活音を見直して
みましょう。

□問市民環境課☎32-7861

日常で生じる騒音に
気を付けましょう

３月20日㊏春分の日の
ごみ収集日を変更します

※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。

【注意】ごみは午前８時30分までに出してく
ださい。

認知症カフェを
はじめてみませんか

3月のAma-biZ　ITミニセミナー
～教えてエザキさん～

ア　マ　ビ　ズ

検索認知症カフェ

○乗用型トラクターは販売店で安全フレーム
を後付けし、シー
トベルトを着用

○ほ場の出入口では
傾斜方向に真っす
ぐ進む

○歩行型トラクターは必
ず後方確認して後進

○斜面の除草作業には小
段を設置

○崖等危険個所にはポー
ルなどの目印を

安全啓発ＤＶＤ
貸　出　中ストップ！ 農作業事故

対　象　地　区 変更後

本

　渡

燃やせるごみ

土曜日に収集予定の地区 3月22日㊊
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検索熊本ねんりんピック

▲動画はこちら

有明町の自然豊かな風景を楽しみながらの
約５㎞。ゆっくりと歩いてみませんか？
と　き　３月28日㊐　午前８時15分集合
ところ　島子グラウンド（旧島子小学校）
参加料　1,500 円（昼食、保険料など）
定　員　30 人（先着順）
申込方法　３月17日㊌までに電話または

FAX（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込んでください。
□申□問有明支所☎53-1111・FAX53-1116

楠浦方原ダム周辺に咲く桜を眺め、自然を
満喫しながら約６㎞のコースを歩きます。
と　き　３月28日㊐　※雨天中止

受付午前８時30分～・開会式９時～
ところ　楠浦地区コミュニティセンター
持参品　帽子、タオル、飲み物
定　員　100 人（先着順）　※小学生以上
申込方法　３月15日㊊までに、郵送・電話・

FAX・メール（大会名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で申し込んでください。

□郵□申□問〒863-0044 市内楠浦町 2366
楠浦地区振興会
（楠浦地区コミュニティセンター内）
☎・FAX23-4456

□M kusuura@amakusa-cc.jp
里親制度は、さまざまな事情で家族と暮らせない子どもを、家庭に迎え入れ養育する制度です。

□申□問県中央児童相談所☎096-381-4451 ／子育て支援課（複合施設ここらす内）☎22-0404

里親になりませんか？
～子どもたちの健やかな成長のために～

宮地浦湾を満潮時に網で仕切り、閉じ込められた魚を捕獲する昔ながらの漁体験です。
と　き　４月29日㊍　午後１時～
ところ　宮地浦湾一帯（新和町小宮地）
定　員　50 人（先着順）※県内在住者限定
参加料　大人　3,000 円

中学生以下（保護者同伴）2,000 円

と　き　５月７日㊎～30日㊐
ところ　熊本県民総合運動公園　他
参加資格　県内在住で、昭和37年４月１日以
前生まれの人
競技種目　テニス、健康マラソン、弓道、グ
ラウンド・ゴルフ、太極拳など 17種目
市ホームページ
参加費　個人競技　１人 1,000 円

（団体競技は種目により異なる）
募集期間　３月１日㊊～31日㊌
申込方法　高齢者支援課備え付けのパンフレ
ットで申し込んでください。
□申□問（一財）熊本さわやか長寿財団
　　生きがい推進グループ☎096-354-3083

受講資格　高校卒業以上の学力があり、手話
通訳活動が可能な人
●入門課程
４月８日㊍～７月29日㊍（全17回）
●基礎課程（入門課程を履修した人）
９月２日㊍～令和４年３月24日㊍
　　　　　　　　　　　　（全28回）
※毎週木曜日の午後７時～９時
ところ　複合施設ここらす（浄南町）
参加料　7,140 円程度（テキスト代など）
申込方法　開講日に会場でテキスト代を添え
て申し込んでください。
□申□問（一財）県ろう者福祉協会
　　☎096-383-5587 ／福祉課☎32-6071

手話を学んでみませんか

地域の魅力を歩いて感じる
まち歩きイベント参加者募集

有明フットパス有明フットパス 楠浦方原ダム健康ウォーク楠浦方原ダム健康ウォーク

第33回熊本県シルバースポーツ交流大会
（熊本ねんりんピック2021）開催

申込方法　３月26日㊎までに、電話・FAXで
申し込んでください。

□申□問宮地浦湾仕切網漁体験実行委員会
　　（小宮地地区コミュニティセンター内）
　　☎・FAX46-3601

仕切り網漁体験  参加者募集

新型コロナウイルスの影響で延期となって
いた玄海竜二一座の公演。笑いと涙の人情芝
居や華麗な舞踊ショーなどを届けます。
と　き　3月 13日㊏　午後１時30分開演
ところ　牛深総合センター大ホール
　　　　入場料　A席 2,000 円
　　　　　　　　B席 1,500 円（全席指定）
チケット　牛深総合センターで絶賛販売中。
□問牛深総合センター☎73-4191

「イキイキとした毎日のヒント！」と題し
て村上美香さんによる朗読を交えた講演会を
開催します。
と　き　３月13日㊏　午後 1時～３時
ところ　複合施設ここらす
定　員　50人（応募多数の場合は抽選）
申込方法　３月７日㊐までに各図書館の窓
口または電話で申し込んでください。
□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

牛深総合センター自主文化事業
玄海竜二一座　大衆演劇公演

県内で活躍する各ジャンルの講師が、レッスン動画（初級～上級コース）を配信中。
ご自宅で習い事を始めるチャンス！

【講座】バレエ、フラダンス、ストリートダンス、フラワーアレンジメント、フラメンコ、
日本画、書道、日本舞踊、吟詠、剣詩舞、箏、民謡、江戸小唄、粘土クラフト

□問県文化企画・世界遺産推進課☎096-333-2154

お家に居ながら文化・芸術を学ぶ

アートラーニング　新しい　　　検索

ぎんえい ことけん し　 ぶ

フリーアナウンサー村上美香さん
による講演会開催

養育里親

専門里親

養子縁組里親

親族里親

保護者が子どもを引き取れるようになったり、自立可能または18歳（場合によっては
20歳）になるまで養育する里親。研修の受講が必要です。
虐待の影響を受けた子ども、非行などの問題や障がいのある子どもを２年間（原則）
養育する里親。養育里親として３年以上の経験と研修の受講が必要です。
養子縁組を前提として養育する里親。養子縁組が成立するまで里親として育てます。
研修の受講が必要です。
両親等が死亡・行方不明・拘禁・入院等の理由で養育が困難な子どもを、祖父母など
の親族が養育する里親。里親になるには数日間の研修受講や登録が必要です。
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▲県ホームページ

図書館の本を借りている人で市外に引っ越しするときは、事前に本と貸出カードを返却してく
ださい（転出先から市内へ通勤・通学する場合は、引き続き同カードを利用できますので、住所
を変更してください）。市内の引っ越しでも変更手続きが必要です。

本や図書館の楽しさを伝えたい、図書館の仕事をしてみたい皆さんの応募を待ってます！
対　　象　市内在住の小学５年生～高校３年生（令和３年４月１日時点）で、年間５回以上ボラ

ンティア活動ができる人
活動期間　４月１日～令和４年３月31日
活動場所・募集人員　中央図書館 10人、牛深図書館８人、御所浦図書館３人、河浦図書館５人
　　　　　　　　　　※応募多数の場合は抽選で決定。
活動内容　読み聞かせ、書架整理、本の修理、本の紹介文作成など　※事前講習あり。
申込方法　３月17日㊌までに、活動したい図書館に申込書を提出してください。
　　　　　※決定は後日連絡。

　　　　□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

『天草で働きたい人』と『天草の企業』をマッチングする “あまくさ合同就職面談会” を熊本市
で開催します！ぜひ市外に住む家族や友人などへご案内ください。
当日会場に来場しての参加または、スマホやパソコンで説明を視聴するなどWEB でも参加でき
ます。
対　象　令和３年度新卒予定者、令和２年度新卒者、一般の転職希望者
と　き　３月 20 日㊏　午後１時～５時
ところ　熊本城ホール３階　会議室Ｂ
内　容　○各社ブースで対面型面談

○WEB参加者向けにオンライン配信で企業 PR
参加企業　天草市内の企業 20 社（予定）
※WEBでの参加を希望する人は事前登録が必要です。来場する人は申込不要です。
□問 運営委託事業者  ㈱あつまるホールディングス HR 事業部☎096-322-6610

あまくさ合同就職面談会あまくさ合同就職面談会あまくさ合同就職面談会

どの講座も初心者でも気軽に制作することが出来ます。ぜひチャレンジしてみませんか！

ところ　天草文化交流館（船之尾町）
申込方法　各申込期限までに、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（初心者優先で先着順）。
□申 □問 天草文化交流館　☎・FAX27-5665（月曜休館）

天草の伝統工芸・民芸品制作体験講座 受講者募集

図書館からのお知らせ

市外に引っ越しする人は本と貸出カードの返却を

ありすボランティア（天草市立図書館子どもボランティア）を募集

と　き　３月20日㊏　午前 11時～午後１時
動画配信サービスを利用しての生配信。空港に集まっての開催ではありません。

内　容　◆天草エアライン 20年の歩み　マニアックイズ
（問題は県ホームページに掲載。回答受付は午前10時30分まで）
◆航空教室　◆航空機の解説　◆天草エアラインヘリ事業部の紹介
◆天草空港を一望できる対空通信室（タワー）や空港施設の紹介　など

詳細は天草エアライン・天草空港のホームページをご覧ください。

路線・運賃　天草⇔福岡線　１人片道 5,000 円　※１便当たりの座席数に制限があります。
定　　員　先着 300人（往復 600席）
申込資格　天草市民　※事前に申込書の提出が必要です。
申込方法　搭乗の 1ヵ月前～前日午後 6時までに天草エアライン予約センターへ電話（天草市民み

ぞか割希望を申告）で申し込んでください。

【搭乗期間～3月31日】 就航20周年記念　天草市民みぞか割

天草空港開港・天草エアライン就航20周年記念
オンラインイベント

参加企業や参加
方法・事前登録
などは、市ホー
ムページをご確
認ください。

in
熊本市
in
熊本市
in
熊本市

講座名 と　　き 参　　加　　料 定　員 申込期限

４月３日～令和 4 年３月19日
第１・３土曜日
午後１時 30 分～４時

４月６日～令和 4 年３月15日
第１・３火曜日
午後１時 30 分～４時

４月９日～令和 4 年３月25日
第２・４金曜日
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

４月10日～６月12日
第２・４土曜日（全５回）
午後１時～３時 30 分

１回 1,000 円 

初回 1,000 円
（２回目以降は作品により異なる）

月額 1,000 円

1,000 円
直径８㎝程度を１つ作成

10人

８人

３月28日㊐

３月31日㊌

４月 ７ 日㊌

竹細工

押し絵

陶　芸
（手びねり）

南蛮てまり
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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。
□申□問秘書課☎24-8816・FAX22-7016
□M kouhou@city.amakusa.lg.jp

詳しいことは□問へお尋ねください。

□申…申し込み先　※申請書などは□申に備え付け。

▲ホームページ▲ホームページ

問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

弁護士による
無料法律相談会

３/ 1 ㊊

３/ 8 ㊊

３/15㊊

※健康手帳、母子健康手帳、バスタオルを持参
※必ず事前に電話で予約してください

３/11㊍ 13：00 ～ 15：00 天草信用金庫本店2階（太田町） 天草信用金庫企画業務部
☎24-1177※各営業所の書類で3月5日㊎まで申し込み（先着４人）

３/24㊌ 13：00 ～ 16：00 一町田地区コミュニティセンター（河浦町） まちづくり支援課
☎32-6661※３月22日㊊まで申し込み（先着６人）

尾下　明さん☎42-1045
溝口浩二さん☎64-2857
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

女性のための
無料法律相談

３/17㊌ 10：00 ～ 12：00 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※事前申し込みで定員３人まで（託児も可）

行政相談

３/18㊍ 13：30 ～ 16：30 複合施設ここらす

複合施設ここらす
牛深支所
有明町民センター
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）

天草支所
倉岳支所
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

県社会保険労務士会天草
支部☎23-9554
※留守番電話対応

労働・雇用・
年金無料相談会

9：30 ～ 11：30

３/22㊊ 10：00 ～ 11：00

10：00 ～ 11：00

9：30 ～ 11：30
10：00 ～ 11：00

３/ 3 ㊌
３/ 7 ㊐
３/10㊌
３/10㊌

３/16㊋

３/17㊌

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

10：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

毎週
木曜日

第１・３
月曜日

9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 17：00 市役所本庁舎１階 政策企画課☎27-5052外国人

総合相談窓口

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

健康相談

天草地域
子ども相談

県天草広域本部
複合施設ここらす

※３月４日㊍までに申込書で申し込みが必要

3/ 8 ㊊
11：00 ～
13：00 ～
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（複合施設ここらす内）
☎22-0404

相談窓口

昔懐かしいバナナの叩き売りを習得してみま
せんか。興味ある人の参加お待ちしています。
練習日　毎月第２・第４月曜日
　　　　午後１時 30分～（２時間）
　　　　※練習日は土・日曜日に変更可能。
　　　　　相談ください。
ところ　亀場地区コミュニティセンター
会　費　月 1,000 円
□申□問松本瑞穂さん☎090-1084-7020

毎月第３日曜日に商店街がみんなの遊び場に
なるような催しを開催。３月は地元の高校生と
コラボ企画を予定しています。
と　き　３月21日㊐　午前10時～午後４時
ところ　銀天街スマイルパーク付近
内　容　芝生広場、木製遊具、
　子育て相談コーナー、ストリート
　撮影、遊び場マーケットなど。
□問山田さん☎090-2089-6854

少ない登校日数とオンライン学習で卒業でき
る通信制高校です。学校のしくみや学習方法、
登校日数、学費などを個別で説明します。
と　き　３月25日㊍　午前９時～午後２時
対　象　中学生、転・編入検討中の高校生、保

護者
ところ　天草市民センター第３会議室
内　容　個別の相談　※前日までに要予約。
□申□問勇志国際高校☎67-3911

勇志国際高校　個別説明会

と　き　４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｢まちはみんなの遊園地 in 銀天街｣

バナナ叩き売り教室生徒募集 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、どなたでもご利用できます。

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・２階（今釡新町）
　●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


