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樹勢の良いアコウの巨木が密集していることがとても貴重であるこ
とから、市の天然記念物に指定されています。幕末期、志柿村庄屋の
永野家が、雲仙普賢岳の対岸（大島子）に建てた別荘「対岳楼」の跡
地に生えていることから、「対岳楼跡アコウ樹」と称されました。
アコウは、種が虫などによって他の木に運ばれ、発芽し、気根を下
に伸ばしてその木を飲み込むように成長します。その姿から「絞め殺
しの木」と称されることも。訪れた時はその姿も楽しんでください。

Vol.

003 対岳楼跡アコウ樹（有明町）昭和62年5月19日指定
市指定天然記念物
たい  がく  ろう  あと

※枝を切ったり、木に登った
りしないでください。

※全てのアコウが他の木に生
えるわけではありません。

【見学時の注意】
有明海
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対岳楼跡アコウ樹
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下津深江川中流で轟音を響かせる
「轟の滝」。近くには「とどろき万太
郎村キャンプ場」もあり、毎年５月
の連休ごろから川遊びにたくさんの
子どもや家族連れが訪れます。
自然の涼を感じられる癒しのスポ
ットで、春は満開の桜、秋は紅葉も
楽しめます。

しも つ ふか え がわ

　滝の上の吊り橋から、滝と滝つぼを真
下に望むことができます。

★見どころポイント

轟の滝（天草町下田北）

き こん

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

▲スマホで申請天草市電子申請サービス　検索

TSマークは賠償内容に
応じて赤と青の２種類

▲市ホームページ

わたしの分は
　もう出して
　　くれた？

仕事などで子どもを一時預かってほしい人
のお子さんを、ファミリーサポートセンター
の協力会員が預かります。利用には事前登録
が必要です。協力会員も募集しています。
対　象　市内在住または市内勤務の、生後６
カ月から小学校６年生までの子どもがいる
人

利用時間・料金
■通　常　午前７時～午後10時
１時間300円または350円（時間帯で異
なります）

■病後児　月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前８時～午後６時・・・１時間450円

※生活保護世帯や住民税非課税世帯など、
世帯の状況によって利用料
金が軽減されます。
詳細は市ホームページをご
確認ください。

□申□問市社会福祉協議会☎32-2552
　　社協各支所

近年、自転車による事故が増加しており、
死亡事故も起きています。
熊本県では、被害者

の救済や加害者の経済
的負担を軽減するため、
自転車に乗る人全てを
対象に保険加入が義務
付けられます。未加入
の場合はTSマーク付
帯保険、または損害賠
償保険に加入しましょ
う。
□問まちづくり支援課☎32-6661

児童手当を受給している人は、毎年６月中
に「現況届」を提出する必要があります。こ
れは、児童手当を受給できる要件を満たして
いるかを確認するためのものです。
対象者には、５月下旬から現況届を送付し
ますので必要事項を記入し、提出してくださ
い。※提出がない場合、６月分からの児童手
当を受給できません。
提出方法　６月30日㊌までに同封の返信用
封筒で郵送、または持参してください。
※パソコン、スマホでの電子申請も可。申
請にはマイナンバーカー
ド、カードリーダー（パソ
コンのみ）が必要

□申□問子育て支援課☎27-5400 ／各支所

納税したことの確認は納税してから10日程
かかる場合があります。
すぐに納税証明書が必要な人は、納税が確
認できる領収書（口座振替の場合は預金通帳）
と運転免許証などの身分証明書（代理の場合
は委任状と代理人の身分証明書）を持参して
ください。
□問納税課☎24-8808

忙しくて手が離せないパパ・ママ
お子さんを一時預かります

児童手当現況届の提出を
忘れずに！

納税証明書がすぐに必要な人は

令和３年10月１日から
自転車保険への加入が義務化

６月30日㊌ 納期限
（令和３年度第１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
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くらしの情報 くらしの情報

▲市ホームページ

▲市ホームページ

□問国保年金課☎24-8802

介護認定申請者の自宅または病院等で心身
の状態などの調査を行い、要介護認定審査会
で使用する調査票を作成します。
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新任研修の修
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 4,400 円（交通費・通信
費を含む）
契約期間　８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　６月30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
※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。提出された書
類は返却しません。

□申□問高齢者支援課☎24-8806

熊本日日新聞社と共催で、金婚夫婦を表彰
します。
対　象　昭和46年に結婚して満50年を迎え
る夫婦
受付期間　６月１日㊋～７月９日㊎
申込方法　電話またはハガキ・FAX（結婚年
月日、住所、ご夫婦の氏名〔フリガナ〕、年齢、
電話番号を記入）で申し込んでください。
□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）
　　　天草市役所・高齢者支援課
　　　☎24-8806
　　　FAX27-0155

  
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。
品　種
●花苗（パンジー、ビオラ、ハボタン、ク

リサンセマム、ナデシコ）
●種子（ポピー、デージー、スイートピー）

※市販の小袋サイズ。
数　量　次のいずれかを選択
●花苗（120 株）と種子（20 袋）
●花苗のみ（150 株）
●種子のみ（40 袋）

※花苗は３種類、種子は２種類まで選択可。
申し込み多数の場合は抽選。
配布時期　おおむね種子は９月下旬、花苗は

10 月下旬に配布。
申込方法　６月 11日㊎までに申込書 （市

ホームページに掲載）を郵送または持参し
てください。各支所への
持参もできます。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
　　　☎24-8806

職種・予定人数　看護助手・1 人程度
業務内容　看護業務補助全般（病室等の整理

整頓、シーツ交換、食事の配膳、その他看
護業務の補助など）

任用期間　７月１日～令和４年３月31日
申込方法　６月15日㊋までに、申込用紙（市

ホームページに掲載）を郵送または持参し
てください。

試験日程・内容　応募者に別途連絡・面接
勤務時間　週38時間45分
　　　　　（日勤・早出あり）
報酬月額　159,800 円～
　　　　　（交通費別途支給）
□郵□申□問〒861-6303
　　　市内栖本町馬場 2560 番地 14
　　　栖本病院事務局管理係☎66-2165

市政に対するご意見やご提案などを「市長
への便り」または市ホームページ内の「市長
へのメール」や「ご意見・ご要望」などで随
時受け付けています。

人が輝き活力あふれるまちづくりにつなげ
るため、ご提案などをお待ちしています。
対　象　天草市民
提出方法　便せんなど（住所・氏名・電話番

号を記入）を郵送または FAX、電子メール
で提出してください。
□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）
　　　天草市役所・秘書課
　　　☎24-8816・FAX22-7016
□M  hisyoka@city.amakusa.lg.jp

□問秘書課☎24-8816

21 16,500 ㈲大佛堂天草市文化財保護審議会委員の逝去に伴う葬儀への供花

４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

弔事

※累計は、令和３年４月からの合計です。
累　計 16,500円

市政へのご意見やご提案を
受け付けます

秋植用の花苗などを配布介護認定調査員を募集
（委託業務）

結婚50周年を迎える
金婚夫婦を募集

栖本病院　看護助手
（会計年度任用職員）を募集

後期高齢者
医 療 制 度

令和３年度の均等割額の
判定基準、軽減割合が変わります

『市政だより天草』５月号30ページに

掲載の「西の久保公園　天草花しょうぶ

鑑賞週間」は中止になりました。他にも

市政だより天草に掲載している催しが、

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。

【判定基準】世帯（被保険者全員と世帯主）の総所得金額等

基礎控除 43 万円＋10 万円 ×（給与・年金所得者の数－１）を超えな
い世帯

７割軽減
（変更前は 7.75 割軽減）

基礎控除43万円＋28万５千円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与・
年金所得者の数－１）を超えない世帯

５割軽減

基礎控除 43 万円＋52 万円 × 世帯の被保険者数＋10 万円 ×（給与・
年金所得者の数－１）を超えない世帯 ２割軽減

軽減割合
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くらしの情報 くらしの情報

バリアフリー法認定建築物

　この建物は、高齢者、障が
い者等誰もが使いやすい建物
として国土交通省の定める
「バリアフリー法」に認定さ
れた建物です。

家を建てるなら、省エネで長く住むことができる家を建てたいものです。住宅の性能の基準とな
るのが次の認定制度。認定を受けることで、固定資産税や低金利融資などの優遇も受けられます。
制度を活用して省エネで長持ちする家を建てましょう。※着工前の認定申請が必要です。

長持ちする家のための住宅性能認定制度
お店や会社など事業所が出すごみ（産業廃棄物を除く）、家の解体や片づけで出た家財道具など
の処分は、市が一般廃棄物処理業を許可した業者に依頼してください。

■収集運搬

■収集運搬（廃棄物の種類が限定）

■廃棄物を処分

□問市民環境課 32-7861

事業所ごみや粗大ごみなどの廃棄物の処分は
許可業者を利用しましょう

それぞれ定められた基準適合の認定を受けた建築物は、その性能をアピールできるように認定
マークを建築物や広告などに表示することができます。

□申□問建築課☎32-6797

建築物の性能をアピールしませんか

新築時に長期優良住宅に認定された住宅は、１戸あたり120㎡までに相当する固定資産税の２
分の１が減額されます。
対象要件　●家屋の住宅部分の床面積が２分の１以上
　　　　　●床面積が 50㎡以上（１戸建て以外の賃貸住宅は 40㎡以上）280㎡以下
減額期間　①一般住宅（②以外の住宅）……新築後５年間
　　　　　②３階建て以上の耐火構造住宅…新築後７年間
申込方法　新築した翌年の１月末までに印かん、長期優良住宅認定通知書を持参してください。

□申□問課税課☎32-6050/ 各支所

固定資産税の減税の手続き

低炭素建築物新築等計画認定制度
断熱性の向上や省エネ機器の採用、木材利
用など二酸化炭素排出の抑制に配慮された住
宅を認定します。認定を受けると住宅ローン
減税の最大控除額拡充や低金利融資などの優
遇措置があります。減税などの詳細は、税務
署または各金融機関にお尋ねください。

●省エネ性能表示制度
一定の省エネ性能を有し
ている建築物。

●バリアフリー表示制度
高齢者、障がい者など、誰もが使
いやすくするためのバリアフリー
性を有している建築物。

●耐震マーク表示制度
大地震に対する一定の安
全性を有している建築
物。

長期優良住宅認定制度
維持管理の容易性、劣化対策、耐震性、省
エネ性など、長期にわたり良好な状態で使用
できる住宅を認定します。
市の固定資産税の減税の対象になります。

□申□問建築課☎32-6797

業者名 所在地 電話番号 業者名 所在地 電話番号

㈲天草エコ・クリーン
㈲天草環境開発
㈲環境社
㈲木村建材
㈲熊本クリーン開発
光琳産業㈲
㈲下田クリーン産業
㈲新和清掃

御所浦町
太 田 町
佐伊津町
有 明 町
下 浦 町
牛 深 町
天 草 町
新 和 町

宮地岳町
五 和 町
楠 浦 町
上天草市
牛 深 町
天 草 町
枦宇土町
有 明 町

67-3925

22-5748

23-6104

52-0331

22-4162

72-2723

42-3123

46-3063

業者名 所在地 電話番号 ごみの種類

天草緑化㈱
㈲壹良産業

㈲松栄建設

五 和 町
佐世保市

苓 北 町

災害時の木くず、海岸漂着ごみ

魚腸骨、斃死魚（再生利用）

し尿と家庭排水を併せて処理するグリストラップの油
かす（本渡区域のみ）

27-5554

0956-58-4433

35-1544

業者名 所在地 電話番号 ごみの種類

天草緑化㈱
㈲井上産業

㈲木村建材

光琳産業㈲

㈲下田クリーン産業

㈱成和開発

㈲森繁産業

五 和 町
魚 貫 町

有 明 町

牛 深 町

天 草 町

宮地岳町

天 草 町

牛 深 町

木くず
木・金属くず、廃プラ

がれき類、コンクリートくず、レンガ、瓦、がれき類
に付着した金属くず

発泡スチロール

ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類、がれ
き類に付着した金属くず

金属、廃プラ、石膏ボード、紙・木・繊維・ガラス・
コンクリート・陶磁器くず、がれき類、がれき類に付
着した金属くず

木・紙・繊維くず、廃プラ

木・紙・繊維くず、粗大ごみ、家電製品類（冷蔵庫、
冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機を除く）

27-5554

72-8101

52-0331

72-2723

42-3123

28-0558

73-4737

㈱成和開発
㈱大栄クリーン工業
中村商店
八光海運㈱熊本支店
㈲森繁産業
山寿産業
吉田産業㈱本渡支店
㈲力丸産業運輸

28-0558

34-0489

23-3659

0964-56-6000

73-4737

42-0020

23-1838

54-4112

ぎょちょうこつ へい し ぎょ

1415 市政だより 天草   No.314 2021 .6



くらしの情報 くらしの情報

▶詳細はこちら

▲アプリのダウン
　ロードはこちら

５月号の『市政だより天草』33 ページ、くらしの情報「ひとりで悩まず相談を６月１日は人権
擁護委員の日」の記事の中で誤りがありました。お詫びして訂正します。

○人権擁護委員の紹介
　【誤】栖本町　松元和美　▶　【正】栖本町　松本和美

お 詫 びと訂正

農薬の飛散で周囲の健康被害が起きないよう、公共施設や
住宅地と近い場所では、以下の事を守りましょう。

農薬を使う回数を減らそう
●栽培前に病害虫に強い作物や樹木、品種を検討
●連作を避ける
●病害虫や雑草の早期発見に努める
●防虫網など農薬以外で防除
●被害を確認してから防除を行う

□問農業振興課☎32-6792

農薬を使うとき は要注意！

「まちゼミ」は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受講者へ伝授する少
人数制のゼミのことです。講師になってお店のファンを増やしませんか。
開催期間　９月 17 日㊎～ 10 月 31 日㊐
参加条件　●本渡地域のお店

※地域外のお店でも、期間中に本渡地域でお店
を借りる場合は参加できます。

●説明会へ参加
と　き　６月 10 日㊍
　　　　午後２時～４時または午後７時～９時
ところ　国際交流会館ポルト　地下スタジオ１

参加費　１店舗１万円（２講座まで可）
申込方法　６ 月 ６ 日㊐までに申込書を持参、またはFAX、

メールで申し込んでください。
□申□問天草まちゼミの会世話人  山田さん（靴のやまだ）☎22-3055

【要　件】
全額免除
身体・知的・精神障がい者が世帯構成員
で、世帯全員が市民税非課税であること

半額免除（いずれかに該当）
●視覚・聴覚障がい者が世帯主で、受信
契約者であること

●重度の障がい者（身体障害者手帳１級・
２級、療育手帳 A１・A２、精神障害
者保健福祉手帳１級）が世帯主で、受
信契約者であること

申請方法　障害者手帳と印かんを持参し、福
祉課または各支所の窓口で申請してくださ
い。

□申□問福祉課☎32-6071 ／各支所

無人ヘリコプターやドローンなどの無人航
空機による農薬散布は、国土交通大臣の許可・
承認や県への散布計画の提出が必要です。
散布するときは基本ルールを守り、周辺住

民やミツバチの巣箱などに農薬が飛散しない
ように注意してください。
□問県農業技術課☎096-333-2381
　天草広域本部農業普及・振興課☎22-4274

自分が使った電気、ガス、水道などの量を
記録して使用量を知ることで、省エネ・省資
源につなげるスマホアプリ「九州エコファミ
リー応援アプリ（エコふぁみ）」を配信中。
アプリのダウンロードや電気使用量などを記
録することでポイントが貯まり、素敵なプレ
ゼントが当たる抽選に参加できます。
地球温暖化の原因とされる二酸化炭素排出
量の削減にみんなで取り組みましょう。

□問市民環境課☎32-7861

聴覚や言語が不自由な人が、スマホやタブ
レットなどを使って会話をせずに 119 番通報
できる「ネット119」。このシステムの使用
方法や登録方法などの説明会を行います。
と　き　６月 22 日㊋　午後１時～
　　　　６月 25 日㊎　午後７時～
ところ　天草広域連合消防本部３階
　　　　（本渡町広瀬）
不明な点などはお尋ねください。
※スマホ・タブレット、免許証などの身分証
を持参

□問天草広域連合消防本部指令課
　☎22-0119・FAX24-3229
□M af-shirei119@amakusa-kouikirengo.or.jp

ＮＨＫ放送受信料の
免除申請ができます

農薬散布はルールを
守りましょう！

スマホアプリを使って
省エネ・省資源に取り組みましょう

「ネット119」
７月１日から利用できます

第 ６ 回 天草まちゼミの参加店舗募集

土の中にいる微生物の力で生ごみを分解する、バクテリア de キエーロの使用方法を教えます。
と　き　６月18日㊎　午前10時～11時　　ところ　本渡北地区コミュニティセンター（今釡町）
定　員　15 人（先着順）
申込方法　６月 14 日㊊までに、住所、氏名、電話番号を記入した紙を FAX または、持参して

ください。※電話申し込みも可
□申□問本渡北地区振興会（本渡北地区コミュニティセンター内） ☎・FAX23-4734

「バクテリアdeキエーロ」の講習会を開催生ごみ
処理器

農薬を使用するときに守ること
□ 散布する前に周辺の施設や住民に周知
□ 使用方法や注意事項を守る
□ いくつかの農薬を混ぜない（特に有機リ

ン系農薬同士は毒性が強まる）
□ 粒剤などの飛散の少ない農薬や飛散を抑

制するノズルを活用
□ 散布区域に人が入らないように看板など

を設置
□ 通勤・通学時間など人の多い時間帯や風

の強い日は散布しない

□ 農薬を使う前には
チェックして始めましょう
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くらしの情報 くらしの情報

□郵〒863-2114　市内五和町城河原１丁目2080-5　天草エアライン㈱
　①「天草市民　初回搭乗キャンペーン」係
　②「天草市民　シニア平日利用キャンペーン」係
抽選結果　６月20日ごろ当選者にハガキで通知。
□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）

▲セミナーの詳細

▲とどけるん

新型コロナウイルス感染症により県内の保
健所で働く保健師が不足しています。症状発
生者やその家族の健康観察など、１カ月程度
保健所での業務を補助する人を募集します。
対　象　保健師の資格を持つ人
登録方法　潜在保健師等人材バン

ク「とどけるん」へ登録、また
は県ナースセンターへ電話して
ください。

□申□問県ナースセンター☎096-365-7660
　　県医療政策課☎096-333-2206

ピアニストの有森博と５人の仲間が圧巻の
演奏を繰り広げるピアノコンサートを開催。
グランドピアノの最高峰と称される「スタイ
ンウエイ D274」と日本が生んだ往年の名器

「ヤマハ CF-Ⅲ」が奏でるクラシック音楽を
お楽しみください。
と　き　７月 17 日㊏　午後６時 30 分開演
ところ　天草市民センター　ホール
出　演　有森　博、掛谷優太、角野未来、
　　　　高井玄樹、伊達広輝、間世田采伽
入場料（全席指定）

一般 2,500 円、高校生以下 1,000 円
※天草市民センター、牛深総合センター、天

の草ふれあい文化センター、天草国際交流
会館ポルト、山西楽器店、水田楽器で発売
中。

□問天草市民センター☎22-4125

学校や地域等で子どもたちに読み聞かせを
始めたい初心者の人が対象で、読み方や本の
選び方などが学べます。
と　き　①６月 10 日㊍／②12 日㊏
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
ところ　複合施設ここらす
講　師　①図書館かたり隊
　　　　②ななつの子の会
定　員　各回 10 人（先着順）
　　　　※両日とも同じ内容
申込方法　前日までに電話または、各図書館

の窓口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

と　き　７月７日～８月４日（全５回）
　　　　毎週水曜日
　　　　午後７時 30 分～９時 30 分
ところ　複合施設ここらす
定　員　16 人（応募多数の場合は初参加の

人を優先して抽選）
講　師　田中豊子（管理栄養士）
申込方法　６月23日㊌

ま で に、電 話 ま た は
FAX、メール（住所・
氏名・電話番号を記載）
で申し込んでください。
□申□問生涯学習課☎27-7788・FAX23-8811
□M syakyou@city.amakusa.lg.jp

搭乗期間　7 月 1 日㊍～ 12 月 28 日㊋（８月７日～ 17日を除く）
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　６月15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、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。

搭乗期間　7 月 1 日㊍～ 11 月 30 日㊋（８月７日～ 17日を除く）
路線・運賃　天草⇔福岡線　片道 3,200 円
当選者数　合計 100人。当選ハガキ１枚で当選者とその同行者（年齢不問）１人。
応募資格　65歳以上の天草市民
応募方法　６月15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・

電話番号を記入）を郵送してください。

① 天草市民初回搭乗キャンペーン　第１期募集

② 天草市民シニア平日利用キャンペーン　第1期募集

天草エアライン㈱ からのお知らせ

「PC作業の自動化入門編！その作業、クリッ
ク一つで簡単に」
「パソコンの自動化とは何なのか？」とい
う初歩的な知識や使うツールを紹介。

と　き　６月 24 日㊍
　　　　午後６時 30分～
ところ　Ama-biZ（中央新町）

今話題のビジ
ネス本の新刊を
積極的に取り揃
えていきます。
２週間のレンタ
ルも可能です。

６月のAma-biZ  ITセミナー
～教えてエザキさん～

ア　　マ　　ビ　　ズ

「Ama-biZビジネス図書館」
ラインナップを強化中！

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

保健師の資格を持っている人は
「とどけるん」へ登録を

天草市民センター自主文化事業
２台ピアノの祭典

かけ や すみ の

げん き だ　て こう き ま　せ　だ あや か

読み聞かせボランティア
基礎講座を開催

季節の料理を学びませんか
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くらしの情報 くらしの情報

▲昨年度の最優秀賞

▲申し込みフォーム

講 師　山崎純男氏
文学博士（考古学）
元福岡市文化財部長

すみ　お

応募部門　幼児の部（小学生未満）／小学生低学年の部
／中学年の部／高学年の部／中学生の部／一
般の部（高校生以上）

規　　格　・サイズはＢ４以上Ｂ１以下
・作品はオリジナルで未発表のものに限る
・２点以上応募する場合は、その旨を記入
・応募作品の使用・著作権は市に帰属し、原
則として返却しません

表　　彰　入賞者（佳作は除く）にはハガキで通知し、
8 月上旬頃に表彰式の予定。入賞作品を７月 17 日㊏～８月 31 日㊋に、御所浦白亜紀
資料館で展示予定。

応募方法　６月13日㊐までに、作品の裏面に応募部門・住所・氏名（ふりがな）・年齢・職業・学校名・
学年・電話番号を記入し、送付または持参してください。

□郵□申□問 〒866-0313 市内御所浦町御所浦 4310-5
　　　御所浦白亜紀資料館「恐竜絵画コンテスト係」☎67-2325

天草の遺跡と埋蔵文化財など天草の考古学を学んでみませんか。
定　員　各 20人（先着順）
ところ　本渡歴史民俗資料館（今釡新町）
申込方法　各開催時間までに直接来館、また

は電話、FAX で申し込んでくだ
さい。

※いずれも土曜日の午前 10時～正午
※新型コロナウイルス感染症対策のため休講した場合は、申込者へ講座の資料を配布します。

□申□問 本渡歴史民俗資料館　☎・FAX23-5353

市では、育児や介護などで働く時間に制約
のある人が時間や場所にとらわれない ICT
を活用した新たな働き方として、「テレワー
ク」を促進するためのセミナーを開催します。
空いた時間で働きたい人や収入を得るために
デジタルスキルを身につけたい人、スキルを
活かしたい人など、参加しませんか。
内　容

・コロナ禍での新しい働き方やお仕事の事
例、テレワークで活躍するポイント

・天草でテレワークをする先輩ワーカーの
ライフスタイル紹介

・テレワークで副業・起業にチャレンジ！
オンラインキャリアで所得を増やす具体
的な方法を紹介

と　き　６月 25 日㊎　午前 10 時～正午
ところ　複合施設ここらす　会議室 ABC
定　員　30 人（先着順）※託児あり
申込方法　６月17日㊍までに申し込みフォー

ムから申し込んでくださ
い。

□申みらい株式会社☎24-8775
□申□問 産業政策課☎32-6786

天草市に住んでいる外国人のみなさん、日
本語を使ったコミュニケーションや読み書き
を一緒に勉強しませんか。また、知り合いの
外国人に声をかけてください。

会話練習の相手をする日本人ボランティア
も募集中。興味のある人はワールドフレンズ
天草へ事前にご連絡ください。
と　き　７月 1・8・15・29 日、8 月 5 日
　　　　全て木曜日の午後６時 30 分～８時
ところ　複合施設ここらす
申込方法　にほんご教室の前の日までに、電

話かメールで名前と連絡先を教えてくださ
い。

□申ワールドフレンズ天草の野﨑さん
　☎090-9652-5489
□M world.friends.amakusa@gmail.com
□申□問 政策企画課☎27-5052

時間や場所にとらわれずに働くための
テレワークセミナーを開催

７・８月の外国人のための
やさしい「にほんご教室」

ところ　天草文化交流館（船之尾町）
申込方法　６月１日㊋から各申込期限までに、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

天草文化交流館の制作体験講座に参加しませんか

恐竜 絵 画コンテスト 作品募集

本渡歴史民俗資料館

市民講座 「天草の考古学」

あま くさ  し す

つか こ　　みゅ　 に　 け　 ー　  しょ　   ん よ か

め　ー　るわ おしれんらく さきなま え

すべ

ふくごう　し  せつ

きょうしつ まえ ひ でん

もく よう  び ご　ご じ ふん じ

に

ほん  ご

いっ しょ べんきょう し あ

がい こく じん

もうしこみ ほう ほう

あま くさわ　ー　る　ど　ふ　れ　ん　ず の  ざき

せい さく  き  かく  か

がつ がい  こく  じん

きょう  しつ

がい こく じん こえ

がつ がつにち にち

講　座　名

布ぞうり

と　　き
（いずれも午前９時～正午） 参加料 定　員 申込期限

手織り

押絵七夕飾り

６月16日㊌
※Lサイズの綿のＴシャ
ツ２枚と裁ちバサミ
を持参。

７月 ８ 日㊍

６月20日㊐

300円

500円

1,000円

６月13日㊐

７月 ４ 日㊐

６月17日㊍

15人

８人

と　き 内容（予定） と　き 内容（予定）

7 月 10 日

8 月 7 日

9 月 11 日

10 月 9 日

11 月 13 日

沖の原貝塚と天草の縄文遺跡

貝塚の調査

縄文のビーナス

縄文時代の装身具

縄文人の社会構造

12 月 11 日

1  月 8 日

2 月 12 日

3 月 12 日

稲作のはじまりと天草

島々に分布する古墳

瀬戸を挟んで分布する古墳

古代の製塩
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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・FAX
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。

広告

問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

６/７㊊

６/21㊊

６/23㊌

一般の人の血圧測定、子どもの身体測定もできます。
※健康手帳、健診結果票、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

毎週
月・木曜日

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

弁護士による
無料法律相談会

６/10㊍ 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※各営業店の書類で6月4日㊎までに申し込み（先着4人）

６/23㊌ 13：00～ 16：00 新和町民センター（新和町） まちづくり支援課
☎32-6661※6月21日㊊までに申し込み（先着6人）

吉岡賢龍さん☎46-3248

福本英樹さん☎64-2608

齊藤朝延さん☎67-3154

明石弘之さん☎32-0028

尾下　明さん☎42-1045

段下千晶さん☎23-9012
菅原利満さん☎24-1771

池林通秋さん☎73-4490

女性のための
無料法律相談

６/16㊌ 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）

※要予約。留守番電話に連絡先を入れてください

行政相談

複合施設ここらす

牛深支所

複合施設ここらす

いさな館（御所浦支所２階）

新和町民センター

棚底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

天草支所

リンドマールTAIYO

牛深総合センター

６/17㊍ 13：30～ 16：30 複合施設ここらす 県社会保険労務士会天草
支部☎23-9554

労働・雇用・
年金無料相談会

9：30～ 11：30

10：00～ 11：00

9：30～ 11：30

10：00～ 11：00

６/１㊋

６/３㊍

６/９㊌

６/９㊌

６/９㊌

６/15㊋

６/16㊌

10：00～ 15：00

9：00～ 11：30

9：00～ 12：00

9：00～ 11：00

10：00～ 15：00

10：00～ 12：00

9：00～ 12：00

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

健康相談

相談窓口
内　容　ボディメカニクスの原則、体位・姿勢
変換、移動・移乗、口腔ケア、排せつなど
と　き　６月16日㊌　午前９時～午後５時
ところ　高浜地区コミュニティセンター
　　　　（天草町）
定　員　10人　※65歳以上の高齢者で先着順
　　　　　　　 ※マスクを着用してください。
申込方法　６月14日㊊までに電話で申し込み
□申□問北岡さん☎080-6436-6206

介護教室出前講座を開催

天草市シルバー人材センターの仕組みや仕事
内容などを知っていただく説明会です。
対　象　60歳以上の健康な人
と　き　６月30日㊌　午前10時～午後４時
　　　　※お好きな時間にご来場ください。
ところ　天草市民センター　第１会議室
　　　　※延期、中止になる場合があります。
□問（公社）天草市シルバー人材センター
　☎24-4445

シルバー人材センターの就業相談会

▲ホームページ

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　９月14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

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
※第４火曜日の午後１時から４時まで、市役所
牛深支所で出前相談会を行っています。
□問ジョブカフェ・天草ブランチ☎22-4226

おおむね 60 歳以上の人に、本人の希望と能
力に応じた仕事を紹介します。
と　き　月・水・金曜日　午前10時～午後４時
ところ　天草保健所２階（今釡新町）
※担当者不在の場合は、留守電に名前・電話番
号などをお伝えください。
□問熊本高齢者無料職業紹介所天草相談所
　☎23-9727

高齢者のための無料職業紹介所
－天草相談所－
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