
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

１

２

３

リングバルブ

▲回答はこちら

沖縄県糸満市の平和祈念公園内には、沖縄
戦で亡くなられた全ての人たちの名前を刻ん
だ記念碑「平和の礎」があります。

沖縄県から刻銘者の追加や修正、削除の調
査依頼がありましたので、該当すると思われ
る人は12月８日㊌までにご連絡ください。
対　象　昭和19年３月22日から昭和20年９

月７日までの間、沖縄戦が原因で沖縄県区
域および西南諸島周辺で、亡くなられた人。
□問健康福祉政策課☎24-8805

生後91日以上の犬は毎年１回狂犬病予防注
射を受けなければいけません。まだ接種して
いない犬の所有者にハガキを送付しています
ので、３月１日㊋までに動物病院で予防接種
をしてください。

また、犬の所有者や所在地の変更、死亡し
た場合は必ず市へ届け出てください。
※病気などで接種しない方が良いと獣医から

言われている場合は接種の必要なし。

□問市民環境課☎32-7861

皆さんからいただいた義援金は、日本赤十
字社静岡県支部を通じて被災者へ届けられま
す。

皆さんのご支援とご協力に深く感謝申し上
げます。

金　額　　10万 7,638 円
□問健康福祉政策課☎24-8805

と　き　12月26日㊐
午前８時30分～午後５時15分

ところ　市民環境課（本庁舎１階）
持参品
・個人番号カード交付申請書
・本人確認書類（運転免許証等顔写真付きの

ものは１点、健康保険証や年金手帳などは
２点必要）

※市役所へ来庁せず、郵送などでも申請でき
ます。詳細はお尋ねください。
□問市民環境課☎32-7861

※同日午前９時から、市民課で同カードの交
付を行います。交付通知書が届いた人は、
事前に市民課へ交付の予約をしてください。
□問市民課☎24-8801

12月28日㊋ 納期限
（令和３年度第７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

令和３年７月大雨災害義援金への
ご協力ありがとうございました

マイナンバーカード交付申請をする人
への申請サポート休日窓口

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。

狂犬病予防注射は済みましたか

※このほか、「ふるさと応援寄附金」の寄附をいた
だいています。

善意の寄附 【令和３年９月受付分】ありがとうございました（敬称略）

市民の皆さんのご意見やご提案を取り入
れ、市政だより天草をより良い広報紙にする
ため、アンケート調査を行います。たくさん
のご意見をお待ちしています。
回答方法　12 月 31 日㊎ま

でに、二次元コードから回
答してください。

□問秘書課☎24-8816

12月29日㊌～１月３日㊊は閉庁します
が、以下の業務は受け付けています。

□問①③市民課☎24-8801
　②水道料金窓口☎24-8810

蛇口や露出している水道管にタオルを巻
き、ぬるま湯をゆっくりかけてください。熱
湯は水道管破裂の恐れがあるので直接かけな
いでください。

水道メーターボックス内のリングバルブを
閉め、水道修繕当番店（35ページに掲載）
に連絡してください。

冷たい外気で管の中の水を冷やさないよう
にして凍結を防ぎましょう。
①布やウレタンで水道管を巻く
②①の上から防水のビニールテープを巻く
③蛇口をタオルで包み、ビニール袋をかぶせ
る

広報紙「市政だより天草」への
アンケートにご協力ください年末年始の市役所窓口業務

寒くなったら水道管の凍結にご注意
水道管凍結の防止 凍結した水道を使うとき

水道管が破裂したとき

□問水道課（本渡浄化センター内）☎27-0071

令和４年度　沖縄「平和の礎」への
刻銘の追加・修正調査にご協力ください

いしじ

松浦　　功 河浦地区の近世研究のため資料館へ
七福神型物土人形８点など
しち ふくじん かたもの つちにんぎょう

ひ ご の

くに おおじょう や
調査・研究に役立ててほしいと肥後
国天草郡一町田組・大江組大庄屋松
浦家資料集（一）

鶴島　博和

川上　謙二 資料館の常設展・企画展などの展示
資料として水彩画

氏　名 寄　附　内　容

住民票や戸籍、所得・資
産・納税証明など
水道の開閉栓
※電話対応可
婚姻や出生などの戸籍に
関する届出

業務内容

①

②

③

12月29日㊌
　　 30日㊍
8：30～17：15

随時受付

受付窓口など

氏　名 寄　附　内　容
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▲市ホームページ

▲市ホームページ

令和４年度
12月28日㊋まで受け付け

保育園児を募集！

令和４年度 幼稚園児を募集！

保護者の就労などで、日中子どもを家庭で保育できない場合、０歳から利用できます。

□問学校教育課☎24-8813

就園時間　午前８時 10分～９時に登園
　降園は午後２時。土・日曜日、祝日は休園
　※預かり保育を試行実施（月に 10日程度）
　時　間　午後２時から４時まで
　料　金　１回 100円（長期休業日 400円）
申込方法　令和４年１月12日㊌までに入
園申請書（市ホームページに掲載）と支給
認定申請書を各幼稚園に提出してください。

市立幼稚園
入園要件　次の全てに該当する幼児。
●令和４年 4月 1日現在で満３歳以上
●保護者が市内に居住・
住民登録している
●保護者同伴で通園できる
保育料　食材料費、行事費な
どを負担

私立幼稚園
入園要件　満３歳になった時点で入園できます。※詳細は各私立幼稚園にお尋ねください。

◆幼稚園一覧 ◆保育所（園）一覧

提出先
●新規入所（園）・転所（園）
　…子育て支援課または各支所
●継続入所（園）、きょうだいの新規入所（園）
　…各保育所（園）
提出書類
①入所申込書
②保育を必要とする理由を証明する書類
　（就労証明書、母子手帳の写し・診断書など）
③支給認定申請書（新規・転園のみ）
④申請者（保護者）の本人確認書類
⑤入所申し込み児童と、同世帯全員分のマイ
ナンバーを確認できる書類
※①③は子育て支援課・各支
所で配布。
※入所（園）年齢や保育時間な
どの詳細は各保育所（園）
にお尋ねください。

□申□問子育て支援課☎27-5400 ／各支所

入所（園）要件
市内在住の保護者が次のいずれかに該当し、
保育が必要と認められる場合。
●１カ月に48時間以上の就労または就労予定
（常勤・パート・家庭内労働など）
●出産の前後
●疾病や障がいなどがある
●家族の看護や介護をしている
●被災した
●ＤＶや虐待の恐れがある
●就学または職業訓練を受けている
●求職中　など
保育料　令和４年４月１日時点で３歳から５歳は
無料（副食費は実費負担。ただし、世帯の状況
により、免除される場合があります）。０歳か
ら２歳は保護者等の市民税課税状況などにより
算定。
提出期限　12月 28日㊋
※期限を過ぎると第１希望の保育所（園）に入所で
きない場合があります

◆認定こども園

地区 保育所（園）名 所在地 電話番号
やまぐち保育園
本渡はまゆう保育園
南保育園
めぐみ保育園
ひがしまち保育園
佐伊津保育園
本渡ふたば保育園
さくら保育園
延慶寺保育園
箱ノ水保育園
大矢崎保育園
観音保育園
幸愛保育園
天附保育園
御所浦保育所
御所浦北保育所
島子保育園
浦和保育園
有明東保育園

幼稚園名 所在地 電話番号 教　　育　　方　　針

本渡南幼稚園

本渡北幼稚園

亀場幼稚園

本渡カトリック
聖心幼稚園

愛隣幼稚園

苓陽幼稚園

川原町

浜崎町

亀場町
亀　川

大浜町

牛深町

倉岳町
棚　底

23-4469

22-3681

23-1548

23-5766

72-2152

64-3661

幼稚園教育要領に基づき、「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」を小学校と共有しながら、小学校以降の生活や
学習基盤の育成を行います。
また、家庭や地域社会と連携しながら個々の発達に応じ
たきめ細やかな教育を行います。
【給食・預かり保育（試行）あり】

愛の教えに基づいたモンテッソーリ教育を軸に、子ども
たちの健やかな自立と自律を目指します。
【通園バス・給食・預かり保育あり】

一人ひとりの個性と人格をありのままに大切に受けとめ、
自己発揮できるように絶えず応援します。
【通園バス・給食・預かり保育あり】

一人ひとりが輝く場をつくり、個々の良さを出し合える
教育を行い、特色として「マーチング」に取り組みます。
【通園バス・給食・預かり保育あり】

本

　
　
　
　
　渡

市
立
幼
稚
園

私
立
幼
稚
園

牛

　深

御
所
浦

有

　明

本渡町本渡
諏訪町
南新町
南町
浄南町
佐伊津町
旭町
本渡町本戸馬場
浜崎町
本渡町本戸馬場
本渡町広瀬
牛深町
牛深町
牛深町
御所浦町御所浦
御所浦町横浦
有明町大島子
有明町上津浦
有明町大浦

23-3396
22-5590
22-3778
23-7334
23-1925
23-6245
23-7918
22-5344
22-1669
23-8881
23-9111
73-3611
72-2804
72-2564
67-2004
67-3737
52-0019
53-0507
54-0365

地区 保育所（園）名 所在地 電話番号
本町保育園
東向寺保育園
天領保育園
愛隣保育園
枦宇土保育園
亀川保育園
椎の実保育園
下浦保育園
本渡ひまわり保育園
瀬戸保育園
志柿保育園
しろはと保育園
久玉保育園
ふかみ保育園
もみじ保育園
しらさぎ保育園
一町田保育園
宮野河内保育園
﨑津保育園

本

　
　
　
　
　渡

牛

　深

天
草

河

　浦

本町本
本町新休
本町下河内
亀場町亀川
枦宇土町
亀場町亀川
楠浦町
下浦町
志柿町
瀬戸町
志柿町
牛深町
久玉町
深海町
天草町大江
天草町下田北
河浦町河浦
河浦町宮野河内
河浦町﨑津

22-3871
23-7030
22-3333
22-3736
23-5125
23-9077
23-1979
22-4673
23-7025
23-7047
23-1489
72-3501
72-5295
75-0201
42-5167
42-3700
76-0151
78-0037
79-0181

◆保育所（園）一覧
地区 保育所（園）名 所在地 電話番号

手野保育園
有明幼児園
清涼保育園
和貴保育園

五

　和
栖
本

五和町手野
五和町御領
五和町鬼池
栖本町湯船原

34-0614
32-0091
32-0039
66-2117

地区 保育所（園）名 所在地 電話番号
東雲寺保育園
御領幼児園
城河原保育園
倉岳保育園

五

　和
倉
岳

五和町二江
五和町御領
五和町城河原
倉岳町棚底

33-1423
32-0524
34-0011
64-3480

地区 保育所（園）名 所在地 電話番号
もぐし海のこども園牛

深 牛深町 72-2772
地区 保育所（園）名 所在地 電話番号

小宮地保育園新
和 新和町小宮地 46-2002
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▶
発
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メ
ー
ジ

▶
発
火
し
た
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

リチウムイオン電池等の充電式電池や電子タバコ、ライター類、カセットボンベなどは捨て方
を間違うと発火事故につながります。各清掃センターでは、昨年度に30件、今年度は27件（９
月30日時点）の発火事故がありました。発火によりごみ処理をする機械が損傷すると、ごみを受
け入れることができなくなるほか、多額の修理費用が必要になります。
大規模火災につながる恐れもあるため、正しい方法で出しましょう。

小型家電などの拠点回収をしています

　　　　　や　　　　　　  などは
正しくごみに出しましょう

充電式電池 カセットボンベ
年末は各清掃センターやクリーンセンターにごみを持ち込む人が増え、混雑して大変時間がか

かります。ごみは地区のステーションに出してください。各センターに持ち込む場合は時間に余
裕を持ちましょう。
【注意】
●持ち込みには使用料が必要です（資源物は無料）。
●燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源物（プラマーク容器包装類、空き缶など）に分別してく
ださい。

休業日前の緊急なくみ取りには対応できない場合がありますので、早めに申し込んでください。

し尿関係許可業者の休業日ごみ収集日を変更します

年末年始

年末年始

の持ち込みは混雑しますごみ

施設名（対象地区） ごみの持ち込み受付日程（いずれも年始は１月４日㊋から）
本渡地区清掃センター

☎23-1991
（本渡・有明・栖本・新和・五和）

地　区 許　可　業　者 種　別 休　　業　　日 電話番号

本　渡

牛　深

有　明・御所浦
倉　岳・栖　本

新　和
五　和

天　草

河　浦

協業組合　本渡清掃公社

㈲牛深清掃公社

㈲牛深環境整備センター

㈱熊本メンテナンス

㈱大栄クリーン工業

㈲丸野衛生社

㈲河浦衛生

㈲丸野衛生社

㈲河浦環境清掃公社

し　尿
浄化槽清掃

し　尿

浄化槽清掃

し　尿
浄化槽清掃

し　尿
浄化槽清掃

し　尿
浄化槽清掃

し　尿

浄化槽清掃

12月29日㊌～1月3日㊊

12月30日㊍～1月3日㊊

12月30日㊍～1月4日㊋

12月30日㊍～1月3日㊊

12月29日㊌～1月4日㊋

12月30日㊍～1月4日㊋
12月29日㊌～1月4日㊋
12月31日㊎～1月3日㊊

☎22-3355

☎72-6202

☎52-0346

☎34-0489

☎42-0077

☎76-0128

☎42-0077

☎76-0611

松島地区清掃センター
☎57-0161
（倉岳）

牛深クリーンセンター
☎72-5541
（牛深）

西天草クリーンセンター
☎76-0331

（天草・河浦）

御所浦クリーンセンター
☎67-3570
（御所浦）

年末は12月 30日㊍正午まで

年末は12月 28日㊋まで

年末は12月 30日㊍正午まで

年末は12月 30日㊍正午まで

年末は12月 30日㊍午前11時まで

【燃やせるごみ】

【燃やせないごみ】
【資源物】

【燃やせるごみ】
【燃やせないごみ】
【資源物】

品　　　目 回　収　場　所 注　意　点

充電式電池、電子タバコ、スマートフォ
ン、モバイルバッテリー、ゲーム機、
デジタルカメラ、ライター類など

カセットボンベ、スプレー缶

乾電池

市役所本庁舎・支所、各
地区コミュニティセン
ター、複合施設ここらす

各地区の資源物回収ス
テーション

充電式電池は本体から取り外す

カセットボンベは使い切って、
穴を空ける
ボタン電池は販売店へ

※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。

※ごみは、午前８時30分までにごみステーション
に出してください。

※収集日以外の日には出さないでください。

□問市民環境課☎32-7861

燃やせるごみ
月曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区
土曜日に収集予定の地区
燃やせないごみ
本町
資源物
志柿町（東瀬戸、瀬戸中央、
知ヶ崎、加志、仲ノ浦）、下
浦町
燃やせるごみ
月曜日に収集予定の地区
木曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区
燃やせるごみ
月曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区

牛
　
深

有
　
明

新
　
和

栖
　
本

五
　
和

1月 3 日㊊
12月31日㊎
1月 1 日㊏

1月 3 日㊊

1月 3 日㊊

1月 3 日㊊
12月30日㊍
12月31日㊎

1月 3 日㊊
12月31日㊎

1月 6 日㊍
1月 4 日㊋
1月 5 日㊌

1月 7 日㊎

12月29日㊌

1月 4 日㊋
1月 4 日㊋
1月 4 日㊋

1月 4 日㊋
1月 4 日㊋

本
　
　
　
　
　
　
渡

対　象　地　区 変更前 変更後 対　象　地　区 変更前 変更後

1月 3 日㊊
12月31日㊎

1月 3 日㊊
12月31日㊎

1月 3 日㊊
12月31日㊎

1月 5 日㊌
12月30日㊍

1月 4 日㊋
1月 4 日㊋

1月 4 日㊋
12月30日㊍

燃やせるごみ
月曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区
燃やせるごみ
月曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区
燃やせるごみ
月曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区
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▲学校ホームページ

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正

▲申し込みはこちら ▲詳細はこちら

市の政策などに市民の皆さんの考えを反映させるため、政策案に対する意見を募集します。
政策の閲覧場所　農業振興課または各支所、市ホームページに掲載します。
閲覧期間　12月 24日㊎～令和４年１月21日㊎
募集する政策

提出方法　令和４年１月21日㊎までに、意見書（市ホームページに掲載）を持参または郵送、
FAX、メールで提出してください。
〒863-8631（住所記載不要）天草市役所・農業振興課
□申□問農業振興課☎32-6792 ／ FAX32-2524　□M nousin@city.amakusa.lg.jp

市内にある事業用の機械や器具などは償却
資産と呼ばれ、固定資産税の課税対象です。
所有している法人（個人）は、１月１日現在
の状況を毎年申告しなければいけません。
所有していて申告をしたことがない場合は、

ご連絡ください。
課税対象の償却資産（例）
●飲食店／厨房設備、レジスター、カラオ
ケセット、冷蔵庫など

●小売店／商品陳列ケース、冷蔵庫、自動
販売機、冷凍ストッカーなど

●建設業／ブルドーザー、ポータブル発電
機、作業用機械など

●農業、漁業／ビニールハウス、歩行型田
植機、漁船など

□申□問課税課☎32-6050

受験資格　①高校卒業または令和 4年 3月卒
業見込みの人

②①と同等以上の学力があると認
められる人、および令和４年３
月までに該当する見込みの人

試験日　令和４年１月25日㊋
　　　　午前８時 30分集合
ところ　本渡看護専門学校（亀場町亀川）
募集人数　20人程度
申込方法　令和４年１月12日㊌までに、入
学願書などの提出書類を
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ま
たは郵送で請求可

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

「最近、もの忘れが多くなった」、「認知症
の人への接し方を知りたい」など、もの忘れ
や認知症への悩みを相談しませんか。認知症
介護指導者の森田千香子さんが相談に応じま
す。
認知症は早く気づいて対応することで、進
行を遅らせることができる場合があります。
気軽にご相談ください。
と　き　12月 21日㊋　午後１時～４時
ところ　天草西地域包括支援センターさざんか
　　　（河浦町）

定　員　３人（先着順）
申込方法　12月14日㊋までに電話で申し
込んでください。
□申□問天草西地域包括支援センターさざんか
　　☎76-1611

働きたいけど一歩が踏み出せない人。セミ
ナーに参加して就職活動のコツやコミュニ
ケーションスキルを学んでみませんか。
対　象　15歳～ 49歳の就職を考えている人
と　き　１月18日㊋、１月26日㊌、
　　　　２月３日㊍、２月10日㊍（全 4回）
　　　　いずれも午後１時 30分～３時
ところ　複合施設ここらす
定　員　10人（先着順）
講　師　くまもと若者サポートステーション

キャリアコンサルタント
前田大輔さん

申込方法　１月11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。
□申□問生涯学習課☎27-7788 ／ FAX23-8811
□M syakyou@city.amakusa.lg.jp

□問秘書課☎24-8816

10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 19,300円

1 2,800 ㈾木原都堂瀬戸市へのお土産（瀬戸市・天草市交流連携協定締結式）雑費

28 16，500 ㈲大佛堂本渡まちづくり審議会委員の逝去に伴う葬儀への供花弔事

※累計は、令和３年４月からの合計です。
累　計 68,800円

認知症や物忘れのことを
相談しませんか

事業用の償却資産は
申告が必要です

令和４年度
本渡看護専門学校学生募集

「働きたいと思っている人」セミナー
に参加しませんか

皆さんの意見を募集します（パブリックコメント）

令和５年度から令和11年度（７年間）のま
ちづくりの基本的指針となる「第３次天草市総
合計画」を策定するために、市民の皆さんと天
草市の将来を共に考える「まちづくりワーク
ショップ」を開催します。
とき・ところ

定　員　いずれも30人
内　容　・天草市長の講演

・ワークショップ
　テーマ　「あなたが思う天草市の未
来」　ほか

申込方法　開催日の２週間前
までに二次元コードから申
し込んでください。

市では、地域のさまざまな課題を解決するた
め、市民の皆さんがアイディアを気軽に提案し、
共に解決に向けて取り組むことができる制度づ
くりを進めています。そこで、“どのような制
度だったら自分のアイディアを提案してみよう
と思うか” について、さまざまなご意見を募集
します。
提案例
・アイディアが浮かんだときにサッと SNS な
どで投稿できる

・市民のアイディアを共有できる仕組みが良い
・市がどんな課題に提案を募集しているか簡単
に検索できると良い
提出方法　12月１日㊌から28日㊋までに
郵送（住所・氏名・電話番号・
提案内容を記載【様式自由】）
または二次元コードから回答
しください。

“天草の未来”を共に考える
まちづくりワークショップ

市民のアイディアを
みんなで生かせる

制度づくりへの提案を募集

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

１月21日㊎
１月25日㊋
１月27日㊍

１月29日㊏

午後７時
　～９時

午後２時
　～４時

複合施設ここらす
牛深総合センター
棚底地区コミュニティセンター

複合施設ここらす
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▲詳細はこちら

▲詳細はこちら

天草おさかなカルタ・グッズを販売

天草の小学生が描いた絵札で天草の魚介類
を学べる「天草おさかなカルタ」と、読み句
が書かれた手ぬぐいを販売しています。遊び
ながら天草の海の幸を覚えてみませんか。
※購入方法などの詳細はお尋ねください。

【カルタ】　１セット2,000円
110㎜×76㎜（普通のカルタより少し大きめ）

【手ぬぐい】　１枚300円　350㎜×1050㎜

□申□問水産振興課☎32-6791

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。

12 月は特別授業があります。消防署の人
が先生です。救急車を呼ぶ練習や電話で通訳
してもらう練習をします。

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。

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
□問政策企画課☎27-5052

と　き　令和４年２月６日㊐
ところ　熊本市の会場
種　類　甲種、乙種１～６類、丙種
申込期間　電子：12月 13日㊊～20日㊊
　　　　　書面：12月 16日㊍～23日㊍
※受験願書などは、天草広域連合消防本部予

防課または、各消防署・分署に配置。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

「お店のチラシを作ってみよう！」
Canva（無料サイト）を使って、お店のチ

ラシを作る講座です。パソコンやスマホを
持っている人は持参してください。
と　き　12月９日㊍　午後６時 30 分～
ところ　Ama-biZ（中央新町）
□申□問 Ama-biZ☎24-5555・
　　FAX22-8655
□M info@ama-biz.jp

多種多様な職種の事業所と直接話ができる
相談会です。
と　き　毎月第１・第３木曜日　※変更あり
　　　　午前９時 30 分～ 11 時
ところ　ハローワーク天草２階
対　象　就職を希望する人
　　　　※予約・履歴書不要
参加事業所　１回につき３社程度

開催日・参加事業所の詳細は熊本労働局
ホームページをご覧ください。
□問天草公共職業安定所☎22-8609

法務局で遺言証書を保管する制度を創設し
ました。遺言に関する知識や制度の講習会を
開催します。
と　き　12月 15日㊌　午後２時～３時
ところ　熊本地方法務局天草支局（諏訪町）
申込方法　12月10日㊎までに電話で申し

込んでください。
□申□問熊本地方法務局天草支局☎22-2467

※事前申し込みが必要。詳細は県ホームページを確認。
□申□問県財産経営課☎096-333-2088

県有財産を公売します（一般競争入札） 12月・１月の外国人のための
「くらしの日本語教室」

第３回
危険物取扱者試験を実施

「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　令和４年２月18日㊎～３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
※詳細は後日、参加店舗にお知らせ

します。
参加費　１店舗１万円（２講座まで可）
申込方法　12月13日㊊までに申込書を持参、

または電話で申し込んでください。
□申□問天草まちゼミの会世話人　高松さん（高松金物店）☎23-3275

第７回 天草まちゼミの参加店舗募集
12月のAma-biZ　ITミニセミナー
～教えてエザキさん～

ア　マ　ビ　ズ

ミニ就職相談会を開催

あなたの最後の手紙を
残してみませんか

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

きょうしつ まえ ひ でん

ほ ん ご

に

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 がつ がい  こく  じん

きょう しつに　ほん　ご

がい こく じん こえ

がつ とく べつじゅぎょう

きゅうきゅうしゃ よ れんしゅう

れんしゅう

とくべつじゅぎょう つうじょうじゅぎょう

がつ にち
にち

ねん がつ

もくよう び

ふくごう し せつ

ご   ご じ ふん じ

でん  わ つうやく

しょうぼう しょ ひと

せん せい

物件名

所在地

地　籍
地　目

最低売却価格

建物見学
１時間程度

入札参加
申込期日

入札日程・
場　所

河浦高校教職員住宅 B 天草高校天草西校教職員住宅 D 天草高校天草西校管理職宿舎

河浦町河浦字四反田 3165 番
１

1418.48 ㎡（公簿・実測）
宅地（建物付き）

24,000 円

12月 17日㊎　10：30 ～

　  令和4年 1月 25日㊋
　  13：30 ～

12月 17日㊎　14：00 ～

令和4年 1月 26日㊌
10：30 ～ 13：30 ～

令和4年 1月 12日㊌　17：00 まで

県庁行政棟本館９階 903 会議室

天草町高浜南字上白木 2431
番 1 ほか

1288.93 ㎡（公簿・実測）
宅地（建物付き）

2,896,000 円

天草町高浜南字上白木 2463
番 1

362.87 ㎡（公簿・実測）
宅地（建物付き）

496,000 円

特別授業

と　き

ところ

通常授業

12月２日 2022年１月6・
13・20・27日

ぜんぶ木曜日の午後６時 30 分～８時

複合施設ここらす
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▲講師の李賀恩（イ・ハウン）さん
（国際交流推進員）

～新型コロナウイルス感染症対策～
●マスクの着用をお願いします。
●10人以上の団体は、本渡第一映劇へ電話で予約してください。
●来場者を把握するため、連絡先の記入にご協力ください。

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

市民シアター上映作品の
リクエスト募集中！

▲詳細はこちら

©松竹

熊本・天草ロケ！
と　き　12月 12日㊐　午前８時 45分集合
ところ　赤崎体育館（旧赤崎小学校）

斜面いっぱいに実ったみかんの景色が広
がる自然豊かな風景を楽しみ、地域の歴史
に触れながら、８㎞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　12 月８日㊌までに、電話また
は FAX（住所・氏名・年齢・電話番号を記載）、
で申し込んでください。

□申□問有明支所☎53-1111 ／ FAX53-1116

と　き　１月16日㊐　午前９時～
ところ　楠浦地区コミュニティセンター

文化財など７カ所のチェックポイントで
スタンプを押してゴールを目指す約７㎞の
コース。※お楽しみ抽選会あり
定　員　100人（天草島内在住の人で先着順）
持参品　帽子、タオル、飲み物
参加料　500円（中学生以下無料）
申込方法　12月21日㊋までに、電話また
は郵送、FAX、メール（大会名・住所・氏名・
年齢・電話番号を記載）で申し込んでくだ
さい。
□郵□申□問〒863-0044　市内楠浦町 2366

楠浦地区振興会事務局（楠浦地区コミュ
ニティセンター内）☎・FAX23-4456

□M kusuura@amakusa-cc.jp

楠浦よかとこスタンプラリー大会 有明フットパス

と　き　12月 25日㊏、26日㊐、27日㊊
ところ　複合施設ここらす
　　　　全３回　午後１時 30分～３時
内　容　25日…ハングルの子音、母音、複合母音
　　　　26日…パッチムを覚えよう＆激音
　　　　27日…数字の読み方＆韓国語の新造語を覚えよう！
対　象　市内の中学・高校に在学する人
定　員　10人（先着順）
申込方法　12月 17日㊎までに、申込書（市ホームページ

に掲載）を持参、または電話、FAX、メール（住所・
氏名・学校名・学年・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 a-koumin@city.amakusa.lg.jp

アンニョン!ハングル
～初めての韓国語～寺子屋ｉｎここらすを開催

公民館　青少年育成講座

と　き　12月 26日㊐　　ところ　複合施設ここらす

申込方法　12月17日㊎までに、申込書（市ホームページに掲載）を持参、または FAX、メー
ルで申し込んでください。

□申□問生涯学習課☎27-7788 ／ FAX23-8811　□M a-koumin@city.amakusa.lg.jp

KOREA

まち歩きイベント参加者募集

地域の魅力を歩いて感じる

「男はつらいよ　私の寅さん」（１９７３年・松竹）
12月 18日㊏～ 29日㊌（木曜休館）
上映時間　●10：30～
　　　　　●19：20～（18日㊏・22日㊌のみ追加上映）
監督・脚本・原作：山田洋次
主　演：渥美清、倍賞千恵子、岸惠子、前田武彦、笠智衆、前田吟、

津川雅彦、三崎千恵子、松村達雄、佐藤蛾次郎、太宰久雄
柴又に帰った寅次郎はある日、小学校時代の友人と再会。彼の妹

である独身の美しい女流画家に一目惚れしてしまい、以来、アトリ
エに通い始める寅次郎だが…。オープニングで天草も登場する大人
気シリーズ第 12作！（１時間 50分）

□問本渡第一映劇☎23-1417 ／文化課☎32-6784

市民シアターワンコインで映画を楽しもう！

公民館　全体講座

　「音楽の広場ｉｎここらす」を開催

内　　　容 時　　　間 対象者・定員

音楽に合わせて親子で体を動かす

脳トレ講座「懐かしのあの歌あの曲」

みんなの前でピアノ演奏を披露

午前 10時～ 11時

午後１時 30分～２時 30分

午後６時～７時

市内在住の未就学児とその家族
10組程度（先着順）

市内在住の人（高齢者向け）
20人程度（先着順）
市内在住の人　※観覧自由
10人程度（抽選）
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くらしの情報 くらしの情報

▲申し込みはこちら

▲図書館
ホームページ

▲申し込みは
こちら

詳細はこちら▶

宮西達也さん

申し込みはこちら▶

人生100年時代。大人の出会いを応援する
セミナーを開催します。40歳代からのパー
トナー探しやライフデザインの考え方、学校
では教えてくれなかった結婚のこと、人間関
係の構築など、海を一望できる開放的な会場
で一緒に学びます。意見を交換して、気の合
う人との出会いを見つけてみませんか。
対　象　40～50歳代の独身男女で天草市・
苓北町に在住の人、または将来移住を考え
ている人
と　き　令和４年１月15日㊏

午後１時～４時
ところ　ホテルアレグリアガーデンズ天草
参加料　2,000 円
定　員　男女各 10人程度

（抽選）

【男性参加者】１月７日㊎、または８日㊏
【女性参加者】
　１月７日㊎・８日㊏の午後、または９日㊐
※開催場所などの詳細は、参加決定者にメー
ルでお知らせします。
申込方法　１月３日㊊まで
に、申し込みフォームまた
はメール（住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を記載）で
申し込んでください。
□申㈱ボアソルテ☎096-352-2557
□M amakusaennmusubi@gmail.com
□問市男女共同参画センター☎23-8200

と　き　令和４年１月30日㊐　午後２時～　　ところ　牛深総合センター　大ホール
言葉やジェスチャーで物語を表現する『狂言』は、動物の鳴きまねや言葉遊びをテーマにした演

目が多く、気軽に楽しめます。ぜひ、この機会に『日本の笑いの芸術』を楽しんでみませんか。
出　演　野村万禄・吉住講・杉山俊広　ほか
定　員　350人程度
入場料　一般　1,000 円（全席自由）

中学生以下無料（入場券が必要）
入場券　12月 18日㊏から牛深総合センターで販売開始

※窓口販売　午前９時～／電話予約　午後１時～
□問牛深総合センター☎73-4191（月曜休館）

野村万禄 はじめての狂言～牛深公演～
の　 むら  まん　ろく

出会い応縁（援）あまくさ縁結び

　One Day Lesson　参加者募集！

イベント本番前には
戦略ミーティング（参加必須）！

図書館イベントを開催

と　き　12月 18日㊏　　ところ　複合施設ここらす
午前 10時～ 11時 30分

対　象　市内在住、または市内に通勤・通学している人
定　員　60人（抽選）

※結果はハガキで通知します。
申込方法　12月８日㊌までに各図書館カウンター、
または電話、二次元コードから申し込ん
でください。

障がいのあるお子さんの家族やこの研修に興味・関心がある人の参加をお待ちしています。
と　き　12月８日㊌　午後２時～４時 30分　　ところ　複合施設ここらす
内　容　●読書バリアフリー法ってどんな法律？　午後２時～（60分程度）

●これからの公共・学校図書館を考える　午後３時 20分～（60分程度）
視聴方法　オンデマンド配信（主催：（公財）伊藤忠記念財団）
定　員　いずれも 20人（先着順で両方選択可）
申込方法　12 月７日㊋までに各図書館カウンター、または電話、二次元コードから申し込んで
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

読書バリアフリー研修　～読書のバリアフリーをすすめるために～

よしずみこう としひろ

読書イベント
「絵本作家 宮西達也さん講演会」～にゃーごのやさしさ・ティラノのおもいやり～

みや にし  たつ   や
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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。

▲ホームページ

▲ホームページ

問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

12/６㊊

12/20㊊

12/６㊊

12/22㊌

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

12/９㊍ 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12月３日㊎までに申し込み（先着４人）

12/22㊌ 13：00～ 16：00 下田南地区コミュニティセンター
（天草町） まちづくり支援課

☎32-6661
※12月20日㊊までに申し込み（先着６人）

横田政司さん☎76-1025

吉岡賢龍さん☎46-3248

齊藤朝延さん☎67-3154

明石弘之さん☎32-0028

尾下　明さん☎42-1045

池林通秋さん☎73-4490

段下千晶さん☎23-9012
菅原利満さん☎24-1771

女性のための
無料法律相談

12/15㊌ 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

いさな館（御所浦支所２階）

一町田地区コミュニティセンタ―（河浦町）

新和町民センター

御所浦保健福祉センター

五和支所

天草支所

牛深総合センター

リンドマールTAIYO

12/16㊍ 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☎31-1107

労働・雇用・
年金無料相談会

９：30～ 11：30

10：00～ 11：00

10：00～ 11：00

12/２㊍

12/７㊋

12/８㊌

12/15㊌

12/21㊋

10：00～ 12：00

10：00～ 15：00

9：00～ 12：00

9：00～ 11：00

10：00～ 15：00

9：00～ 12：00

10：00～ 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

12/14㊋

12/15㊌

開催日の前日までに電話で申し込み

牛深総合センター

複合施設ここらす

10：30～
13：00～
14：30～

（各回１時間程度）

専門家による
事業承継個別
無料相談会

相談窓口＃天草大王と車えび
県が８年の歳月をかけて復活させた旨みたっ

ぷりの地鶏 “天草大王” と天草の養殖場で育っ
たぷりっぷりの車海老。天草市内の飲食店や宿
泊施設 22軒の自慢の料理が勢ぞろいです。
是非ご堪能ください。
と　き　12月１日㊌～

令和４年２月28日㊊
□問（一社）天草宝島観光協会
☎22-2243

手芸作品やリサイクル品、陶磁器、木工作品
などがいっぱい！市内のパン屋さんやケーキ屋
さんなども出店します。あなたの手で掘り出し
物を見つけてみませんか。
と　き　12月 11日㊏～ 12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）
□問本町ふるさと美術館（杉本）
　☎080-1745-5172

環境影響を把握する事前調査の結果（準備書）
を見ることができます。また、説明会を開催し
ます。※結果に対する意見を受け付けます。
期　間　12月 27日㊊まで

※意見受付は令和４年1月17日㊊まで
ところ　市役所本庁舎、栖本・有明支所
説明会は 12 月 15 日㊌午後 7 時 30 分から

天草市民センターで開催します。
□問自然電力㈱☎092-753-9834

（仮称）動鳴山風力発電事業準備書の
縦覧・説明会

フリーマーケットを開催

令和４年度入学希望者を対象に入試説明会を
開催します。
と　き　12月 18日㊏午前９時 30分～正午
ところ　勇志国際高等学校（御所浦町）
対　象　中学生、保護者
内　容　入試説明、授業体験、見学、個別相談
申込方法　前日までに電話で申し込み。
※御所浦港～学校間の送迎あり。
□申□問勇志国際高等学校☎67-3911

勇志国際高校（通信制）入試説明会

高校、大学などへの入学・在学時の費用を対
象とした公的な融資制度です。お子さん１人に
つき 350万円以内を、固定金利（年 1.65％〔令
和３年 11 月１日現在〕）で利用でき、在学期
間内は利息のみの返済が可能です。
※詳細はホームページ、または直
接お尋ねください。
□申□問教育ローンコールセンター

☎0570-008656

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

所在地　埼玉県志木市柏町 6-27-14
対　象　令和４年４月から首都圏の４年制大学

に進学する学生
申込期限　令和４年３月10日㊍まで
入舎料　10 万円（保証金３万円を含む）
寮　費　２人部屋…18,000 円、１人部屋…

24,000 円　※電気代、食費は実費
□申□問肥後奨学会　有斐学舎（塚本）

☎048-473-7591

熊本県出身学生寮「有斐学舎」入寮生募集

産業政策課
☎32-6786

▲詳細

ゆう  ひ

神奈川県在住の絵描き “松川久美さん” を呼
んで風景スケッチをします。初心者歓迎です。
と　き　12月 18日㊏　午前９時～正午
　　　　午後１時～４時
　　　　※いずれも 20人で先着順。
参加費　3,000 円
申込方法　前日までに電話で申し込み
※詳細はお尋ねください。
□申□問冨山☎080-7982-7263

スケッチワークショップを﨑津集落で開催
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