
くらしの情報

【ポスターの部】
対　象　小学生・中学生・高校生
テーマ　｢明るい選挙｣
規　定　画用紙の四ツ切（542㎜×382㎜)、
八ツ切（382㎜×271㎜）もしくはそれに
準ずる大きさのもの。
※作品の裏に学校名・学年・氏名を記入

【習字の部】
対　象　小学３年生から中学３年生
テーマ　小３「大切」、小４「主役」、小５「公
約」、小６「一票の力」、中１「投票参加」、
中２「明るい選挙」、中３「十八歳選挙」

規　定　和半紙 (33 ㎝×24㎝）
※作品に学校名・学年・氏名を記入

応募方法　学校指定日までに学校へ提出、ま
たは９月９日㊎までに選挙管理委員会事
務局へ提出してください。

□郵□申□問〒863-8631（住所不要）
　　　天草市役所・選挙管理委員会事務局
　　　☎32-7878

介護保険施設入所（院）者の食費・住居費
やグループホーム利用者の食材費・家賃の助
成を行います。
対　象　次の全てに該当する人
●要介護（要支援）認定を受けている
●世帯全員が住民税非課税
●預貯金などの合計額が一定額以下
※預貯金額の上限は、配偶者の有無や収入
額などにより異なります。
※配偶者には、住民票上で世帯が別になっ
ている配偶者や婚姻届を出していない事
実婚も含みます。

必要書類
●申請者と配偶者の預貯金などの金額が確
認できるものの写し（通帳など全て）
●前年に受給した非課税年金（遺族・障害
年金）の種別が分かる書類
●更新の場合は現在の認定証
※負担限度額や負担軽減額などの詳細は、お
尋ねください。
□申□問高齢者支援課☎24-8806 ／各支所

対　象　次の全てに該当する人
・市内に住所を有している
・介護職員初任者研修を受講済
・市税を滞納していない
・研修終了後１年以内（学生は卒業後１年
以内）に介護職員として市内の介護保険
サービス事業所、または生活支援員とし
て障害福祉サービス事業所に就職し、継
続して３カ月以上就業できる
・ほかに同様の補助や助成を受けていない
補助額　上限５万円

（研修に要した受講料・教材費）
申込方法　12月31日㊏（消印有効）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（住所不要）
　　　天草市役所・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。 ▲市ホームページ

８月31日㊌ 納期限
（令和４年度第３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

明るい選挙啓発作品コンクールの
作品を募集

介護保険制度の施設利用費負担軽減の
手続き（更新手続きは8月31日㊌まで）

介護職員初任者研修の
受講費用を補助
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市政だより天草、市ホームページなどで発表。
入賞者に直接連絡

審査発表

最優秀賞1点
（賞金10万円）

優秀賞2点
（賞金２万円）

令和６年３月にリニューアルオープンを
予定している「御所浦恐竜の島博物館」の
ロゴマークを募集します。

〒866-0313 市内御所浦町御所浦4310-5 御所浦白亜紀資料館 ☎ 67-2325問申郵

info@gcmuseum.ec-net. jpM

市議会議員の繰上当選

脇島義純議員が６月

14日に逝去されたこと

に伴い、繰上補充の選挙

会が6月29日に開催さ

れ、宮下幸一郎さんを当

選人に決定しました。

問選挙管理委員会事務局 ☎ 32-7878 問総務課 ☎ 24-8800

◀宮下幸一郎議員

topics

金子邦彦氏が副市長に再任

副市長の選任につい

て、市議会の同意を経て、

７月１日付で金子邦彦さ

んが副市長に再任されま

した。

◀金子邦彦副市長

topics

・印刷物（パンフレット、名刺、封筒など）や案内板、
啓発グッズなどに使用可能なデザインであること

・「天草市立御所浦恐竜の島博物館」または「御所
浦恐竜の島博物館」の文字を記載すること。文字
は漢字、ひらがな、カタカナ、英語表記（頭文字
のみでも可）など自由とする
※文字部分を変更（付加、削除など）して使用す

る場合があります。
・応募者が創作したデザインかつ未発表の作品で、

他の著作物からの流用や模倣がないものに限る

デザインの条件

8月1日㊊～9月20日㊋までに応募用紙（市
ホームページに掲載）を持参、または郵送、メ
ール（デザインの趣旨、応募者の住所、氏名、
年齢、職業または学校名・学年を記入）で応募
してください。※複数の作品を応募する場合は
それぞれ記入してください。

応募方法

最優秀作品の著作権・商標権・使用権など一切の
権利は天草市に帰属する

注意事項

詳細はこちら▼
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くらしの情報 くらしの情報

▲詳細はこちら

児童扶養手当の認定を受けている人は、８
月中に現況届の提出が必要です。この届け出
がない場合、11月分（１月支給分）以降の手
当を受給することができません。
対象者　８月１日現在、市内に住所があり児
童扶養手当の認定を受けている人
受付日時　８月１日㊊～ 31日㊌
　　　　　午前８時 30分～午後５時 15分
受付場所　本渡地域に住んでいる人
　　　　　…子育て支援課
　　　　　本渡地域以外に住んでいる人
　　　　　…住所地の支所
□申□問子育て支援課☎27-5400

広島県と長崎県では、原爆が投下された日
時（広島：８月６日㊏、長崎：８月９日㊋）
に黙とうが捧げられます。
市では８月15日㊊の終戦記念日に正午か

ら１分間、防災行政無線でサイレンを鳴らし
ます。戦没者と原爆死没者への追悼と、世界
の恒久平和を祈り、黙とうを捧げましょう。
□問健康福祉政策課☎24-8805

県福祉総合相談所では、障がいの状況や地
理的理由で直接来所できない人を対象に、専
門員による知的障がい者（児）巡回相談を実
施します。
内　容
・療育手帳の新規判定（対象：３歳以上18
歳未満）
・療育手帳の再判定
・知的障がい者（児）に関する総合的な相
談（18歳以上）

と　き
① ９ 月13日㊋・14日㊌
②11月 16日㊌・17日㊍
ところ　天草宝島国際交流会館ポルト
定　員　いずれも 21人（先着順）
※日時の指定はできません。申し込んだ人に
後日通知します。
申込方法　療育手帳申請時に申し出てくださ
い。
□申□問福祉課☎32-6071

請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受け取る権利がなくなりますので、早めに請求し
てください。
対象者　令和２年４月１日（基準日）に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金」など受け取る人（戦没者等の妻や父母など）がいない場合に、次の順
番による先順位の遺族一人（代表者）。

支給内容　額面 25万円、５年償還の記名国債
請求方法　請求書（健康福祉政策課、各支所に設置）を令和５年３月31日㊎までに提出してく
ださい。
□申□問健康福祉政策課☎24-8805 ／各支所

児童扶養手当現況届の提出を

戦没者と原爆死没者への追悼と
世界の恒久平和を祈りましょう

知的障がい者（児）巡回相談を
実施します

給付額　いずれも１世帯あたり 10万円

※令和３年度の住民税非課税世帯、または家計急変世帯として給付金を受給した世帯は対象外。
※非課税世帯でも、世帯全員が住民税均等割の課税者に扶養されている場合は対象外。
※市や県の職員を装った給付金詐欺にご注意ください。
□申□問市臨時特別給付金担当窓口（健康福祉政策課内）☎24-8300（専用ダイヤル）

住民税非課税世帯などに対する
臨時特別給付金の申請を受け付けます臨時特別給付金臨時特別給付金

戦没者等の遺族の皆さまへ
第十一回特別弔慰金請求は令和５年３月31日まで

対象事業

申込方法　いずれも９月 30日㊎までに、申請書を持参してください。（支所も可）

「コミュニティ助成事業」を活用してみませんか
令和５年度

対　　　　象

令和４年６月１日時点で、世帯全
員の令和４年度住民税均等割が非
課税の世帯

対象と思われる世帯に郵送している「確認書」または「申請書」
を提出期限までに返送してください。
確認書の提出期限　９月30日㊎（消印有効）
申請書の提出期限　10月 31日㊊（消印有効）
※詳細は、市ホームページに掲載

新型コロナウイルス感染症の影響
で、令和４年１月以降の収入が減
少し、住民税非課税世帯と同様の
事情にあると認められる世帯

該当すると思われる世帯は、10月31日㊊までにご連絡ください。
令和４年１月以降の収入が減少し、家計が急変すると見込まれる
世帯は、１カ月の収入がそれ以前に比べ減少したことを証明する
書類の提出が必要です。

受　　給　　方　　法

１　令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
２　戦没者等の子

３　戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしている
かどうかで、順番が入れ替わります。 戦没者等の死亡後

に生まれた人は対
象外。４　上記１から３以外の戦没者等の３親等内の親族（甥、姪など）

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた人（基本的
に同一の戸籍に入っていた人）に限る。

事　業　名 内　　　　　　容 補　助　額 申し込み・問い合わせ先

⑴一般コミュニティ
助成事業

⑵コミュニティセン
ター助成事業

まちづくり支援課
☎32-6661

防災危機管理課
☎24-8817

⑶自主防災組織育成
助成事業

100万～250
万円まで

事業費の３/５
（1,500万円
まで）

30万～200万
円まで

コミュニティ活動を行うために必要な設
備（備品など）の整備

住民の多くの人が使用する集会施設（コ
ミュニティセンター・自治会集会所な
ど）の建設または大規模修繕

自主防災組織、婦人防火クラブ、または
その連合体が行う地域の防災活動に必要
な施設または設備の整備
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▲詳細はこちら

使用済みとなった農業用のビニール・ポリ
フィルムなどの「産業廃棄物」を野焼きや不
法投棄することは禁止されています。農業用
の産業廃棄物は、使用した事業者（農家）が
責任を持って処理する必要がありますが、
個々の農家で適正に処理することが難しいた
め、農協などで収集日や収集場所を設けて回
収を行い、収集運搬・処理の許可を得ている
業者に委託し処理しています。
　収集日やフィルムの梱包方法などは各 JA
にお問い合わせください。
□問農業振興課☎32-6792
□問 JA本渡五和営農物流センター☎23-3050 ／
　 JAあまくさ各支所

家庭や各事業所などに設置している水道メ
ーターは、計量法により有効期限が８年と定
められています。市では有効期限が過ぎる前
に、計画的に水道メーターを取り替えていま
す。

作業は、委託業者が行います。屋外で作業
を行うため、ご不在の場合でも実施すること
があります。

作業中は、一時的に水道が使用できなくな
りご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い
します。
□問水道課☎27-0071

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。
皆さんのご協力をお願いします。

□問市民環境課☎32-7861

農業用使用済みプラスチック類の
適正処理、再資源化に努めましょう

水道メーターの取り替えに
ご協力を

市農地バンクは、所有者が管理できなく
なった農地を登録し、借りたい人へ紹介して
利用してもらう制度です。
登録要件

●すぐに耕作できる農地（耕作をしなく
なってから２年以内が目安）

●賃貸借権・使用貸借権が設定されていな
い

●所有権が明確である（所有者が死亡して
いる場合は、相続人の過半数以上の同意
が必要）

登録方法　申請書（市ホームページに掲載）
を持参、または郵送してください。
※農地バンクで紹介するのは、貸したい農

地の情報のみです。
※登録した農地の管理は、農業委員会では

行いません。
※農地バンクへの登録が、農地

の貸借を保証するものではあ
りません。

□郵□申□問〒863-8631（住所不要）天草市役所・
　　　農業委員会事務局☎32-6790

と　き　８月7日㊐・28日㊐
午前９時～正午

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
・住民基本台帳カード（所持者のみ）
・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、インターネットなどで
も申請できます。詳しくはお尋ねくださ
い。

□問市民環境課☎32-7861

同日、市民課窓口でカード交付も行いま
す。交付通知が届いた人は、事前に市民課へ
交付の予約をしてください。
※マイナンバーカードを郵送にて自宅で受け

取る「おうちで受取プラン」を利用できま
す。詳細はお尋ねください。

□問市民課☎24-8801

貸したい農地を
農地バンクに登録しませんか？

マイナンバーカード
交付申請サポート休日窓口

し尿関係許可業者の休業日休業日休業日お盆の

「市政だより天草」７月号 16 ページ「５月分市交際費の支出状況」の記事の中で誤りがありました。
お詫びして訂正します。

【誤】 元勇志国際高等学校長　野田将春さま　　【正】 元勇志国際高等学校長　野田将晴さま

お詫びと訂正

対　象　地　区 変更前 変更後 対　象　地　区 変更前 変更後

本

　
　
　
　
　
　
　渡

牛
深

燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区
燃やせないごみ

船之尾、東町、大門口、城
下、亀場町（上、恵比曽）
資源物

港町、今釡、今釡新町、本
泉、山仁田、亀場町（新田）、
楠浦町（新田、舟津１，２，
３，４，５，６、今村、釡、錦
島、大友尻）

燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区
燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区

８月11日㊍

８月11日㊍

８月11日㊍

８月11日㊍

８月11日㊍

資源物
須子、赤崎
燃やせないごみ
棚底
燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区
資源物

馬場下、渡ノ浦、平、棒の
鶴、馬場上、切越の一部（団
地前）、中田、碇石、大宮地
燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区
資源物

久留、主留、古江、路木、富
津

有
明

倉
岳

新

　
　和

五
和

河

　浦
有
明

８月11日㊍

８月11日㊍

８月11日㊍

８月11日㊍

８月11日㊍

８月11日㊍

８月12日㊎

８月12日㊎

８月６日㊏

８月12日㊎

８月12日㊎

８月15日㊊

８月10日㊌

８月12日㊎

８月10日㊌

８月12日㊎

８月12日㊎

８月11日㊍「山の日」のごみ収集日を変更します

※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

電　話休　業　期　間種　別許　可　業　者地　区

本　渡

牛　深

有　明
御所浦
倉　岳
栖　本
新　和
五　和

天　草

河　浦

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
浄化槽清掃
し　尿

浄化槽清掃

8/13㊏～ 8/15㊊

8/14 ㊐～ 8/16 ㊋

8/13㊏～ 8/16 ㊋

8/13㊏～ 8/14 ㊐

8/13㊏～ 8/16 ㊋

8/13㊏～ 8/16 ㊋
8/13㊏～ 8/15㊊

22-3355

72-6202

52-0346

34-0489

42-0077

76-0128
76-0611

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
㈲河浦環境清掃公社
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くらしの情報 くらしの情報

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

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

□

▲アンケートはこちら

「天草市景観計画」では、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。一定の規模を
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
・［景観計画区域］高さ13メートルまたは
建築面積が1,000平方メートルを超える
建築物など

・［景観形成地域］床面積が10平方メート
ルを超える建築物など
このほかにも、届け出が必要な場合があり
ます。事前にご相談ください。
□申□問都市計画課☎32-6798

国や県が実施する統計調査に従事する調査
員に登録しませんか。登録は随時受け付けて
います。調査実施の度に任命を受け、非常勤
の公務員として活動します。
応募資格　次の要件を全て満たす人
●市内在住の満 20歳以上
●税務・警察業務に従事していない
●反社会的勢力に属していない
●選挙運動に関わっていない
仕事内容　調査票の記入依頼や回収など
報　　酬　報酬額は調査の種類や受け持つ調
査件数などによって異なり、調査完了後に
支払われます。
申込方法　申込書（市ホームページに掲載）
と本人確認書類（運転免許証など）を持参
してください。※申込書は各支所にも設置
□申□問政策企画課☎27-5052

□問建築課☎32-6797

計画名　
●天草市公共施設等総合管理計画（改訂案）
●天草市公共施設等再配置・個別施設計画
（改訂案）

閲覧場所　財産経営課、または各支所、市ホ
ームページに掲載

閲覧期間　８月８日㊊～９月９日㊎
提出方法　９月９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。

□郵□申□問〒863-8631（住所不要）天草市役所・
　　　財産経営課☎24-8826 ／ FAX24-3501
□M kanzai@city.amakusa.lg.jp

市の公共交通に関する分野別計画「天草市
地域公共交通網形成計画」が今年度で終了す
ることから、新たな計画策定のためのアンケ
ート調査を９月末まで実施しています。
地域の実状に合った計画を策定できるよ
う、ご協力をお願します。

対象者以外の人でも回答
できます。二次元コードか
ら回答してください。
□問地域政策課☎27-6000

市政アンケート
第３次天草市総合計画の策定にあたり、

現状を把握する数値データ収集のため、市
内在住で満 15 歳以上の 2,500 人（住民
基本台帳から無作為に抽出）を対象に、市
政に関するアンケートを実施しています。
調査票が届いた人はご協力をお願いしま
す。
調査票は同封の返信用封筒で郵送する

か、調査票記載のURLからインターネッ
トで回答してください。
□問政策企画課☎27-5052

パブリックコメント
令和５年度から11年度までの第3次天草
市総合計画案に対する皆さんの意見を募集
します。
閲覧場所　政策企画課、または各支所、市
ホームページに掲載
閲覧期間　８月18日㊍～９月７日㊌
提出方法　９月７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。
□郵□申□問〒863-8631（住所不要）天草市役所・
　　　政策企画課☎27-5052／FAX24-3501
□M kikaku@city.amakusa.lg.jp

公共交通に関するアンケート調査を
実施しています

建築物や工作物などを
新築・解体するときは届け出を

統計調査員登録希望者を募集

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。

※８月30日～９月５日は、
「建築物防災週間」です。
市では、店舗や病院、ホテ
ルなどへの防災査察を実施
する予定です。

□窓ガラスや外壁タイルに亀裂がないか
□屋根に雨漏りの原因になる劣化がないか
□防火扉・シャッターは正常に作動するか
□廊下や階段に、避難するときの支障にな
るような物を置いていないか
□非常用照明は正常に作動するか
□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
□屋外階段にひび割れや腐食などがないか

点検項目

事故を防ぐため１年に１度は建築物の安全点検を善意の寄附
ありがとうございました（敬称略）

【令和４年５月受付分】

「第3次天草市総合計画」の策定を進めています

皆さんの意見を募集します
（パブリックコメント）

【種　　別】 【対　　象】 【調査方法】

市民
アンケート

高校生
アンケート

民生児童委員
アンケート

19 歳以上で、
市内に住所があ
る人

天草地域の高校
に通学している
全ての生徒

全ての委員

対象者を無
作為抽出し
郵送配布

Web

個別配布

南蛮風俗絵皿　１点

氏　名 寄　附　内　容

菅原　一充
すがわら　　いちみつ

※このほか、多くの皆さんから「ふるさと応援寄附
金」の寄附をいただいています。
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くらしの情報 くらしの情報

▲詳細はこちら

▲ひとり親世帯以外分▲ひとり親世帯分

市有財産の
利活用希望者を募集

利活用の有無を把握するため、利活用希望
者を調査します。希望者があった場合は、正
式に公売を実施する予定です。
物　件　旧本渡学校給食センター
区　分　給食センター
施　設　鉄筋コンクリート造２階建
床面積　1,483 ㎡
敷地面積　3,593.33 ㎡
申込方法
８月１日㊊～ 31 日㊌までに、市有財産
利活用希望調査要領や施設概要書を確認の
うえ、申出書（市ホームページに掲載）を
持参してください。

□申□問財産経営課☎24-8826

対　象　民間団体、企業、住民組織
対象事業　研修会や講演会、体験事業、イベ
ント開催などの福祉事業。ただし、次の事
業を除く。
・個人に金品を支給する事業
・国、県、または市の補助事業
・地方公共団体が実施主体として行う事業
・営利を目的とする事業
補助率・補助額　対象軽費の２分の１以内で、
１件につき年額 50万円が上限
申請期限　９月30日㊎まで
に申請書・事業計画書・収
支予算書などを持参してく
ださい。
□申□問健康福祉政策課☎24-8805

福祉基金助成金を
ご活用ください

市では、透明性の高い市政運営と市民参加による “より開かれた市政” の実現を目指して「情
報公開条例」と「個人情報保護条例」を施行しています。今回は、令和３年度分の運用状況をお
知らせします。

□問総務課☎24-8800

情報公開条例と個人情報保護条例の
運用状況のお知らせ

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食料等の物価高騰などに直面する低所
得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】
支給対象
平成16年４月２日（特別児童扶養手当の
支給対象児の場合は平成14年４月２日）か
ら令和５年２月28日までに生まれた子ども
を養育する人で、①または②に該当する人
※ひとり親世帯分の給付金を受給した人を
除く
①令和 4年度の住民税均等割が非課税
②新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て令和４年１月以降家計が急変し、住民
税均等割が非課税と同等の収入となった

支給額
　児童１人あたり一律５万円
次の全てに該当する人は申請不要
・令和４年４月分の児童手当または特別児
童扶養手当を受給している
・令和４年度分の住民税均等割が非課税
※令和４年４月から令和５年２月末までに
生まれた新生児分については、上記要件
を確認後支給

申請が必要な人
高校生のみを養育している人、公務員、支
給対象者②に該当する人
申請方法　令和５年２月28日㊋（必着）ま
でに申請してください。

市から

対象者　低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活特別給付金の受給者のうち、熊本
県低所得のひとり親世帯への生活支援特別
給付金の支給を受けられない人
支給額　１世帯あたり２万円
第２子以降の児童１人につき５千円を加算
※支給日などは、８月上旬に対象者へお知ら
せします。

【ひとり親世帯分】
支給対象
１　令和４年４月分の児童扶養手当受給者
２　公的年金給付などを受けていることに
より、令和４年４月分の児童扶養手当を
受給していない人
３　新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変し、収入が児童扶養手当
の受給水準になった人

支給額
児童１人あたり一律５万円
２・３に該当する人は、令和５年２月
28日㊋（必着）までに申請してください。
※１に該当する人は支給済

申請方法などの詳細はお尋ねください。

県から

対象者　低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金の受給者のうち、
ひとり親である人
支給額　１世帯あたり２万円
第２子以降の児童１人につき５千円を加算
※支給日などは、８月上旬に対象者へお知ら
せします。

□申□問子育て支援課☎27-5400

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

熊本県低所得のひとり親世帯への
生活支援特別給付金のお知らせ

ひとり親世帯以外の低所得者の
子育て世帯への生活支援特別給付金

◆情報公開条例の運用状況
①行政文書の公開請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数　０件

◆個人情報保護条例の運用状況
①自己情報の開示請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数　０件

実施機関名

市　長

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

病院事業の管理者

議　会

合　　計

40
2
0
0
0
0
0
2
44

40
2
0
0
0
0
0
2
44

17
1
0
0
0
0
0
2
20

23
1
0
0
0
0
0
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0

請求
者数

請求
件数 全部

公開
一部
公開

請求に対する決定の内容

非公開
実施機関名

市　長

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

病院事業の管理者

議　会

合　　計

8
0
0
0
0
0
8
0
16

8
0
0
0
0
0
8
0
16

5
0
0
0
0
0
4
0
9

3
0
0
0
0
0
1
0
4

0
0
0
0
0
0
3
0
3

請求
者数

請求
件数 全部

開示
一部
開示

請求に対する決定の内容

非開示
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くらしの情報 くらしの情報

▲詳細はこちら

▲詳細はこちら

受験資格　身体障害者手帳を有する人
勤務場所　牛深市民病院
勤務時間　応相談
採用予定日　合格者と別途調整
試験日程　応募者に別途連絡
申込書の配布　牛深市民病院
申込方法
　申込書を持参、
または郵送して
ください。

□郵□申□問〒863-1901 市内牛深町 3050 番地
　　　牛深市民病院☎73-4171

牛深市民病院
会計年度任用職員を募集します

道路や歩道へ木の枝が張り出すことや倒木
が原因で歩行者、自動車などに損害を与えた
場合、樹木の所有者が管理責任を問われるこ
とがあります。道路沿いに土地を所有し、樹
木が生えている場合は定期的に点検を行い、
危険な場合は伐採するなどの対応をお願いし
ます。
□問県道路保全課☎096-333-2495

道路沿いの樹木は
適正な管理を！

８月は遊泳中の事故が多く発生します。海
水浴場に行く際は、命を守るために次の点に
注意しましょう。
・遊泳区域以外では泳がない
・お酒を飲んだら泳がない
・沖に向かって風が吹いている時は、浮き
輪などの使用を控える
・ライフジャケットを着用する
・波が高い場合は海に近づかない
事故を目撃した時は、海上保安庁緊急通報
電話番号「118番」へ急いで通報をお願いし
ます。
遊泳中の事故防止に役立つ安
全情報は、海上保安庁ホームペ
ージ「ウォーターセーフティガ
イド遊泳編」をご覧ください。
□問熊本海上保安部交通課☎0964-52-3105

海水浴場での水難事故に
注意しましょう

職種・予定人数
　クリーンセンター業務補助員・１人
応募資格　普通自動車運転免許を有し、フォ
ークリフト運転技能講習修了証を所持、ま
たは取得見込み

業務内容　ごみの持ち込み対応、資源物や燃
やせないごみの分別処理業務など

勤務場所　西天草クリーンセンター（天草町）
任用期間　９月１日～令和５年３月31日
勤務時間　週30時間（土・日、祝日を除く）
報酬（月額）　111,329 円
試験日程　８月23日㊋
試験内容　書類審査、面接
申込方法　８月12日㊎までに申込用紙（市
ホームページに掲載）を持参、または郵送
（必着）してください。

□郵□申□問〒863-8631（住所不要）
　　　天草市役所・市民環境課☎32-7861

■業務により感染したことが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事したことにより感染した可能性が高
い場合
リスクが高い業務の例
・複数の感染者が確認された労働環境下での業務
・顧客などと近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護職は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し（羅患後症状があり）、療養などが必要と認められている場合も対象

詳細は、厚生労働省ホームページのＱ＆Ａ（項目「５労災補償」）で確認してくだ
さい。

□問熊本労働局☎096-355-3183

～業務中に新型コロナウイルスに
　感染した場合、労災保険給付の対象になります～

西天草クリーンセンター
会計年度任用職員を募集

処　遇　特別職国家公務員の身分保障。宿舎費無料。食事、被服類、寝具は支給または貸与。
※申込方法などはお尋ねください。
□問自衛隊熊本地方協力本部天草駐在員事務所☎22-3349

令和４年度採用（令和５年入隊・入校）
「陸上・海上・航空自衛官」募集「陸上・海上・航空自衛官」「陸上・海上・航空自衛官」

募集職種・採用予定人数
給食調理員・若干名
事務補助員・若干名
清　掃　員・若干名

募　集　種　目 受験資格 一　次　試　験　日 試 験 会 場

陸上・海上・
航空

令和５年３月 1
日現在、18 歳
以上 33 歳未満
の人

高卒（見込含む）
21歳未満の人
高卒（見込含む）
23歳未満の人

高卒（見込含む）
21歳未満の人

天草市民センター

任意の場所
※口述などは別途通知

熊本地方合同庁舎
Ａ・Ｂ棟（熊本市）

北九州予備校（文系）
熊本地方合同庁舎（理系）
※いずれも熊本市

航空自衛隊航空学生
（パイロットコース）

海上自衛隊航空学生
（パイロットコース）

防衛医科大
学校

防衛大学校一般
（幹部自衛官コース）

一般曹
候補生

９月17日㊏

WEB試験
９月16日㊎～18日㊐
※口述など
９月21日㊌～27日㊋

９月19日㊊

10月 15日㊏

10月 22日㊏

11月５日㊏・６日㊐

自衛官
候補生

看護師
コース

医師
コース
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くらしの情報 くらしの情報

▲申し込み
フォーム

▲詳細はこちら

自分の脳の特徴を調べ、苦手な分野のトレ
ーニング方法などを楽しく学ぶことができま
す。

もの忘れが気になる人や認知症予防に取り
組みたい人など、ぜひご参加ください。
と　き　チェック会：8月 25日㊍
　　　　結果説明会：9月 22日㊍
　　　　いずれも午後２時～４時
ところ　五和漁村センター
定　員　30 人（先着順）
申込方法　８月18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

「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
や認知症について相談しませんか。認知症介
護指導者の森田千香子さんが個別に相談に応
じます。
と　き　８月23日㊋　午後１時～４時
ところ　高浜地区コミュニティセンター
　　　　（天草町）
定　員　3 人（先着順）
申込方法　８月16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

世界全体で取り組まれているSDGｓ（持続
可能な開発目標）。環境問題の視点から考え、
理解を深めるために、県立天草高等学校と共
催で、「環境シンポジウム」を開催します。
と　き　８月27日㊏
　　　　午前９時 30 分～午後３時 30 分
ところ　天草市民センター　ホールなど
内　容

■講　演　海洋環境について（予定）
■発　表

・天草各地の海洋ゴミの調査報告
・アニメーション発表（海洋ごみについ

て）天草高等学校 × 京都芸術大学 ×
市

■パネルディスカッション
海洋プラスチックごみを減らすには

■体験コーナー（定員：小学生 30 人）
・科学実験（つかめる水など）
・アマモの定植体験

■展示コーナー（申込不要）
各種団体の活動を紹介

※前日までに二次元コード（市
ホームページに掲載）から申
し込んでください。

□問市民環境課☎32-7861

搭乗期間　８月18日㊍～令和５年３月17日㊎（12月 29日～１月５日を除く）
路線・運賃　天草⇔福岡間　片道 2,500 円
定　　員　200席
利用資格　市内在住で平成 16年 4月 2日～平成 19年 4月 1日生まれの人
　　　　　※高校在学が必須条件ではありません
申込方法　利用予定の１カ月前までに電話で申し込んでください。
※搭乗手続きの際は住所・生年月日が確認できる書類を持参

「天草市民　高校生割」
天草エアライン㈱ からのお知らせ

□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）

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。いろんな国から来
た人が参加しています。日本の文化や習慣も
知ることができます。知り合いの外国人を誘
ってください。
と　き　９月１日・８日・15日・22日・29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　各開催日の前日までに、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

９月の外国人のための
「くらしの日本語教室」

８月のAma-biZ　ITミニセミナー
～教えてエザキさん～

ア　マ　ビ　ズ

□問 秘書課☎24-8816

６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

17 16,500 有限会社大佛堂天草市議会議員　脇島義純さまのご逝去に伴う葬儀
への供花弔　事

28 7,000 一般社団法人天草宝島観光協会一般社団法人天草宝島観光協会
令和４年度通常総会会　費

29 6,000 天草経済開発同友会天草経済開発同友会例会（熊本経済同友会との合同
例会）会　費

※累計は、令和４年４月からの合計です。

合　計 29,500円 累　計 90,276円

もの忘れ相談室を開催します

「脳いきいき度チェック会」
参加者募集

「お店の IT セミナー」
お店を経営している人必見！
IT ツールを活かした支払い方法や宣伝方法

などが学べる盛りだくさんの内容です。

いずれも午後６時 30 分～ (１時間 30 分程度 )
ところ　Ama-biZ（中央新町）
申込方法　各開催日の前日まで

に電話、または申し込みフォ
ームから申し込んでください。

□申□問市起業創業・中小企業支援センター
　　（Ama-biZ）☎24-5555

と　き　８月21日㊐　午前 10 時～
ところ　天草市民センター　大ホール
申込方法　８月19日㊎までに電話で申し込

んでください。
□申□問産業政策課☎32-6786

天草宝島起業塾高校生コース
ビジネスプラン発表会を開催します

環境シンポジウムを
開催します

と　　き

８月 ３ 日㊌

８月10日㊌

８月17日㊌

８月24日㊌

８月31日㊌

内　　　　容
お盆前対策！コロナ対応のPR
はどうする？
メリットたくさん！
～キャッシュレスとは～
SNS のやり取りで商品が売れ
るために
お店の世界観をつくるITツー
ル

お店の新しい PR方法

あま くさ  し す に

つか こ　　みゅ　 に　 け　 ー　  しょ　   ん よ か

ー　る　　　な まえ　　 れんらくさき　　 おし

かくかい さい  び　　　ぜんじつ　　　　　　　　　でん  わ　　　 め

いっ しょ べんきょう くに き

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 しつに　ほん　ご

ひと　　 さん   か　　　　　　　　　　　　　　 に  ほん　　 ぶん  か　　 しゅうかん

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し　　　 あ　　　　　がいこく じん　　 さそ

がつ にち にち にち にち にち

すべ もく よう  び

ふくごう  し  せつ

ご　ご じ じふん
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くらしの情報 くらしの情報

▲申し込みはこちら▲申し込みはこちら

▲LINE公式アカウント

▲申し込みはこちら

当時の天草コレジヨについて学んでみませ
んか。８月と 11 月の連続講座です。
と　き　天草コレジヨ学Ⅰ：８月20日㊏

天草コレジヨ学Ⅱ：11月 26日㊏
いずれも午後１時 30分から（２時
間程度）

ところ　天草コレジヨ館（河浦町）
内　容　天草コレジヨ学Ⅰ

　天草本を読んでみよう
天草コレジヨ学Ⅱ　印刷体験しよう

参加者　20 ～ 30 人程度
（小学生以下は保護者同伴）

申込方法　８月12日㊎までに電話、または
FAX で申し込んでください。

天草コレジヨ館では、河内浦（現河浦町）
での布教状況をドイツ語で記した『宣教師書
簡集』や天草コレジヨで印刷された『羅葡日
対訳辞典』（復刻版）等、魅力的な歴史資料
を新たに展示するなど、展示内容の一部を更
新しました。皆さん、ぜひご覧ください。
□申□問天草コレジヨ館☎76-0388 ／
　　FAX76-0080（木曜休館）

日本人として初めてヨーロッパを訪問した
天正遣欧使節の少年４人。ローマ法王に謁見
するなどして熱狂的な歓迎を受け、帰国後、
天草コレジヨで神学などを学びました。

その少年たちが旅したヨーロッパのコース
等をパネルなどで紹介するトピック展を開催
します。ぜひご覧ください。
と　き　８月29日㊊まで

午前９時～午後５時まで（入館は午
後４時 30 分まで）
毎週火曜休館（８月２日㊋除く）

ところ　天草キリシタン館

と　き　８月７日㊐　午前 10 時 30 分
ところ　天草キリシタン館
定　員　25 人（先着順）
解　説　明瀬晴彦さん（日本ポルトガル協会）
申込方法　８月６日㊏までに電話で申し込

んでください。
□申□問天草キリシタン館☎22-3845

オンラインの仕事に必要な基礎知識を学べ
る講座です。コミュニケーションツールの使
い方や先輩ワーカーの自己管理術、ビジネス
によく使用するエクセルの基本的な使い方な
どを学びます。
対象者　オンラインで仕事を始めたいと考え

ている市内在住の人
定　員　15 人（抽選）
と　き　９月の毎週火曜日（全４回）
　　　　午前 10 時～午後０時 30 分
ところ　あまスタ★ファロール（中央新町）
持参物　マイクロソフト社のエクセルをイン

ストール済みのパソコン
受講料　3,000 円
申込方法　８月26日㊎までに二次元コー

ドから申し込んでください。
□申□問みらい㈱あまスタ★
　　ファロール☎24-8775
□問産業政策課☎32-6786

「自分も最新のやり方を学びたい」、「実際
に活躍している人から本格的に学んでみた
い」そんな人のために、シェアリングエコノ
ミー協会からプロの講師を招いて育成講座を
行います。
対象者　オンラインで仕事を始めたいと考え

ている市内在住の人
定　員　15 人（抽選）
と　き　８月18日、９月１日・15日・29日、
10月 13日・27日、11月 10日

　いずれも木曜日の午前10時～午後０時30分
実施方法　Zoom（各自でパソコンを準備）
　※初回のみ天草宝島国際交流会館ポルト
受講料　5,000 円
申込方法　８月12日㊎までに二次元コー

ドから申し込んでください。
□申□問みらい㈱あまスタ★
　　ファロール☎24-8775
□問産業政策課☎32-6786

メタバース（仮想空間）で必要となるアバ
ターの制作スキルやアバターを使った動画の
編集などを現役メタバースプロデューサーか
ら学びます。
対　象　パソコンの基本的な操作ができる人

で、動画編集に興味があり、全3回の講座
に参加できる人
定　員　10 人（抽選）
と　き　９月５日㊊、７日㊌、９日㊎
午前の部：午前 10 時～午後０時 30 分
午後の部：午後６時 30 分～午後９時
ところ　あまスタ★ファロール（中央新町）
持参物　パソコン※貸出は台数に限りあり
受講料　3,000 円
申込方法　８月31日㊌までに二次元コー

ドから申し込んでください。
□申□問みらい㈱あまスタ★
　　ファロール☎24-8775
□問産業政策課☎32-6786

韓国語を学んでみませんか。
対　象　市内の中学校・高校に通う学生
と　き　1 回目：８月25日㊍
　　　　2 回目：８月26日㊎
　　　　いずれも午後２時～３時30分（全２回）
ところ　複合施設ここらす
定　員　15 人程度（先着順）
申込方法　８月１日㊊～16日㊋までに電

話、または FAX、メール（住所・氏名・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 a-koumin@city.amakusa.lg.jp

夏休みのお楽しみ企画として、市内４つのキリシタ
ン資料館と５つの道の駅を巡るデジタルスタンプラ
リーを開催しています。スタンプを獲得して応募する
と、抽選で豪華賞品が当たります。
と　　き　８月31日㊌まで
参加方法　・二次元コードからLINEアプリで参加登録

・アプリ内でスタンプの獲得や応募も可能
※キリシタン資料館をお得に巡ること
ができる周遊券を販売しています。
□問観光振興課☎32-6787

キリシタン資料館と
道の駅を巡る
デジタルスタンプラリーを開催！

天草コレジヨ学Ⅰ・Ⅱ
参加者募集

天草キリシタン館歴史トピック展
「南蛮紀行－ポルトガル・スペイン・
イタリアと天正遣欧使節－」

オンラインお仕事講座

オンラインシェアワーカー
育成講座

初心者でもスキルが身につく！
「VR」クリエイター養成講座

本渡地区公民館　青少年育成講座
「アンニョン！ハングル～初めての韓国語・
寺子屋ｉｎここらす～」受講者募集

てんしょうけんおう   し   せつ

天草コレジヨ館の展示を一部更新しました！

「ギャラリートーク」

ら　 ぼ　にち
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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

～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

35mmフ
ィルム上

映

市立図書館▶
ホームページ

①『１日でできる！ドキドキ自由研究
アイデア集』

　佐々木昭弘 監修（ブディック社）
②『もぐ★もぐ自由研究＆クラフト』
　（学研プラス）
③『雲と雨の大研究』
　荒木健太郎 監修（PHP 研究所）
④『お父さんが教える自由研究の書き

かた』
　赤木かん子 著（自由国民社）

①

④

② ③

エコクラフトかご 土人形 天草押し絵

市民の戦争体験記を市立図書館と学校図書館
で貸し出しています。
・もう二度と戦争はしてはいけない！（嶺和子）
・「欲しがりません、勝つまでは！」～大東亜
戦争時のあれ・これ～（吉野エミ子）

・子どものころ戦争があった
　（上中万五郎）
・佐伊津村の頃（寺下信義）
□問中央図書館☎23-7001

各学校図書館の活動状況
を写真などで紹介します。
と　き
　８月31日㊌まで
ところ　中央図書館
□問中央図書館☎23-7001

と　き　８月７日㊐　午前 10時～ 11時　　ところ　一町田地区コミュニティセンター（河浦町）
対　象　乳幼児～小学校低学年と保護者
内　容　ありすボランティアと河浦図書館職員による絵本の読み聞かせ、手遊び、工作
□問河浦図書館☎74-8111

ところ　天草文化交流館（船之尾町）
申込方法　８月２日㊋から申込期
限までに電話、または FAX（講座
名・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）

天草文化交流館の制作体験講座に参加してみませんか

※チケットはいずれも牛深総合センターで販売中（電話予約可）
□問牛深総合センター☎73-4191（月曜休館）

劇場版名探偵コナン　時計じかけの摩天楼（1997年・東宝）
８月６日㊏～12日㊎　※10日㊌は休館
上映時間　●10：30～ 12：05

●19：20～ 20：55（土曜日のみ追加上映）
【キャスト・スタッフ】
監　督：こだま兼嗣　　脚　本：古内一成
原　作：青山剛昌　　　音　楽：大野克夫
声の出演：高山みなみ、山崎和佳奈、神谷　明、山口勝平、

石田太郎、山路和弘

プラスチック爆弾用の火薬を盗み次々と市街地爆破を予告する
謎の男と、コナンたちの息詰まる闘いを描く。
刻一刻と迫るタイムリミットや二転三転するスリリングな展開
など、見どころいっぱいの超人気アニメシリーズ第一作！

（１時間 35 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！

『夏ハイヤ』
牛深ハイヤ祭りを見逃した人やもう一度見
たい人、夏も牛深ハイヤで盛り上がりません
か。
と　き　８月21日㊐　午後１時 30分から
ところ　牛深総合センター　大ホール
出　演：早水社中／光彩会／青海会／南風倶
楽部／桃の会／加世浦えびす会／天草市役
所牛深ハイヤチーム　ほか
定　員　350人程度
入場料　一般 500円／学生無料（全席自由）

『アマチュアバンドの祭典』
市内在住の音楽愛好家を集めたライブを開
催します。ロックやポップス、フォークなど
の音楽を一緒に楽しみませんか。
と　き　８月７日㊐　午後１時 30分から
ところ　牛深総合センター　大ホール
出演団体　F.Y.B／天草音楽集団カポエラ／
SAYUKI／音楽商店　ほか
定　員　350人程度
入場料　1,000 円（全席自由）

夏休みの自由研究は決まっていますか。役立
つ本を紹介します。

夏休みの自由研究 平和を願う  ―終戦から77年―

学校図書館活動展示

牛深総合センター自主文化事業

河浦図書館「なつのおはなし会」

©1997  青山剛昌／小学館・読売テレビ・
ユニバーサルミュージック・小学館プロ
ダクション・TMS

学校図書館
×

市立図書館コラボ企画

講　座　名 と　　き 参加料 定員（先着） 申込期限

エコクラフト
かご（直径12～13㎝程度）１個

天草押し絵

８月２８日㊐
午前９時～正午

1,000 円

６人

８人

５人
（追加）

①型抜き：９月７日㊌
②絵付け：９月２１日㊌
いずれも午後１時３０分～４時

毎月２回
第2・4木曜日 (開催中 )

８月25日㊍

９月 ４ 日㊐

随　時

土　人　形
どろ
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くらしの情報 くらしの情報

ところ　複合施設ここらす
申込方法　８月１日㊊から16日㊋（①は１日㊊～８日㊊）までに電話、FAX、またはメール

（講座名・住所・氏名・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 a-koumin@city.amakusa.lg.jp

人権擁護委員に人権問題や家庭問題、金銭問題などを相談できます。
開設時間　午前 10 時から午後３時まで

熊本地方法務局天草支局では、月
～金曜日（祝日を除く）の午前８時
30 分～午後５時 15 分まで常設相談
所を設けています。
※月・水・金曜日の午前９時～午後

４時の間は、人権擁護委員が常駐。
□問天草人権擁護委員協議会
　（熊本地方法務局天草支局内）
　☎22-2467

問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

８/ １ ㊊

８/ ８ ㊊

８/18㊍

８/24㊌

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

８/18㊍ 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※各営業店に設置の書類で８/12㊎までに申し込み（先着４人）

８/24㊌ 13：00 ～16：00 市役所御所浦支所２階　いさな館 まちづくり支援課
☎32-6661※８/22㊊までに電話で申し込み（先着６人）

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

狩原光司さん☎66-2649

女性のための
無料法律相談

８/17㊌ 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）

※要予約。留守番電話に連絡先を入れてください。

行政相談

天草西保健福祉センター

複合施設ここらす

御所浦診療所

市役所御所浦支所２階  いさな館

市役所五和支所

下田温泉ふれあい館ぷらっと（天草町）

リンドマールTAIYO

牛深総合センター

市役所栖本支所

８/18㊍ 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

10：00～11：00

９：30～11：30

10：00～11：00

８/10㊌

８/16㊋

８/17㊌

８/18㊍

9：00～12：00

9：00～11：00

9：30～12：00

10：00～12：00

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

相談窓口 中央生涯学習センター講座受講者募集

特設人権相談所を開設

自死遺族個別相談
家族やパートナーなど大切な人を自死で亡くした人（自死した人の親、配偶者、兄弟姉妹、子

どもその他身近な関係にある人）を対象に個別相談を開催しています。
と　　き　要相談　　　ところ　県精神保健福祉センター（熊本市東区）
利用方法　事前に電話で予約してください。
□申□問県精神保健福祉センター☎096-386-1166

大切な人を自死で亡くした人へ
8/24㊌

開催日の前日までに電話で申し込み

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

産業政策課
☎32-6786

▲詳細

始まります！

講　座　内　容 日　　　　　程 時　　間 定　員

①料理教室「カレー三昧」
　（全４回）

②ヨガ（全４回）

③美文字（全４回）

④針仕事（刺繍）
　（全４回）

⑤フィットネスタイチー
　【太極拳】（全４回）
⑥コンディショニング
　（全４回）

⑦アロマ（全５回）

と　き と　　こ　　ろ

９ 月 １ 日㊍

９ 月 ２ 日㊎
９ 月 ６ 日㊋

９ 月 ７ 日㊌

10月 12日㊌

10月 13日・20日・27日、11月
17日・24日　※いずれも木曜日

10月 18日、11月１日・８日・
22日　※いずれも火曜日

10月７日・14日・21日・28日
※いずれも金曜日

９月13日・27日、10月 11日・
25日　※いずれも火曜日

９月６日・13日・20日・27日
※いずれも火曜日

８月23日、９月６日・13日・
20日　※いずれも火曜日

８月10日・17日・24日・31日
※いずれも水曜日

午後 7 時 30 分～ 9 時

午後 7 時～ 8 時 30 分

午後 7 時 30 分～ 9 時

午後 7 時～ 8 時 30 分

16 人
先着順
15 人
抽選
10 人
抽選
８人
抽選
15 人
抽選
15 人
抽選
20 人
抽選

牛深総合センター、栖本福祉会館、一町
田地区コミュニティセンター（河浦町）
複合施設ここらす、倉岳老人福祉センター
有明老人福祉センター、新和町民センター
二江地区コミュニティセンター（五和町）、
市役所天草支所
市役所御所浦支所２階　いさな館

ざんまい

2022 . 8市政だより 天草   No.328 2829


