
くらしの情報

くらしの情報

▲詳細はこちら

業務内容
・寄附申し込みの受け付け
・受領証明書などの書類の作成・送付
・返礼品の準備、発送、配送管理
・返礼品提供事業者との連絡調整
・寄附者からの問い合わせ対応
・ポータルサイトの管理
・各種プロモーション
・税金のワンストップ特例申請受け付け
　　　　　　　　　　　　　　　　など
※システムでの一元管理が条件
審査方法　書類審査後、プレゼンテーション
申請方法　９月22日㊍までに、申請書など
を提出してください。
※詳細は市ホームページでご
確認ください。
□申□問財政課☎27-5053

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（申請窓口に備え付け）。

□申□問福祉課☎32-6071 ／各支所

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

９月30日㊎ 納期限
（令和４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

市内の登録店舗で使用できる「天草宝島商品券」を
取り扱う業者を募集しています。小売業や飲食業はも
ちろん、サービス業や建築業など幅広い業種の店舗が
登録できます。商品券には「紙」と「電子」があり、
どちらも店舗などの所在地を管轄する商工団体への申
請が必要です。

詳細は、各商工団体へ問い合わせてください。
※電子商品券を取り扱う場合は、商工団体へ申し込んだ後、インターネットでの申請
が必要です。申請方法などは、市ホームページでご確認ください。

□問産業政策課☎32-6786

ふるさと応援寄附金業務の
受託者を募集

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

天草宝島商品券の取扱事業者を随時募集天草宝島商品券 取扱事業者

店舗などの所在地

旧本渡市

旧牛深市

管轄する商工団体

本渡商工会議所
☎23-2001

牛深商工会議所
☎73-3141

店舗などの所在地

有明町・御所浦町
倉岳町・栖本町
新和町・五和町
天草町・河浦町

管轄する商工団体

天草市商工会
☎23-2020
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特別障害者手当 障害児福祉手当

次のいずれかの障がいがある
20歳未満の人を監護してい
る父母などに支給。

●身体障害者手帳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

※注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。

●身体障害者手帳１・２級程
度の異なる障がいが重複す
る人
●身体障害者手帳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人では全く
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。

●身体障害者手帳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
●障害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

【共通】所定の※注診断書、障害者手帳（所持者のみ）、受給者名義の通帳、マイナンバー（個人番号）
が分かるもの

●福祉施設に入所している人
●３カ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カ月
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
●障害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　５万 2,400 円／人
２級…
　月額　３万 4,900 円／人
（支給月…４・８・11月）

月額　２万 7,300 円

（支給月…２・５・８・11月）

次の書類を提出してください。

月額　１万 4,850 円

市ホームページ▶
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マイタイムラインの詳細▶

▲市ホームページ

と　き　９月４日㊐　午前９時～　※区や自主防災組織ごとに行います。
サイレンが、避難訓練開始の合図です。避難する場所は区からのお知らせなどで事前に確認を
お願いします。また、新型コロナウイルス感染防止のため、マスクを着用し、密を避け、体調が
すぐれない場合は参加されないようにお願いします。※荒天などで中止する場合があります。

□問防災危機管理課☎24-8817

日頃から備えておくこと
●危険な箇所は浸水・土砂災害・暴風・地震・
津波など、災害の種類によって異なるた
め、訓練や総合防災マップで事前に確認
する

●自宅内の安全な場所や知人宅など避難所
以外で避難できる場所を確認しておく

●避難を始めるタイミングを決めておくな
ど、それぞれで「マイタイムライン（防
災行動計画）」を作成し、慌
てず避難できるように備える

実際に避難する際に心がけること
●避難時は感染症対策としてマスクを着用
し、「非常持ち出し袋」やそれぞれ必要
なもの（ラジオ・常備薬・食料品など）
を持つ
●避難する前に電気、ガスなどの火元とな
る場所を確認する
●体の不自由な人、お年
寄りなど避難に時間の
かかる人はみんなで手
助けをして、早めに避
難する

就業・不就業の状態などを調査し、雇用や
経済政策などに活かす基礎資料とするため
に、総務省統計局が10月１日現在を基準日と
した就業構造基本調査を行います。９月上旬
から、国が抽出した対象地域の各家庭を「調
査員証」を携行した統計調査員が訪問します。
調査へのご理解とご協力をお願いします。

□問政策企画課☎27-5052

県では、「くまもと農業経営継承支援セン
ター」を設置し、農業経営の継承を支援して
います。ぜひご利用ください。
相談内容
・後継者がいない
・後継ぎはいるが、引継ぎの方法が分から
ない
・経営を引き継いで農業を始めたい
・経営規模を拡大したい　など

□問くまもと農業経営継承支援センター
　☎096-384-3333 ／農業振興課☎32-6792

公売物件　土地・建物

募集要項の配布　①～④財産経営課、①牛深支所、②③五和支所
申込方法　①から③は９月１日㊍から30日㊎まで、④は９月１日㊍から10月31日㊊まで

に申し込んでください。
※詳細は募集要項をご確認ください。

□申□問①～④財産経営課☎24-8826 ／①牛深支所総務振興課☎73-2111 ／②③五和支所☎32-1111

市有財産を公売します（一般競争入札）

県では、飲み水として使用している井戸などの水質検査を行っており、令和４年度に実施する
検査の希望者を募集します。
対象施設
・令和２年７月豪雨などの災害で被災した飲用井戸
・上水道未普及地域で硝酸態窒素やヒ素など、有害物質による水質悪化が懸念される井戸
・保育園や社会福祉施設などの公共性が高い施設で、多数の利用者が見込まれる飲用井戸
・水質検査を適正に行っていない、地域で管理する小規模水道施設　など

募集件数　８件（給水の現況を考慮して選定します）
　　　　　※選定された人のみに通知書を送付します。
検査時期　11月上旬
申込方法　９月30日㊎までに申込書（市ホームページに掲載）を提出してくださ

い。※申込書は各支所および本渡地域のコミュニティセンターにも設置

□申□問市民環境課☎32-7861 ／各支所

飲用井戸水などの水質検査の希望者を募集水質検査

農業経営の継承を支援します 就業構造基本調査に
ご協力ください

善意の寄附 【令和４年６月受付分】ありがとうございました（敬称略）一斉避難訓練を実施します

「市政だより天草」８月号29ページ「相談窓口の行政相談」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】   狩原光司さん☎66-2649　　  【正】   猪原光司さん☎66-2649

お詫びと訂正

物件名

① ② ③ ④

所在地

地目／地積

建　物
（面積）

用途地域

最低売却価格

旧在宅介護支援サテ
ライト施設ふたうら

旧五和海洋レジャー
センター緑地休養セ
ンター

旧五和海洋レジャー
センター艇庫

旧下浦第一小学校

二浦町亀浦字浜口
1035番 45

五和町御領字長崎
9261番 1

五和町御領字長崎
9265番 1

下浦町字嶽 1192 番
１

雑種地／ 895㎡ 宅地／ 836.99 ㎡ 雑種地／ 1,066 ㎡ 学校用地／ 8,265㎡

木造瓦葺平屋建
（101.08 ㎡）

鉄筋コンクリート造
平屋建（321㎡）

鉄骨造平屋建
（198.70 ㎡）

鉄骨造２階建
校舎（1,340 ㎡）
体育館（561㎡）

5,530,000 円 2,083,000 円
都市計画区域外

5,962,400 円 6,980,000 円

児童や生徒、学生の教育支援費用
として

氏　名 寄　附　内　容

山本　　博
ひろし 児童や生徒、学生の教育支援など

の費用として

氏　名 寄　附　内　容

村上　眞理
ま　り

※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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▲油の処理方法

年 情金 報

令和４年10月１日の制度改正に伴い、医療費の窓口負担割合が２割負担となる人を対象に、１
カ月の外来医療の窓口負担増加分のうち、３千円を超えた分を返還します。
※入院の医療費は対象外
■高額療養費の振り込み口座を登録している人
後日振り込みます。

■高額療養費の振り込み口座を登録していない人
熊本県後期高齢者医療広域連合から、９月下旬に該当者へ申請書が郵送されます。口座情報
を記入し、返送してください。

□問制度改正について　　厚生労働省コールセンター☎0120-002-719
　口座の登録について　国保年金課☎24-8802     　　　　　　　　

職種・予定人数　看護師・若干名
応募資格
・昭和42年４月２日以降生まれで、看護
師免許を有する人（令和４年度実施の国
家試験で取得見込みも可）
・二交代および三交代勤務ができる人

勤務場所　市立４病院（牛深市民病院、栖本
病院、新和病院、河浦病院）のいずれか

採用予定日　令和５年４月１日ほか
試験日程　10月 23日㊐　午前９時 15分～
試験会場　本渡看護専門学校（亀場町）
申込書の配布　病院事業部経営管理課、各市
立病院で配布。※郵送請求も可

申込方法　９月１日㊍から30日㊎（当日
消印有効）までに申込書を持参、または郵
送（当日消印有効）してください。

□郵□申□問〒863-1215
市内河浦町白木河内 223-11（天草西保
健福祉センター内）
病院事業部経営管理課☎75-3400

予定人数　１人
業務内容　事務補助業務（ふるさと応援寄附

金）
勤務場所　財政課（本庁舎２階）
任用期間　11月１日～令和５年１月31日
勤務時間　月～金曜日（祝日、年末年始を除

く）の週 30時間
報酬月額　113,109 円
試験日程　10月中旬（申込者に別途連絡）
試験内容　面接
申込方法　９月30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・政策企画課☎27-5052

予定人数　１人
応募資格　保健師の資格、普通自動車運転免

許を有する人
業務内容　各種保健業務（各種健診、指導な

ど）
勤務場所　天草東保健福祉センター（栖本町）
任用期間　11月１日～令和５年３月31日
勤務時間　月～金曜日（祝日、年末年始を除

く）の週 30時間
報酬月額　132,929 円
試験日程　９月下旬（申込者に別途連絡）
試験内容　書類審査、面接
申込方法　９月15日㊍までに、申込用紙（市
ホームページに掲載）と必要書類を持参、
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・健康福祉政策課
　　　☎24-8805

油や布、水に溶けない紙などの異物を下水
道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律で禁止されて
おり、処罰の対象です。
下水道は、安全で快適な生活を守り、河川
や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

９月21日から30日は秋の全国交通安全運動期間です。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、安心・安全で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
●夕暮れ時や夜間に出歩くときは、反射タスキや目立つ服装を
●車・自転車を運転中のスマホ操作は絶対にダメ！
●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☎32-6661

市立病院の職員を募集します

事務補助員
（会計年度任用職員）を募集

保健師
（会計年度任用職員）を募集

油や布などの異物を
下水道に流さないで！

～国民年金保険料の後払い（追納）をご存じですか～

交通事故０を目指しましょう！交通事故０
ゼロ

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
全額納付したときと比べて、
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

後期高齢者医療加入者の皆さんへ

医療費の負担割合が２割負担になる人への
配慮措置があります

平成 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
同２年度の月分
同３年度の月分

15,220 円
15,190 円
15,340 円
15,670 円
16,330 円
16,540 円
16,370 円
16,430 円
16,540 円
16,610 円

11,410 円
11,390 円
11,510 円
11,750 円
12,240 円
12,410 円
12,270 円
12,320 円
12,400 円
12,460 円

7,610 円
7,600 円
7,670 円
7,830 円
8,160 円
8,260 円
8,190 円
8,210 円
8,270 円
8,300 円

3,800 円
3,800 円
3,830 円
3,920 円
4,080 円
4,130 円
4,090 円
4,100 円
4,130 円
4,150 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・３年度はまだ加算が付いていません。
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くらしの情報 くらしの情報

▲制度の詳細は
こちら

▲詳細はこちら

▲ホームページ

▲県ホームページ

▲濃厚接触者に
該当する人とは

本渡運動公園

本渡港
天草市民センター

天草信用金庫

天草中央
総合病院

ニュー
天草病院

肥後銀行天草支店

天草バスセンター天草市役所

天草
第一病院

本渡
郵便局

天草工業
高等学校

車両全面通行止め
予　定　区　間

熊本銀行

10月１日㊏、国道324号で天草ほんどハイヤ
道中総踊りを開催します。コースは車両全面通行
止めとなりますので、迂回路の利用をお願いしま
す。※詳細はホームページをご覧ください。
車両全面通行止め予定箇所
●国道 324号　亀川交差点～大浜町交差点
　（午後４時 30分～７時 30分）
※当日は、現場スタッフ・警察の指
示に従ってください。規制内容は
変更になる場合があります。

□問天草ほんどハイヤ祭り実行委員会（本渡商工会議所内）☎23-2001

令和５年10月１日、消費税の仕入税額控
除の方式として「適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）」を導入するにあたり、適格
請求書発行事業者の登録申請を受け付けてい
ます。また、制度の概要についての説明会と
登録申請の相談会を開催します。
と　き　 ９ 月16日・30日、

10月 14日・28日、
11月 11日・25日、
12月 ９ 日・23日
※いずれも金曜日
【説明会】午後２時～３時
【相談会】午後３時～４時

ところ　天草税務署（古川町）
申込方法　開催日の前日までに、電話で申し
込んでください。

□問天草税務署個人課税部門☎22-2513
　法人課税部門☎22-4500

県内の介護・福祉施設などで職場体験がで
きます。仕事や事業所の雰囲気を肌で感じて
みませんか。体験後、希望者には就業支援な
どを行っています。
対　象
●福祉の仕事に興味がある人（小学生以上）
●介護・福祉施設などへの就職を希望する
人

体験可能日数
１人当たり延べ10日以内（１日のみの体
験も可）。
体験期間　令和５年２月28日㊋まで
申込方法　体験を希望する日の２
週間前までに電話、または申込
書（ホームページに掲載）を郵
送、FAXで提出してください。
□申□問県福祉人材・研修センター
　　☎096-322-8077 ／ FAX096-324-5464

□問秘書課☎24-8816

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

25 15,960 合名会社  天草酒造来客・訪問用お土産品（焼酎）雑　費

※累計は、令和４年４月からの合計です。
合　計 15,960円 累　計 106,236円

消費税の適格請求書等保存方式
（インボイス制度）の説明会・登録申請相談会

福祉の仕事を
体験してみませんか

��月１日の�� １

天草ほんどハイヤ道中総踊り開催に伴う
交通規制を実施

天草地域でも新型コロナウイルスの感染者が増加しています。マスクの着用や手洗い、定期的
な換気、人との距離の確保など、感染防止対策の再徹底をお願いします。発熱などの症状がある
場合、まずは、かかりつけ医など身近な医療機関に相談してください。

■相談する医療機関に迷うとき
・発熱している場合…発熱患者専用ダイヤル☎0570-096-567
・その他………………県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口☎096-300-5909

■新型コロナウイルス感染症と診断された人へのお願い
天草保健所では陽性と診断された人へ、病状などの聞き取り調査を電話で行っ
ていましたが、感染者の急増に伴い、二次元コードを使って本人が報告する方法
に変更しました。ご協力をお願いします。
※二次元コードは医療機関が配付するチラシに掲載

□問県天草保健所☎23-0172

新型コロナウイルスの
感染防止対策の再徹底をお願いします感染防止対策 再徹底

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
月曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区
燃やせないごみ
古川、下町、宮地岳町
山の手、上南、下川原
資源物

下浦町、東瀬戸、瀬戸中央、
知ヶ崎、加志、仲ノ浦

浄南、小松原、志柿東、宇
土、村下、志柿中央、志柿
西、瀬戸上、瀬戸町

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
資源物

魚貫一、魚貫二、浦越、池
田、福津、早浦、四名田、向
辺田

９月19日㊊
９月23日㊎

９月19日㊊
９月23日㊎

９月19日㊊

９月23日㊎

９月19日㊊
９月23日㊎

９月23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
資源物
楠甫、下津浦
小島子、大島子
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
燃やせないごみ
横浦島、牧島
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
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

有

　
　明

御
所
浦

倉
岳

栖
本

新
和

五
和

９月19日㊊
９月23日㊎

９月19日㊊
９月23日㊎

９月19日㊊
９月23日㊎

９月23日㊎

９月19日㊊
９月23日㊎

９月19日㊊
９月23日㊎

９月19日㊊
９月23日㊎

９月19日㊊
９月23日㊎

９月20日㊋
９月24日㊏

９月22日㊍
９月26日㊊

９月17日㊏

９月30日㊎

９月20日㊋
９月22日㊍

９月22日㊍

９月20日㊋
９月22日㊍

９月21日㊌
９月26日㊊

９月20日㊋
９月24日㊏

９月24日㊏

９月21日㊌
９月21日㊌

９月21日㊌
収集なし

９月20日㊋
９月24日㊏

９月20日㊋
９月22日㊍

９月１９日㊊「敬老の日」、23日㊎「秋分の日」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。

□問市民環境課☎32-7861

2022 . 9市政だより 天草   No.329 2021



くらしの情報 くらしの情報

▲申し込みはこちら

▲申し込みフォーム

▲ホームページ ▲公式LINE
▲協力店舗や
補助条件の
詳細はこちら

自動車のアクセルとブレーキの踏み間違い
防止装置やドライブレコーダーを協力店舗で
購入・設置した場合、費用の一部を補助しま
す。
対　象　65歳以上の運転者

※令和５年３月31日時点で65歳と
なる人を含む

補助額　踏み間違い防止装置（最大２万円）
　　　　ドライブレコーダー（最大１万円）
　　　　※いずれも１人１台
補助期間　令和５年２月28日㊋まで
※県に登録済の協力店舗で購入・
設置し、補助額を差し引いた金
額をお店に支払ってください。
※予算に上限あり。店舗によって
は期間中に終了する場合があり
ます。
□問県くらしの安全推進課☎096-333-2293

パワーポイントの基本的な操作やアニメー
ションなどを取り入れたプレゼンテーション
資料の作成、見やすく分かりやすい資料の作
り方が習得できます。
と　き　10月４日・11日・18日・25日
　　　　午前10時～午後０時30分(全４回)
　　　　※いずれも火曜日
ところ　あまスタ★ファロール（中央新町）
対　象　市内在住の人
定　員　15人（抽選）
受講料　3,000円（４回分）
持参品　マイクロソフト社のパワーポイント
をインストールしたパソコン
　※貸し出しあり（要相談）
申込方法　９月26日㊊ま
でに、二次元コードから申
し込んでください。
□申□問産業政策課☎32-6786
□問みらい㈱あまスタ★ファロール☎24-8775

と　き　11月６日㊐
ところ　天草市（天草工業高等学校を予定）
　　　　熊本市、八代市、玉名市の会場
種　類　甲種、乙種１～６種、丙種
申込期間　電子：９月12日㊊～19日㊊
　　　　　書面：９月15日㊍～22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

　
「商品イメージをバージョンアップ」
プロのカメラマンや動画クリエイターを講
師に招き、撮影のコツや画像・動画の編集、
「伝わる文章」の作り方までを一貫して学べ
るチャンスです。ぜひ、お気軽にご参加くだ
さい。

※いずれも午後６時 30分～（１時間程度）
ところ　Ama-biZ（中央新町）
申込方法　前日までに電話、ま
たは二次元コードから申し込
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

地域のお店の店主が講師となり、専門知識
やプロのコツを伝授。少人数制で60分から
90分のミニ講座です。講座内容などの詳細
は、市ホームページをご覧ください。
開催期間　９月16日㊎～10月 31日㊊
申込方法　９月９日㊎から各講座の開催日
前日までに、「まちゼミの申し込みです」
と各店へ電話で申し込んでください。

□問天草まちゼミの会世話人　髙松さん☎23-0121

店主に学んで得する街のゼミナール  受講者募集
第８回 天草まちゼミ

安全運転支援装置の
購入・設置費用を補助します

パワーポイント初級講座
参加者募集

第２回
危険物取扱者試験を実施

自然豊かな風景を楽しみながら、５キロメ
ートルのコースをゆっくりと歩いてみません
か。
と　き　９月18日㊐　午前８時 45分～
ところ　島子体育館駐車場（旧島子小学校）
定　員　30人（先着順）
参加料　1,500 円（昼食、保険料含む）
申込方法　９月９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☎53-1111 ／ FAX53-1116

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

９月のAma-biZ　ITミニセミナー
～教えてエザキさん～

ア　マ　ビ　ズ

有明フットパス参加者募集

県の無料就職相談室
「ジョブカフェ・天草ブランチ」

ダンスカンパニー“CAT-A-TAC”の藤田善
宏さんによるワークショップを開催します。
参加者は令和５年１月９日開催予定の“天草”
をテーマにした、藤田善宏さんのダンス公演
に出演することができます。ワークショップ
のみの参加もできます。お気軽にご参加くだ
さい。
と　き　11月 18日㊎　

午後７時 30分～９時
※午後７時～受付

ところ　天草市民センター　ホール
定　員　25人程度　※小学校４年生以上
参加料　500 円（高校生以下 100 円）
申込方法　９月１日㊍から10月31日㊊
までに申込用紙を郵送、またはFAXで申し
込んでください。
※詳細を記載した申込用紙は天草市民セン
ターおよび、市内の小中学校・高校など
で配布中。

□申□問〒863-0033 市内東町３
　　天草市民センター☎22-4125 ／
　　FAX22-5475
□M center@amakusa-cc.com

ダンス体験ワークショップ
よしキャット　　　アタック

ひろ

と　き 内　　　容

７日㊌

１４日㊌
２１日㊌
２８日㊌

プロカメラマンから学ぶ写真撮影の
コツ！
画像編集の方法
動画編集の方法
「伝わる文章」の作り方
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くらしの情報 くらしの情報

RUNTES
ホームページ▶

KUR ATAKE  EBISU  MAR ATHON  KUR ATAKE  EBISU  MAR ATHON  KUR ATAKE  EBISU  MAR ATHON

AMAKUSA  MAR ATHON  AMAKUSA  MAR ATHON  AMAKUSA  MAR ATHON  AMAKUSA  MAR ATHON

AMAKUSA  MARATHON  AMAKUSA  MARATHON  AMAKUSA  MARATHON  AMAKUSA  MARATHON

KURATAKE  EBISU  MARATHON  KURATAKE  EBISU  MARATHON  KURATAKE  EBISU  MARATHON

スポーツエントリー
ホームページ▶

天草に初めてキリスト教を伝えたルイス・デ・アルメイダ修道士。今回の企画展では、アルメ
イダが行った布教活動を関連資料や写真パネルで紹介します。
と　き　９月21日㊌～11月 28日㊊　　ところ　天草キリシタン館

■企画展関連セミナー
と　き　10月９日㊐　午後１時 30 分～３時 15 分　　ところ　天草市民センター　大会議室
定　員　60 人（先着順）
内　容　・「豊後 FUNAI とアルメイダ修道士」
　　　　　講　師　坪根伸也さん（大分市教育委員会審議監兼文化財課長）

・「不知火美術館・図書館の挑戦」―文化拠点の創造と市民の憩いの場として―
　講　師　瀨川優希さん
　　　　　（カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社　統括マネージャー）

申込方法　９月 30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（火曜休館）

天草や長崎などでキリスト教の布教を行
ったルイス・デ・アルメイダ神父（修道士）
の布教活動の足跡をたどる講演会です。
講　師　玉木讓さん
　　　　（郷土史家、天草文化協会副会長）
申込方法　各申込期限までに電話、または

FAX（開催日、住所、氏名、年齢、電話
番号を記入）で申し込んでください。

□申□問天草コレジヨ館☎76-0388 ／ FAX76-0080

アルメイダ神父の足跡をたどって

と　き　11月６日㊐　午前７時 40 分から受付　　定　員　200 人（先着順）
コース　倉岳小学校から倉岳山頂までの往復

●Ａコース（車道　片道 8.5 キロメートル）
●Ｂコース（険しい山道のトレイルコース　片道 4.5 キロメートル、小学４年生以上が

対象）
※地元特産品などが当たる抽選会を開催

参加料　1,000 円（高校生以下 500 円）※参加賞、昼食、保険料含む
申込方法　10月24日㊊までに、払込取扱票（スポーツ振興課、各支所に備え付け）で参加料

を振り込んでください。
□申□問棚底地区コミュニティセンター☎64-3664

と　き　令和５年２月５日㊐（雨天決行）
コース　［スタート］天草信用金庫本店前国道

［ゴール］本渡運動公園陸上競技場
対象者　15歳以上（高校生以上）で新型コロ

ナワクチンを３回以上接種済みの人
定　員　ハーフの部 2,000 人（先着順）

※フルの部は中止
参加料　6,500 円
申込方法　９月19日㊊から11月14日㊊

までにスポーツエントリーホームページか
ら申し込んでください。
※ほかの申込方法を希望する人は、スポー

ツエントリー受付窓口へ相談。

□申スポーツエントリー☎0570-039-846　□問天草マラソン大会事務局☎24-7722

と　き　令和４年12月 18日㊐（雨天決行）
　　　　午前10時から種目ごとに順次スタート
ところ　倉岳大えびす像公園一帯
種　目　10 キロメートル　３キロメートル
参加料　一般 4,000 円　高校生以下 1,000 円
申込方法　９月１日㊍から10月14日㊎まで

に、次のいずれかの方法で申し込んでくだ
さい。
●RUNTESのホームページからエントリー
●申込用紙（スポーツ振興課・各支所に備

え付け）で参加料を振り込み

□申□問倉岳えびすマラソン大会事務局（倉岳支所内）☎64-3111

第１７回  天草マラソン大会参加者募集天草マラソン大会

����.�� 倉岳えびすマラソン大会 参加者募集倉岳えびすマラソン大会

ゆずる

天草キリシタン館企画展

「大友宗麟とアルメイダ修道士と天草」を開催
おお  とも そう りん

市 民 講 座

第２３回 天草最高峰倉岳ウォーク参加者募集

ゆう  き

つぼ ね　しん  や

開催日
※いずれも午後１
時 30 分～３時

ところ

定員（先着順）

申込期限

９月１７日㊏

天草市民センター
展示ホール 天草コレジヨ館

100人程度 30人程度

９月12日㊊ 10月 24日㊊

１０月２９日㊏
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くらしの情報 くらしの情報

▲竹細工 ▲バラモン凧 ▲ハーバリウム

▲プロモーション
ビデオはこちら

申し込みはこちら▶

▲市ホームページ

三度の飯より絵が好きな江戸の天才浮世絵師“葛飾北斎”
と彼に関わる人たちを、バラエティー豊かな音楽とともに
ミュージカルでお届けします。

好きな事にとことん一途に生きた彼の人生をお楽しみく
ださい。
と　き　11 月 27 日㊐　午後２時開演
ところ　天草市民センター　ホール
入場料　2,000 円（高校生以下 1,000 円）

※９月19日㊊から天草市民センター
でチケットを販売

　（全席指定）

□問天草市民センター☎22-4125

わらび座創立７０周年記念作品「北斎マンガ」
天草市民センター自主文化事業

 　　
申込方法　９月30日㊎までに二次元コード、またはメール（住所・氏名・生

年月日・電話番号を記入）で申し込んでください。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

□申□問 ㈱ボアソルテ☎096-352-2557 ／□M amakusaennmusubi@gmail.com
□問市男女共同参画センター（複合施設ここらす内）☎23-8200   　　　　　　

漫画を原作にしたライブならではの本格ア
クションや殺陣、歌、ダンスを披露する女性
パフォーマンス集団「096ｋ熊本歌劇団」の
公演です。戦国稀代の傾奇者前田慶次と加藤
清正が出会い、数々の困難を豪快に跳ね返し
ていく一大群像絵巻。魅力たっぷりの演劇ラ
イブをご堪能ください。
と　き　10 月２日㊐　午後２時～
ところ　牛深総合センター　大ホール
入場料　2,000 円（小学生以下 1,500 円）

※全席指定
※未就学児の入場はご遠慮ください
※チケットは同センターで販売中
　（電話予約可）

□問牛深総合センター☎73-4191（月曜休館）

すてきな出会いに向けて準備しましょう。
と　き　10 月 23 日㊐

女性：午後１時～３時
男性：午後３時 30 分～５時 30 分

ところ　複合施設ここらす
●現役バーテンダーによる好感度がアップす

るトークセミナー
●現役美容師によるレッスン
　女性：印象度アップのヘアメイク
　男性：ヘアセット・眉や肌の整え方
●ライフデザインセミナー

持ち運びができる椅子を持って、好きな場
所でのんびり過ごす、今話題の「チェアリン
グ」。天草の豊かな自然の中で、チェアリン
グをしながらすてきな出会いを探してみませ
んか。
対　象　20 ～40歳の独身男女で、天草市・

苓北町に在住、または勤務している
人や将来移住を考えている人

と　き　10 月 30 日㊐
午前 10 時～午後１時 30 分

ところ　本渡海水浴場
（本渡町広瀬）

定　員　男女各 10 人程度
参加料　2,000 円

かぶ  き  もの

牛深総合センター自主文化事業
「舞台  前田慶次  かぶき旅
～肥後の虎・加藤清正～編」

ところ　天草文化交流館（船之尾町）
申込方法　９月１日㊍から各申込

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（初
心者優先で先着順）。

□申□問天草文化交流館  ☎・FAX27-5665（月曜休館）

天草文化交流館の制作体験講座に参加してみませんか

イベント本番前には事前戦略セミナー
を開催！（参加必須）

　会い応縁  あまくさ縁結びチェアリング
参加者募集

出

食生活改善推進員から健康食について学
び、一緒に料理を作ります。
と　き　９月 15 日㊍  午前 10 時～午後１時
ところ　複合施設ここらす
対　象　市内在住の人
定　員　12 人（先着順）
参加料　100 円（材料費）
申込方法　９月１日㊍から９日㊎までに電

話、またはメール・FAX（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

本渡地区公民館全体講座
「教えて・食改さん！ここらすで
ランチタイム」参加者募集

講　座　名 と　　き 参加料 定　員 申込期限

竹細工
（初心者講座）

布ぞうり

ハーバリウム
（はまぼう）

陶　芸
（ろくろ）

天草バラモン凧

９月 10 日㊏～令和５年３月 25 日㊏
までの第２・４土曜日
午前９時～正午

９月 17 日㊏　午前９時～正午
※Ｌサイズの綿のＴシャツ２枚と裁ち
ばさみを持参

９月 18 日㊐　午後１時 30分～３時

成　形：９ 月 18 日㊐
絵　付：10 月 ９ 日㊐
※いずれも午前９時～ 11時

10 月１日㊏～ 12 月３日㊏までの
第１・３土曜日（全５回）
午前９時～正午

1,000 円

300円

1,000 円

1,000 円

1,500 円

８人

15人

30人

４人

５人

９月 30 日㊎

９月 14 日㊌

９月 15 日㊍

９月 15 日㊍

９月 28 日㊌
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くらしの情報 くらしの情報

市立図書館▶
ホームページ

▲申し込みはこちら

セルフ貸出機

自動貸出機

わらべきみかさんや小山薫堂さん、高浜寛さ
んなど郷土作家のコーナーを「一般図書コーナ
ー」にリニューアル！ぜひご覧ください。

市立図書館で借りた本の履歴を記帳する通帳
を作ることができます。
★おすすめポイント
・以前借りた本のタイトルや冊数・実際に購
入した場合の金額が分かる
・子どもなどに読んであげた読書記録として

□問中央図書館☎23-7001

貸出機を使うと、カウンターに行かなくても本を借りることができます。
●セルフ貸出機（牛深・御所浦・河浦図書館、五和図書室）
貸出カードのバーコードをスキャンした後、本や雑誌のバーコード（図
書館名が書いてあるシール）をスキャンし、「貸出完了」をタッチ
●自動貸出機（中央図書館）
本を台に乗せた後、貸出カードのバーコードをかざし、台にのせた冊数
を選択。「貸出」をタッチしてレシートを印刷
※詳細は各図書館カウンターにお尋ねください。

□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

河浦支所の空調改修工事に伴い、館内への立
ち入りはできませんので、以下のサービスとな
ります。ご理解とご協力をお願いします。

【期間】９月１日㊍～令和５年１月31日㊋
火曜～金曜日（祝日を除く）の
午前９時～午後５時

・臨時窓口での予約本の受け取り
・移動図書館車巡回
・電話での問い合わせ
・返却ポスト（玄関前）
※詳細は図書館ホームページをご覧ください。
□問河浦図書館☎74-8111

９月１日から
河浦図書館の利用を一部変更

市出身作家のコーナーを
リニューアル（中央図書館）

読書履歴通帳を
作ってみませんか（中央図書館）

本の貸出機を使ってみよう！

問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

９/５㊊

９/21㊌

９/28㊌

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

９/８㊍ 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９/２㊎までに申し込み（先着４人）

９/28㊌ 13：00～16：00 御領地区コミュニティセンター（五和町） まちづくり支援課
☎32-6661※９/26㊊までに電話で申し込み（先着６人）

吉岡賢龍さん☎46-3248

尾下　明さん☎42-1045

福本英樹さん☎64-2608

明石弘之さん☎32-0028

齊藤朝延さん☎67-3154

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

９/21㊌ 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

西保健福祉センター

複合施設ここらす

御所浦診療所

新和町民センター

市役所天草支所

棚底地区コミュニティセンター（倉岳町）

市役所五和支所

市役所御所浦支所2階　いさな館

リンドマールTAIYO

牛深総合センター

９/15㊍ 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

９：30～11：30

10：00～11：00

９/６㊋

９/７㊌

９/８㊍

９/14㊌

９/20㊋

９/21㊌

10：00～15：00

10：00～15：00

9：00～11：30

9：00～11：00

9：00～12：00

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

９/13㊋

９/12㊊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

コロナ禍や大きく変化する社会情勢などが心に及ぼす影響、心のケアの必要性やストレスケア
について学ぶことができる講演会です。
と　き　10月１日㊏　午後１時～３時 30分
ところ　桜十字ホールやつしろ　多目的ホール（八代市）
対　象　子どもや若者の保護者・支援者
定　員　会場参加（100人）　Zoom参加（50人）
講　師　古賀香代子さん（九州ルーテル学院大学人文学部心理臨床学科教授）
申込方法　９月30日㊎までに、二次元コードから申し込んでください。

□申□問県子ども・若者総合相談センター（COCON ここん） 　　
　　☎096-387-7000（月～金曜日　午前８時 30 分～午後９時）

「困難を有する子ども・
  若者によりそいましょうｉｎ八代」を開催
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