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と　き　11月６日㊐・13日㊐・27日㊐
12月４日㊐・11日㊐・25日㊐

　　　　午前９時～午後５時15分まで
ところ　市民環境課（本庁舎１階）
市公式 YouTube チャンネル

「天草 City チャンネル」でスマ
ホでできる申請方法を紹介して
います。ぜひご覧ください。
□問市民環境課☎32-7861

市が販売する指定有料ごみ袋（燃やせるご
み袋４種類･燃やせないごみ袋２種類）への
広告掲載を希望する事業主を募集します。
申込方法　11月18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□問市民環境課☎32-7861

12月１日㊍から令和５年度の保育所（園）
申し込みが始まります。
就労を理由に保育所（園）へ入所を申し込
む場合は、雇用主等が勤務状況などを証明す
る書類（就労証明書など）の提出が必要で
す。期限内に提出できるよう、事前に準備を
お願いします。
様式は市ホームページに掲載しています。
また、各保育所（園）、子育て支援課および
各支所で配布しています。
※申込方法などは市政だより天
草12月号に掲載予定

□問子育て支援課☎27-5400

公有財産購入希望調査を行います。希望が
あった場合は、公売を実施する予定です。
物　　件　旧栖本保育所　
区　　分　園舎
建物構造　鉄筋コンクリート造

（一部木造平屋建）
床 面 積　548.04 平方メートル
敷地面積　1,434.61 平方メートル
申出方法　11月１日㊋から30日㊌までに
公有財産購入希望調査実施要領と施設概要
書を確認のうえ、申出書を提出してくださ
い。

公有財産公売情報
公有財産の公売情報を市ホ
ームページに随時掲載してい
ます。

□申□問財産経営課☎24-8826

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

11月30日㊌ 納期限
（令和４年度第６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

マイナンバーカード
交付申請サポート休日窓口

保育所入所申込書類
(就労証明書など)の準備はお早めに

公有財産の
購入希望者を募集

ごみ袋への
広告掲載主を募集

納付した国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で控除対象となりますが、納付したことを
証明する書類が必要です。保険料を納付した人に、日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が 10月下旬（１～９月納付分）と２月上旬（10～ 12月納付分）に送付されます。
配偶者や家族の保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。送付さ
れた「社会保険料控除証明書」や「領収証書」は、年末調整や住民税申告・確定申告のときに必
要となりますので、大切に保管してください。

□問 ねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-004 ／本渡年金事務所☎24-2154

納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象です国民年金保険料国民年金保険料国民年金保険料

※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。

□申□問市民環境課☎32-7861

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
水曜日に収集予定の地区
燃やせないごみ

港町、亀場町（新田）、楠浦
町（新田、舟津１、舟津２・
３、舟津４・５、舟津６、今
村、釡、錦島、大友尻）

馬場、浜崎、枦宇土町
資源物

船之尾、東町、上川原、川原
新町、上町、土手、大門口、
城下、亀場町（上、恵比曽）

牛の首、茂木根、佐伊津町
（上在郷、下在郷、寺の尾、
金ヶ丘、松原、堀の内、元、
町、浜洲、ほんどの森）

燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区
燃やせないごみ

天附、元下須、下平、船津、
東多々良、中浦
資源物

船津、真浦、加世浦、天附、
元下須
燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区

11月３日㊍
11月23日㊌

11月３日㊍

11月23日㊌

11月３日㊍

11月23日㊌

11月３日㊍

11月23日㊌

11月23日㊌

11月３日㊍

燃やせないごみ
小島子、大島子
資源物
下津江、横峰
資源物
横浦島、牧島
燃やせないごみ
浦
燃やせないごみ
河内、打田、馬場
燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区
資源物

大多尾、宮南、宮地浦、切
越、諏訪
燃やせるごみ
木曜日に収集予定の地区
燃やせないごみ
御領、鬼池
資源物
御領、鬼池
資源物
下田、福連木
資源物

上一町田、中村、下田、白木
河内

有

　
　明

御
所
浦

倉
岳

天
草

河
浦

栖
本

新

　
　和

五

　
　和

11月23日㊌

11月23日㊌

11月23日㊌

11月３日㊍

11月３日㊍

11月３日㊍

11月３日㊍

11月３日㊍

11月23日㊌

11月23日㊌

11月３日㊍

11月23日㊌

11月４日㊎
11月24日㊍

11月４日㊎

11月24日㊍

11月５日㊏

11月30日㊌

11月４日㊎

11月30日㊌

11月24日㊍

11月４日㊎

11月22日㊋

11月22日㊋

11月24日㊍

11月２日㊌

11月10日㊍

11月４日㊎

11月９日㊌

11月４日㊎

11月25日㊎

11月24日㊍

11月４日㊎

11月25日㊎

11月３日㊍「文化の日」、23日㊌「勤労感謝の日」のごみ収集日を変更します

有 

明
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９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

20 9,400 クラフト・ワン株式会社（丸尾焼）来客・訪問用お土産品（陶磁器）雑費
28 14,850 本渡五和農業協同組合葬祭センター御所浦町長浦区長のご逝去に伴う葬儀への供花弔事
30 6,306 有限会社喜久屋製菓来客・訪問用お土産品（お菓子）雑費

□問 秘書課☎24-8816※累計は、令和４年４月からの合計です。
合　計 30,556円 累　計 158,712円

任用期間　令和５年１月１日～３月31日　　試験日程　応募者に別途連絡
申込方法　各申込期限までに申込用紙（市ホームページに掲載）を郵送、または持参

会計年度任用職員を募集します

原油価格・物価の高騰により農産経営が深刻な影響を受けていることから、農業者の経営負担
軽減や経営安定を図るため、次の支援を行います。

□問 農業振興課☎32-6792

農業者を支援します農業者農業者農業者

対　象　市内在住の要介護１以上の高齢者などを在宅で介護をしている人
内　容　介護者交流会（悩み・意見交換会）、各種体験、弁当配布など
参加料　500円
申込方法　各申込期限までに、市社会福祉協議会各支所へ電話で申し込んでください。
■日程と申込締切日

春植え用花苗を配布
配布条件　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栽できる

こと
配布品種　●花苗（メランポジューム、サルビア、マツバボタン、日々草）

●種子（ヒマワリ、コスモス、マリーゴールド）※市販の小袋サイズ
配布数量　次のいずれかを選択（上限）

●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（申し込み多数の場合は抽選）

配布時期　種子は２月下旬、花苗は３月下旬頃を予定
申込方法　11月11日㊎までに、申込書（市ホームページに掲載、各支所に設置）を持参、ま

たは郵送してください。
□郵□申□問〒863-8631（住所不要）
　　　天草市役所・都市計画課☎32-6798

地域で緑化活動をする団体へ苗木などを支給
対象団体　市内の自治会、地区振興会、各種協議会、老人会、婦人会、子供会、保育園、幼稚園、学校、

ボランティア団体　など
支給する材料　苗木、花苗、添え木、腐葉土、肥料、プランター　など
限度額　１団体１万５千円（予算が無くなり次第終了）
申込方法　11月４日㊎から令和５年１月 20日㊎までに申請書を持参してください。

□申□問農林整備課☎32-6793 ／各支所

介護者同士で交流を深めませんか？

地域を花や緑でいっぱいにしませんか

介護の疲れを癒し、介護者同士の交流を深めてみましょう。

勤務場所
【予定人数】

業務内容

報酬（月額）

勤務時間

試験内容

申込期限・
申込先・

問い合わせ先

健康増進課（複合施設ここら
す内）【１人】 ①課税課【４人】

対 象 者

補助経費

補 助 率

申 込 先

市内に住所を有する園芸農業者（販売農家）

令和３年１月１日から12月31日の間に、
販売単価が令和２年、または平年（平成29
年～令和元年の平均）より１割以上かつ２
カ月以上減少している品目で令和４年４月
１日以降に購入した種苗購入費の一部

令和４年秋肥（６～10月）、春肥（11月～
令和５年５月）として購入した肥料代の一
部
※化学肥料低減の取り組みを行うことが条

件

市内に住所を有する農業者（販売農家）※５戸
以上で構成された販売農家グループで申請

購入費用の 30％以内 価格高騰分の 30％以内
農協組合員：農業協同組合
組合員以外：市農業再生協議会

（農業振興課内）

肥料を購入した農業協同組合や肥料販売店
など

113,109 円 116,880 円

書類審査・面接 面　　　接

②市民課【１人】

健康ポイント業務などの事務
補助全般

パソコンを使用したデータの
入力・その他事務補助全般

証明書発行などの窓口業務・
その他事務補助全般

月～金曜日のうち週５日（週
30時間）
※祝日、年末年始を除く

月～金曜日のうち週４日（週 31 時間）
※祝日、年末年始を除く

11月 18日㊎（必着）
〒863-8631（住所不要）
天草市役所・健康福祉政策課
☎24-8805

11月 24日㊍（必着）
〒863-8631（住所不要）天草市役所・市民環境課
①課税課☎32-6050
②市民課☎24-8801

園芸作物等経営安定支援事業 肥料価格高騰緊急対策事業

地　区 開催日 時　間 と　　こ　　ろ 申込期限 申し込み・問い合わせ

本 渡

牛 深

有 明

御所浦

倉 岳

栖 本

新 和

五 和

天 草

河 浦

11/18㊎

11/11㊎

11/17㊍

11/21㊊

11/14㊊

11/15㊋

11/24㊍

11/16㊌

11/11㊎

10：00～12：00

10：30～12：30

9：30～13：00

9：30～11：30

9：30～12：30

9：00～12：00

10：00～12：00 一町田地区コミュニティセンター

高浜地区コミュニティセンター

光延農園フラワートレイル、珈琲茶話（古川町）

新和町民センター

倉岳老人福祉センター

道の駅「宮地岳かかしの里」

KANPAI  AMAKUSA（新和町）

在宅介護支援  サテライト施設うしぶか

市社会福祉協議会本渡支所 11/10㊍

11/７㊊

11/10㊍

11/11㊎

11/８㊋

11/10㊍

11/15㊋

11/８㊋

11/７㊊ 河浦支所
☎76-1401

天草支所
☎42-0678

五和支所
☎32-1076

新和支所
☎46-3770

栖本支所
☎66-3367

倉岳支所
☎64-3895

御所浦支所
☎67-3782

有明支所
☎53-0110

牛深支所
☎72-2904

本渡支所
☎24-0100
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国税庁の取り組み紹介▲

対　象　平成14年４月２日から同15年４月１日までに生まれた人
※案内状は 11 月中に発送予定。案内状がなくても希望する地区に参加できます。

日　程　※本渡地区は午前と午後の２部開催　※牛深地区は８月に開催済み

※令和４年４月１日から成人年齢が引き下げられたことに伴い、名称を「成人式」から「二十歳
のつどい」に変更します。

～二十歳のつどい参加にあたってのお願い～
・37.5 度以上の発熱症状など体調が優れない人は参加を自粛してください。
・受付で検温と連絡先の確認をします。
・当日は不織布マスクの着用にご協力ください。
・終了後は、敷地内に長時間滞在しないようお願いします。
・新型コロナウイルス感染症対策による施設の利用制限があるため、式典会場への入場制限をす

る場合があります。また、感染の拡大状況によっては式典を中止する場合があります。

令和５年１月「二十歳のつどい」を開催！

税は教育、道路・河川の整備、自然環境の保全などに使われ、生活に深い関わりを持っていま
す。

国税に関することは国税庁ホームページで、県税に関することは冊子（県天草広
域本部に設置）で紹介しています。ぜひご覧ください。

また、11月11日㊎～20日㊐にイオン天草ショッピングセンターで税に関する
作品を展示します。

□問国税…天草税務署☎22-2510　県税…天草広域本部税務課☎22-4370

これからの社会に向かって
11月11日～17日は「税を考える週間」

さまざまな場面で求められるリーダーの役割を知り、自らの思いを的確に伝える
方法などを学ぶ３回連続の講座です。
ところ　複合施設ここらす
定　員　15 人程度（３回全ての講座に参加できる人）※託児あり（生後６カ月～）要予約

申込方法　11月21日㊊（必着）までに郵送、またはメール（住所・氏名・連絡先・メールア
ドレス・参加目的またはきっかけ・託児希望の有無を記入）で申し込んでください。
□郵□申□問〒863-0034 市内浄南町 4-15　市男女共同参画センター（複合施設ここらす内）☎23-8200
□M danjyokyodo.@city.amakusa.lg.jp 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男女共同参画「ステップアップセミナー」を開催します

対　象　次の全てに該当する人
・看護師・助産師の養成施設に入学を予定または在学している人（准看護師を除く）
・修了後 、市が指定する医療機関などで看護師または助産師の業務に従事する意思がある人
・医療機関などから勤務することを条件とした修学資金や、これと同等の資金貸与を受けてい

ない人※県看護師等修学資金貸与制度は併用可能
貸与額　●入学金…30 万円（上限）　●授業料相当額…月額５万円　　募集人数　15 人程度
貸与期間　令和５年４月から養成施設を卒業する日の属する月まで（通算して 48 月を限度）
※貸与期間に２年を加えた期間、市が指定する医療機関などに勤務すると修学資

金の返還が免除されます。
申込方法　12月１日㊍から令和５年１月６日㊎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・健康福祉政策課☎24-8805

市看護師等修学資金修学生を募集

11月７日㊊から11日㊎まで幼稚園週間を実施します。幼稚園での活動を体験してみませんか。
申込方法　11月４日㊎までに各園に電話で申し込んでください。

※実施内容・実施日は各園にお問い合わせください。

□問学校教育課☎24-8845

にこリングウィーク（幼稚園週間）
「未就園児親子体験活動」

開催日 地　区　名 受付時間／開式 場　所 問い合わせ先

本
　
　渡

有　　　 明

倉 岳

栖 本

天 草

河 浦

御 所 浦

新 和

五 和

本渡南地区・本渡北地区・
本町・佐伊津町
亀場町・枦宇土町・志柿町・
瀬戸町・下浦町・楠浦町・
宮地岳町令

和
５
年
１
月
３
日
㊋

１
月
４
日
㊌

10：00 ／ 11：00

13：00 ／ 14：00

9：30 ／ 10：00

9：30 ／ 10：00

13：00 ／ 14：00

10：30 ／ 11：00

9：30 ／ 10：00

10：30 ／ 11：00

9：30 ／ 10：00

9：30 ／ 10：30

天草市民センター

有明町民センター

棚底地区コミュニティセンター

栖本福祉会館

高浜地区コミュニティセンター

一町田地区コミュニティセンター

嵐口地区コミュニティセンター

新和町民センター

五和町コミュニティセンター 五和支所
☎32-1111

新和支所
☎46-2111

御所浦支所
☎67-2111

河浦支所
☎76-1111

天草支所
☎42-1111

栖本支所
☎66-3111

倉岳支所
☎64-3111

有明支所
☎53-1111

生涯学習課
☎27-7788

内　　　　　容 と　　き講　　　師

地域における女性リーダーの役割

時　　間

午前 10 時
　　～正午

「伝える」から「伝わる」へ
～結論ファーストの論理的思考・表現法～

周回遅れの議会から
多様性のあるインクルーシブな議会へ！

11月26日㊏

12月 ３ 日㊏

12月17日㊏

熊本県立大学総合管理学部
学部長・教授　澤田道夫さん

熊本大学客員教授
（NIE ファシリテーター）
越地真一郎さん

元熊本県議会議員
平野みどりさん

本渡南幼稚園
☎23-4469

本渡北幼稚園
☎22-3681

亀場幼稚園
☎23-1548

本渡カトリック聖心幼稚園
☎23-5766

愛隣幼稚園
☎72-2152

苓陽幼稚園
☎64-3661
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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

▲詳細はこちら

▲詳細はこちら

と　き　12月 10日㊏　午後２時 30 分～
ところ　嵐口地区コミセン（御所浦町）
講　師　恐竜の島博物館推進室

鵜飼宏明（学芸員）
定　員　20 人（先着順）
申込方法　12月１日㊍までに電話、また

はメール（氏名・住所・電話番号を記入）
で申し込んでください。

□申□問御所浦白亜紀資料館☎67-2325
□M info@gcmuseum.ec-net.jp

企業のポテンシャルを利益へつなげるデザ
イン経営について学びます。

【シンポジウム】
と　き　11月 15日㊋　午後１時 30 分～
ところ　複合施設ここらす
講　師　博報堂ケトルチーフ

プロデューサー
日野昌暢さん　ほか

【道　場】
と　き　11月28日～２月末ま

での期間のうち７日間（１日
３～４時間程度）

ところ　市役所ほか
□申□問産業政策課☎32-6786

食生活改善推進員から健康食について学
び、一緒に調理してみませんか。
と　き　11月 17日㊍　午前 10 時 30 分～
ところ　複合施設ここらす
参加料　100 円　　定　員　12 人 ( 先着順）
申込方法　11月１日㊋から11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（複合施設ここらす内）
　　☎27-7788 ／ FAX23-8811
□M a-koumin@city.amakusa.lg.jp

「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。

認知症に関する専門職が相談に応じます。
①と　き　11月 16日㊌　午後１時～４時

ところ　有明老人福祉センター
対応者　グループホームさざなみ

持田友和さん
②と　き　11月 22日㊋　午後１時～４時
　ところ　深海地区コミュニティセンター
　対応者　認知症介護指導者

森田千香子さん
定　員　各３人（先着順）
申込方法　開催日の１週間前までに電話で申

し込んでください。
□申□問①天草東地域包括支援センターあじさい

☎66-2266
②天草牛深地域包括支援センターすいせ

ん☎72-1133

任用期間　11月21日～令和５年３月24日
勤務時間　（週４日：午前８時55分～午後

３時40分、週１日：午前８時55分～午後
２時40分）※月20日以内　週29時間以内

業務内容　児童生徒の排泄・着替えの支援や
授業補助など

報　酬　①報酬日額
６時間　5,157 円～ 6,495 円
５時間　4,298 円～ 5,413 円

②通勤費用　実費相当額を支給
予定人数　１人
試験日程・内容
11月15日㊋　午前 11 時・個別面接など

申込方法　11月14日㊊午後４時30分（必
着）までに履歴書（写真添付）を郵送、ま
たは持参してください。
※応募者が４人になり次第締め切り

□郵□申□問〒863-2503 天草郡苓北町志岐 1217-1
　　　苓北支援学校☎35-1780

受験資格　中学校を卒業した人、または令和
５年３月卒業見込みの人

試験日　一期）12月 5日㊊
二期）令和5年 1月 14日㊏

受験会場　天草准看護高等専修学校
（本渡町本戸馬場）

募集人数　36 人（推薦入試を含む）
申込期間

一期）11月４日㊎～11月29日㊋（必着）
二期）12月15日㊍～令和５年１月10日

㊋（必着）
申込方法　入学願書などの必要書類を持参、

または簡易書留で郵送してください。
※募集要項、願書（学校ホーム

ページに掲載）は同校で配布・
郵便請求できます。

□郵□申□問〒863-0002
市内本渡町本戸馬場 1078-2
天草准看護高等専修学校☎22-2309

「ネットショップでがっちりWednesday!」
ネット販売強化月間！プロのデザイナーや

既にネットショップを開設している農家さん
を講師に招き、ネットショップ必勝法を紹介
します。

※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

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。17日㊍は消防署を見学しま
す。119 に電話することや AED の使い方を
勉強します。大事なことなのでぜひ来てくだ
さい。
と　き　11月 10・17・24日、12月１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

※17日㊍は天草広域連合消防本部
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

「やさしい日本語」は相手が分かりやすい
ように話したり書いたりする簡単な日本語の
ことです。「やさしい日本語」を使うこと
で、高齢者や子ども、外国人、障がいがある
人などとコミュニケーションがとりやすくな
ります。今回は不安になりやすい事故やケ
ガ、災害時に役に立つ内容です。ぜひご参加
ください。
対　象　日本語を母語としている人
と　き　11月 12日㊏、13日㊐
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
ところ　天草広域連合消防本部３階大会議室
申込方法　11月10日㊍までに電話、また

はメール（名前・連絡先・参加希望日を記
入）で申し込んでください。

□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

もの忘れ相談室を開催します

県立学校特別支援学校サポーター
（会計年度任用職員）を募集

11月の外国人のための
「くらしの日本語教室」

ことばのバリアフリー
緊急時に役立つ「やさしい日本語」
を学びませんか？

講演会
「御所浦の海の生き物たち」

デザイン経営シンポジウム＆デザイン
プロデュース道場参加者募集

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２」参加者募集

11月のAma-biZ　ITミニセミナー
～教えてエザキさん～

ア　マ　ビ　ズ

令和５年度天草准看護高等専修学校
学生募集（一般入試） 

う がい

あま くさ  し す に

つかほん  ご 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

　　　　　　　　　　　　　　　　　    にちもくようび　しょうぼうしょ　　  けん がく

　　　　　　　　　　　　　にちもくようび　あま くさ こう いき れんごうしょうぼうほん ぶ

　　　　　　　　　　  でん わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか　　 かた

べんきょう　　　　　　　　 だい  じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き

がつ にち がつ にち

すべ もく よう  び

ふくごう  し  せつ

ご　ご じ じふん

と　き 内　　　容

ネットを克服する 30のコツ！

農家直伝！お野菜をネット販売し
てみよう！

デザイナー直伝！デザイン力で売
上拡大

ネットショップを開拓して販売倍
増！

2日㊌

9日㊌

16日㊌

30日㊌
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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

▲申し込みはこちら

天草の魅力を国内外の旅行者に向けて伝えたい、発信したいという人のためにガイドの育成講
座を開催します。各分野の講師から、ガイドの基本であるガイディングのポイントや安全管理、
天草の地域の魅力について学ぶことができます。
対　象
A　経験者クラス…ガイド経験がある人、他地域のガイドや団体とネットワークを築きたい人
B　初心者クラス…ガイドに興味がある人
と　き　Aクラス座学　第１回　11月 19日㊏　午後１時～４時 30分

第２回　12月 ３ 日㊏　午後１時～４時 10分
Bクラス座学　第１回　11月 20 日㊐　午後１時～５時

第２回　12月 ４ 日㊐　午後１時～５時
【実地研修】12月 11日㊐　苓北と西平椿公園コース

12月 18日㊐　御所浦と倉岳コース　※どちらか１日を選択
ところ　複合施設ここらす　※12月３日㊏のみ天草市民センター　第３会議室
申込方法　11月 12日㊏までに二次元コードから申し込んでください。

□申□問ワールドフレンズ天草の浦上さん☎090-8238-7134

天草地域でガイドをしてみませんか？
　　　雲仙天草国立公園ガイド育成講座

天草空港利用促進協議会では、天草空港や天草エアラインを応援してくれる人を募集していま
す。入会金、年会費は無料です。
特　典　・AMX「みぞかポイント」５ポイントを進呈　※みぞかポイントは 12 歳以上の会員の

み加算
・会員限定ツアーへの参加、または会員限定特別運賃（期間限定）での利用
・メールマガジンによるお得な情報を配信

申込方法　二次元コードから申し込んでください。

□申□問【天草の空サポータークラブに関すること】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　天草空港利用促進協議会（地域政策課内）☎27-6000　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　【みぞかポイント・登録内容変更に関すること】天草エアライン㈱予約センター☎34-1515

天草の空サポータークラブのご案内

現役グラフィックデザイナーを講師に迎え、デザインの思考や基礎を学びます。最終日には
Canva を使った年賀状制作を行います。
対象者　市内在住で、デザインに興味がある人、デザインの基礎を学びたい人
定　員　10人（抽選）
と　き　12月１日・８日・15日　いずれも木曜日の午後６時 30分～９時

12月２日・９日・16日　いずれも金曜日の午前 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　パソコン、筆記用具、ノート
申込方法　11月 24日㊍までに二次元コードから申し込んでください。
受講料　3,000 円（全３回分）

□問みらい株式会社あまスタ★ファロール☎24ｰ8775　□申□問産業政策課☎32-6786

デ ザ イ ン 講 座

と　き　12月３日㊏　午前９時 50分～午後４時
12月４日㊐　午前８時 30分～午後３時

ところ　牛深ハイヤ大橋横・芝生広場周辺
●いきいきマーケット…牛深ならではの特産品の販

売
●ステージイベント…牛深ハイヤ踊り、餅投げなど

□問牛深あかね市実行委員会（牛深支所産業振興課内）☎73-2114

牛深あかね市を開催します

路　　線　天草⇔福岡線　※１便当たりの座席数に制限あり
搭乗期間　天草発福岡行き　12月 29日㊍～31日㊏：全便／令和５年１月１日㊐：101便
　　　　　福岡発天草行き　令和５年１月１日㊐：108便／令和５年１月２日㊊～５日㊍：全便
運　　賃　一人片道 3,200 円　※片道のみの利用も可能
当選者数　合計 40人　※当選ハガキ１枚で当選者と同行者１人まで利用可能
応募資格　天草島内在住の人
応募期限　11月 30日㊌（必着）
応募方法　ハガキ（郵便番号・住所・氏名〔ふりがな〕・年齢・性別・電話番号、当選した場合の
行き先を記入）を郵送してください。
抽選結果　12月７日㊌ごろ当選者のみにハガキで通知します。

天草地域住民　年越し＆ニューイヤー搭乗キャンペーン
天草エアライン㈱ からのお知らせ

□郵〒863-2114　市内五和町城河原１丁目2080-5　天草エアライン㈱
　「天草地域住民　年越し＆ニューイヤー搭乗キャンペーン」係
□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）
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市立図書館▶
ホームページ

▲申し込みは
こちら

と　き　12月４日㊐　午後２時 30分～
ところ　天草市民センター　ホール
出　演　能……喜多流能楽、狩野了一

狂言…野村万禄
入場料　Ｓ席 3,000 円
　　　　Ａ席 2,000 円
　　　　Ｂ席 1,000 円
※チケットは天草市民センターなどで販売中
※この公演は、宝くじの社会貢献広報事業と
して、宝くじの受託事業
収入を財源として実施し
ているコミュニティ助成
事業を活用しています。
□問（一社）市芸術文化協会☎22-8797
　文化課☎32-6784

と　き　12月 10日㊏　午後１時 30分～
ところ　天草コレジヨ館（河浦町）
講　師　文化課　中山　圭（学芸員）
定　員　30人程度（先着順）
申込方法　12月７日㊌までに電話、また
はメール・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□問天草コレジヨ館☎76-0388 ／
　　FAX76-0080
□M koreziyo@city.amakusa.lg.jp

小ヶ倉観音までの往復約９キロメートルを
ゆったり歩いてみませんか。
※豚汁の提供、お楽しみ抽選会あり
と　き　　11月27日㊐　午前 8時 30分～
集合場所　栖本地区コミュニティセンター
参加条件　天草島内在住の健康な人で脚力に

自信がある人
　　　　　※小学生以下は保護者同伴
参加料　　2,000 円（中学生以下 1,000 円）
定　員　　100 人（先着順）
申込方法　11 月 14 日㊊までに申込用紙
を郵送、または FAX、持参してください。
□郵□申□問〒861-6302 市内栖本町河内 4414-1
　　　栖本地区振興会☎66-2293 ／
　　　FAX66-2298

御領石でくまモンを作ってみませんか。
と　き　11月19・26日、12月３日（全３回）
いずれも土曜日の午後１時 30分～４時
ところ　市役所五和支所
講　師　御領石の会
参加料　2,000 円
定　員　８人（先着順）
申込方法　11月15日㊋までに電話で申し
込んでください。
□申□問御領まちづくり振興会☎32-0324

と　き　11月 20日㊐　午前９時～　※雨天中止（しんわ文化情報館のみ開催）
ところ　市役所新和支所　駐車場周辺
内　容
・ステージ　　しんわ楊貴妃竜の玉入れ選手権、新和中学校、天草消防音楽隊（寸劇）、天草サー

カスマジックショー　など
・展示・販売　農産物の展示即売、各種バザー、働く車の展示　など

展示コーナー「しんわ文化情報館」20日㊐～ 23日㊌
□問しんわ楊貴妃祭り推進協議会事務局（新和支所内）☎46-2111

子どもと大人が一緒に楽しめる小林顕作さんのごきげんな絵本の読み聞かせです。大きなスク
リーンに映る絵本を見ながら、みんなで一緒にドキドキ、ワクワクしませんか。
と　き　令和５年１月15日㊐　午前 11 時開演　　ところ　天草市民センター　ホール
入場料　1,000 円（高校生以下 500 円）
※チケットは 11月 15日㊋から天草市民センターなどで販売

□問天草市民センター☎22-4125

第26回 しんわ楊貴妃祭りを開催

天草市民センター自主文化事業「絵本のじかんだよ！」

天草島内や県内の伝統的窯元をはじめ、北
海道から鹿児島まで全国の約 90 の窯元による
展示即売会を行います。
と　き　11月 2日㊌～6日㊐
　　　　午前９時 30 分～午後５時
ところ　天草市民センター　体育館
□問天草陶磁器の島づくり協議会
　（産業政策課内）☎32-6786

第��回 天草大陶磁器展
「AMAKUSA  CERAMIC  ART  ����」開催

天草の子どもたちに伝統芸能を
つなごう　能・狂言の公演

市民講座　天草本を読んでみよう！
～天草コレジヨで印刷された
『羅葡日対訳辞典』と『金句集』～

栖本「小ヶ倉かんのんウォーク」
参加者募集

乳幼児からの読み聞かせの効果について学んでみませんか。
対　象　保護者、読み聞かせボランティア、読み聞かせに興味・関心がある人
と　き　11月 27日㊐　　ところ　複合施設ここらす　　定　員　各 50 人（先着順）
講　師　髙野和佳子さん（NPO 法人子育て支援ワーカーズぺぺぺぺらん代表）

申込方法　11月24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。（託児を希望する場合は 11月 17日㊍までに各図書館カウンター、または電話で申
し込み）

□申□問中央図書館☎23-7001

■牛深図書館は蔵書点検のため休館します
休館日　11月 29日㊋・30日㊌
※返却ポストは利用できます。

□問牛深図書館☎74-7100

■河浦図書館は工事のため一部利用を制限して
いましたが、11月１日㊋から通常通り利用
できます

□問河浦図書館☎74-8111

読書の秋！「あきのおはなし会」に参加してみませんか

ふれあい読み聞かせ講演会

ら　　ぽ　にち

けん さく

くまモンを作りませんか
「御領石彫刻教室」

と　　き と　　こ　　ろ 問い合わせ先
11月５日㊏午前 10時 30分～
11月 12日㊏午前 10時～
11月 26日㊏午後２時～

牛深図書館
一町田地区コミュニティセンター（河浦町）
中央図書館

牛深図書館☎74-7100
河浦図書館☎74-8111
中央図書館☎23-7001

内　　　　　容 時　　　　間
ふれあい読み聞かせ講演会　～家庭での読み聞かせについて～
読み聞かせボランティア交流会　～絵本の選び方、わらべうたを学ぼう～

午後１時30分～２時40分
午後２時50分～４時
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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

陶芸 ろくろ 押し絵 しめ縄 ステンドクラス
※写真はイメージです。

大当り三色娘（1957年・東宝）
主　演：美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみ
それぞれ別の家で働く若いお手伝いさんが、
ふとしたことで出会い仲良しに…。３人の恋と
歌と青春を、日本舞踊とダンス、着物と洋装を
交えて明るくカラフル
に描く、大ヒット“三
人娘”シリーズ第３
作！
（１時間 35分）

エノケンの頑張り戦術（1939年・東宝）
主　演：榎本健一、如月寛多、宏川光子
浅草オペラ出身で、戦前から戦後「日本の喜
劇王」と呼ばれた榎本健一（エノケン）の代表作。
防弾チョッキ製造会社で、犬猿の仲である二人
の社員が張り合う姿を
描いた爆笑必至のドタ
バタ喜劇！
（１時間 15分）

ニッポン無責任時代（1962年・東宝）
主　演：植木　等、ハナ肇、谷　啓
１９６０年代の喜劇映画に一大ブームを巻
き起こしたクレージー・キャッツの植木等主
演で送る人気シリーズの１本！お調子者 “平
均” がスイスイと
出世街道を突き進
む痛快作！
（１時間 30分）

君も出世ができる（1964年・東宝）
主　演：フランキー堺、高島忠夫、浜　美枝
１９６４年東京オリンピック時代の観光会
社を舞台に、現実派と夢想派のサラリーマン
が出世を夢見てあの手この手を繰り広げる、
楽しいメロディと軽
快なダンス満載の本
格的ミュージカル・
コメディ！
（１時間 40分）

12 月４日㊐から10日㊏の人権週間に合わせ、特設人権相談所を開設します。人権問題や家庭
問題、金銭問題などを相談できます。時間は午前 10時から午後３時までです。

特設人権相談所を開設

市民シアターワンコインで映画を楽しもう！
これらの作品は令和４年度優秀映画鑑賞推進事業の一環で上映します。
主　　催：天草市、国立映画アーカイブ
特別協力：文化庁、㈳日本映画製作所連盟、全国興行生活衛生同業組合連合会

ひとし

たいら

□問本渡第一映劇☎23-1417 ／文化課☎32-6784

ところ　天草文化交流館 (船之尾町 )
申込方法　11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。

□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

11 月３日㊍ 11 月４日㊎ 11 月５日㊏ 11 月６日㊐ 11 月７日㊊

10：30～

12：25～

14：15～

15：50～

10：30～
14：15～
12：25～
19：20～

10：30～

12：25～

14：15～

19：20～

14：05～

16：00～

10：30～

12：05～

10：30～
14：05～
12：05～
19：20～

大当り三色娘

ニッポン無責任時代

エノケンの頑張り戦術

君も出世ができる

講　座　名 と　　き 参加料 定員（先着順） 申込期限

陶芸で干支（卯）を作ろう
成形：11月13日㊐
絵付：11月27日㊐
いずれも9：00～12：00
成形：11月 20日㊐
絵付：12月 11日㊐
いずれも9：00～11：00
11月 26日㊏
9：00～12：00

・12月 6 日㊋ 9：30～
・12月 18日㊐ 9：30～

12月 4日㊐
9：00～12：00

陶芸（ろくろ）で作った器で
新年を迎えよう

押し絵で干支を作ろう

大安吉日にしめ縄を作ろう

クリスマスに
ステンドクラスを飾ろう

12人

４人
(初心者優先)

10人

各15人

８人
(初心者優先)

11月10日㊍

11月17日㊍

11月23日㊌

12月３日㊏

12月１日㊍

1,000円

500円

1,500円

と　　き と　　こ　　ろ

栖本福祉会館

市役所御所浦支所２階いさな館

複合施設ここらす、牛深総合センター、
有明老人福祉センター、宮田地区コ
ミュニティセンター（倉岳町）、新和町
民センター、御領地区コミュニティセ
ンター（五和町）

市役所天草支所、一町田地区コミュニ
ティセンター（河浦町）

12月１日㊍
12月５日㊊

12月６日㊋

12月７日㊌

熊本地方法務局天草支局では、月
～金曜日（祝日を除く）、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
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問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

11/ ７ ㊊

11/21㊊

11/30㊌

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

11/10㊍ 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11/4㊎までに申し込み（先着4人）

11/24㊍ 13：00～16：00 棚底地区コミュニティセンター（倉岳町） まちづくり支援課
☎32-6661※11/21㊊までに電話で申し込み（先着6人）

明石弘之さん☎32-0028

齊藤朝延さん☎67-3154

尾下　明さん☎42-1045

福本英樹さん☎64-2608

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

11/16㊌ 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

西保健福祉センター

複合施設ここらす

御所浦診療所

市役所五和支所

市役所御所浦支所2階  いさな館

下田南地区コミュニティセンター（天草町）

棚底地区コミュニティセンター（倉岳町）

リンドマールTAIYO

牛深総合センター

11/17㊍ 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☎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

11/ ９ ㊌

11/10㊍

11/15㊋

11/16㊌

9：00～11：00

9：00～12：00

9：30～12：00

9：00～11：30

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

11/17㊍

※11/16㊌までに電話で申し込み

牛深総合センター

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
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★ここに注目

牛深を舞台とした連続テレビ小説「藍より
青く」のロケ記念碑が建っています。

通天公園（牛深町）

天附にある通天公園は天草下島と
下須島を結ぶ「通天橋」の横にあり、
海を望む高台にあることから、夕日を
眺めることができる魅力的なチェアリ
ングスポットです。出漁する船の音を
聞きながら、海に沈む夕日と黒島のコ
ントラストを楽しんでみませんか。

げ す じま

踏絵はキリストや聖母マリアの像が描かれた木版などのことです。江
戸時代、幕府は禁教政策下でキリシタンを発見し取り締まるため、役人
の前で踏絵を踏ませる「絵踏み」を行っていました。
踏絵は当初、紙製のものが使用されていましたが、耐久性などの問題で、
キリシタンが信仰具として使用していた銅牌（メダイなど）をはめ込ん
だ板踏絵（左）が作られるようになります。その後、長崎奉行所が鋳物師・
萩原祐佐に命じて真鍮製の踏絵（右）が作られ、板踏絵と併せて使用さ
れました。これらは長崎奉行所で管理されていたため、役人が毎年天草
に持参して絵踏みを行っていました。
これらは国指定重要文化財として東京国立博物館に所蔵されており、
天草キリシタン館ではレプリカを展示しています。

い も じ

どうはい

いたふみ え

はぎわらゆう さ しんちゅう

踏絵（天草キリシタン館）


