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くらしの情報
話室理事長）

児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費
助成の現況届の提出はお忘れなく
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成を
受給中の方（支給停止の方も含む）は、8月1日～
31日までに現況届の提出が必要です（郵送不
可）
。
また、児童扶養手当支給開始から5年以上経
過している方、
または経過見込みの方などで手
当の一部支給停止対象の方には、手当が一部支
給停止にならないための必要な書類も同封しま
す。必ずご提出ください。
7月31日ごろに受給中の方へ発
必要な書類は、
送します。
未提出の場合は、
手当や助成を受ける
ことができなくなりますので、
ご注意ください。
■臨時の受付窓口開設
（土）
期日 8月19日
場所 中央区役所保健子ども課（市庁舎3階）
詳しくは、
区役所保健子ども課へ。

市立特別支援学校小・中学部
（平成32年
4月開校予定）
の学校名募集
児童生徒1人ひとりの教育的ニーズに応じて
生きる力を育み、
卒業後の自立と社会参加をめ
ざす特別支援学校の小・中学部です。
対象 市内に住むか通勤・通学する方
応募方法 9月22日（必着）までにはがきに住
所、氏名、電話番号、学校名案、名づ
けの理由を書いて、郵送または電
子メール（t
okubet
usi
en@ci
t
y.
kumamot
o.
l
g.
j
p）で〒8608601
総合支援課特別支援教育室へ
※応募は1人1点まで。
詳しくは、市ホームページまたは総合支援課
（緯3282743）へ。

子育て支援ボランティア養成セミナー
無料
受講生募集
あなたも子育てほっとサポーターになりませんか。
■第1回
日時 9月6日（水） 午後2時～4時半
演題 「ともにつくる楽しさ喜び」
講師 水野 直樹さん（PaPaラボ代表）
■第2回
日時 9月13日
（水） 午後2時～4時半
演題 「私のできる 子育て支援」
（NPO法人子育て談
講師 柴田 恒美さん

ルディスカッションを予定。
対象 どなたでも
申込み 8月8日までに電話（緯3341500）
またはホームページ
（hi
gomar
ul
.
j
p）でひごまるコールへ
cal
※身体・聴覚障がいなど配慮が必要な方は、申込
み時にお知らせください。
（総合支援課 緯3282743）

■第3回
日時 9月20日（水） 午後2時～4時半
演題 「心の子育て 心の自分育て」
講師 染矢 尚美さん（心理カウンセラー）
【各回共通事項】
場所 くまもと県民交流館パレア10階会議室
活動内容 子育て支援センター・児童館・地域
の子育てサークルでの親子の見守
りや話し相手、親子遊びなど
子育て経
対象 子育て支援に関心がある方、
験者
定員 各回50人（先着順）
申込み 8月1日から電話で総合子育て支援
センター（緯3640123）へ

発達障がいに関する講演会

発達障がいのある子どもへの理解を深めるた
めの講演会です。
日時 8月26日（土） 午前9時半～11時半
場所 くまもと森都心プラザ プラザホール
※駐車場は数に限りがありますので、
できるだけ公共交通機関をご利用く
ださい。
演題 「場面緘黙の理解と支援」
講師 高木 潤野さん（長野大学社会福祉学部
准教授）
対象 県内に住む方
定員 450人（先着順）
申込み 8月7日～24日までに電話（ 緯3341500）またはホームページ（hi
gomar
ucal
l
.
j
p）でひごまるコールへ
※子ども同伴で別室聴講を希望される方は、申
込み時にお知らせください（先着30組）。
（子ども発達支援センター 緯3668240）

家庭教育地域リーダー養成講座 受講生募集
～くまもと「親の学び」プログラムをマスター～

かん もく

たか

家庭教育の支援や応援をするリーダーを養成
します。
期日 9月27日～11月15日
毎週水曜日（全8回）
時間 午後1時半～4時
35）
場所 教育センター（中央区千葉城町2内容 学校の現状やスマホ・SNSとのつきあ
い方など家庭の教育力向上に向けた専
門知識の習得
対象 市内に住むか通勤・通学し、学校や公民
館などで行う家庭教育セミナーの進行
役として活動する意欲のある方
定員 20人（先着順）
費用 2,
000円
「家庭教育地域リーダー
申込み 8月5日から
養成講座」、住所、氏名（フリガナ）、年
齢、電話番号を書いて、電子メール
（ sei
shounenkyoui
ku@ci
t
y.
kumamot
o.
l
g.
j
p）またはファクス
（328-3040）で青少年教育課（緯
3282277）へ

特別支援教育セミナー

無料

ぎ

じゅん や

教育に関するタウンミーティング
無料
参加者募集

無料

特別な支援を必要とする子どもたちに関わる
保護者や支援者に向けての講演会です。
日時 8月10日（木） 午前9時半～正午
1）
場所 青年会館（中央区出水2丁目7演題 「自立をめざし、その子らしく豊かに生
きていくための支援のあり方」
講師 長濱 朋二さん（熊本県健康福祉部障が
い者支援課広域専門相談員）
※講演後、
4人のパネラーによるパネ

教育委員と子どもの教育について語り合いま
せんか。
日時 8月23日（水） 午後7時～8時半
場所 秋津公民館
内容 市教育委員会の取組についての説明、
教育委員との意見交換会
演題 「熊本地震を踏まえての教育の方向性
について」
対象 市内に住むか通勤・通学する方
申込み 住所、氏名、電話番号、質問事項を電
話（緯3282704）
か フ ァ ク ス
（3596951）
または電子メール
（kyoui
kusei
saku@ci
t
y
.
kumamot
o.
l
g.
j
p）で教育政策課へ

地域で子育てを応援してほしい・応援したい会員募集中！
ファミリー・サポート・センターでは、子
育てを応援してほしい方（依頼会員）と子育
てを応援したい方（協力会員）が登録し、会
員同士で活動を行います。
内容 3か月児～小学6年生の自宅預かり・送迎
対象 【依頼会員】市内に住むか通勤する方
【協力会員】市内に住む20歳～おおむね70歳までの健康な方
※どちらも講習の受講が必須条件です。
費用 1時間あたり600円～（依頼会員から協力会員へ直接支払い）
※利用するには、事前に登録と予約が必要です。
■依頼会員になるための講習会（月1～2回実施） 無料
期日 8月4日（金）、9月4日（月）のいずれか希望する日
時間 午前10時～正午
場所 男女共同参画センターはあもにい
※託児あり
（要予約）。託児が必要な方は早めに予約ください。
詳しくは、
ファミリー・サポート・センター＜熊本＞（緯3453011）へ。

■協力会員になるための講習会（年4回実施）
日時・内容
期 日

事前
8月24日
（木）

時 間

内

容

30分程度

入会手続きと事業説明

午前9時半～正午

事業説明

午後1時半～4時

安全・事故
（小児救急実習）

8月25日
（金） 午後1時～3時

子どもの心身の発育と病気

8月29日
（火） 午前10時～午後3時

小児看護

8月30日
（水） 午後1時～4時

子どもの遊びとおもちゃ作り

8月31日
（木） 午前10時～午後2時
9月1日
（金）
9月4日
（月）

場所
費用

午前10時～午後3時

子どもの栄養と食生活（講義・調理実
習）
子どもの心身の発達とその問題～障
がいを持つ子どもの預かりについて

午前9時～正午

保育実習

午後1時～3時

保育の心

男女共同参画センターはあもにい
テキスト代1,
000円
（子ども支援課

緯3282158）

市外局番 096を省略しています煙区役所の各課の電話番号は、
22～26ページをご覧ください。
煙
「〒8608601」
は市役所専用番号です。
住所の記載なしで郵便物が届きます。

