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河川や水路に油や塗料を流さないで!
これから冬場にかけ
て、
暖房用ボイラーな
どの使用で、
油の流出
事故が増えます。また
最近、建物の塗装に使
用する塗料などの着色液による水質汚濁事故が
多発しています。
�水質汚濁事故を起こすと
・川や海が汚れ、農業や漁業へ重大な被害が
生じるおそれがあります。
・流出した油の回収など措置にかかる費用や
作業は、原因者の負担となります。
�次のようなことに注意
・貯油タンクや配管は定期的に検査を行う。
特に、
長期間使用していなかった場合は、
必
ず使用前に腐食の有無などの点検を行う。
・貯油タンクには防油堤を必ず設置し、
適切
な位置に、
ためますまたは油水分離槽を設
置し適正な管理を行う。
・使用しない油は適正に処理する。
・ペンキなどの付着したハケの洗浄は、
公共
下水道に接続した場所で行うなど流出先に
気をつける（屋外で洗うとその水は川まで
流れます）
。
（水保全課 緯3282436）

ビジネス体験講座

無料

ビジネスマナーや電話対応の仕方などのスキ
ルを、
実践を通して楽しく学べます。
（土） 午前10時～午後5時
�日時 12月2日
�場所 日本トータルテレマーケティング株式
会社
（中央区水道町86朝日生命熊本
ビル11階）
�対象 市内に就職希望で、
講座に意欲をもっ
て取り組める方
（先着順）
�定員 30人程度
�申込み 11月6日～24日までに電話で日本
トータルテレマーケティング株式会
社（緯0120558040 平 日 午 前
10時～午後5時）
へ
（企業立地推進室 緯3282386）

くらしの中の人権 48

市民労働相談

無料

社会保険労務士による相談会を行います。
気
軽に参加ください。
�日時 毎週水曜日 午後1時～4時
�場所 市庁舎8階特別相談室（広聴課横）
�内容 仕事中や通勤途中のけが、労働条件の
低下や変更、
セクハラ、解雇・退職後の
健康保険、
年金の請求方法など
�申込み 当日直接会場へ
詳しくは、
熊本県社会保険労務士会総合労働
相談所（緯3241365）へ。
（しごとづくり推進室 緯3282377）

福祉の就職総合フェア2017
−介護就職デイ−

無料

�日時 11月7日
（火） 午後2時～4時
�場所 KKRホテル熊本2階「五峯」
「城彩」
（中央区千葉城町331）
（就職面談コー
�内容 ・福祉人材合同選考会
ナー）
※参加求人事業所は約40事業所。
・福 祉 の 仕 事 ガ イ ダ ン ス（各 種 相 談
コーナー）
支援員、
相談員など福祉関係
�対象 介護職員、
職種への就職を希望する方
（学生可）
�申込み 当日直接会場へ
■同時開催就活応援セミナー
福祉の職場で働いている職員の講話、
アド
バイスを受けられます。
�時間 午後1時10分～1時45分
�場所 KKRホテル熊本1階「天草」
詳しくは、熊本県福祉人材・研修センター（緯
3228077）へ。
（高齢介護福祉課 緯3282347）

「福祉のお仕事」
出張相談会

無料

保育士、介護職、
支援員などに就職を考えてい
る方や
「福祉の仕事や資格について知りたい」
方
の相談から就職まで幅広く支援します。
�日時 11月24日
（金） 午前10時～午後1時
�場所 ゆめタウンはません1階中央エスカレー
ター周辺会場（南区田井島1丁目21）
�申込み 当日直接会場へ
詳しくは、熊本県福祉人材・研修センター（緯
3228077）へ。
（保育幼稚園課 緯3282568）

デートDV
交際相手からの暴力のことを
「デ ー ト
DV」
と言います。
暴力とは、殴る・蹴るだけではありません。
あなたの傷つくことを言う・大声で怒鳴る・
通話履歴やメールをチェックする
（精神的
暴力）
、デート費用を全額出させる
（経済的
暴力）、
強引にアダルトビデオ動画などをみ
せる（性的暴力）など、相手の人権を無視し
た行為です。
好きな人と交際しているはずなのに、
相
手のことを
「こわい」
と思ったり、
その交際
を
「つらい」
と感じたりすることがあるとし
たら、ふたりの関係がどこかおかしいのか
もしれません。
束縛すること＝愛情ではありません。
お
互いの違う考え方、
価値観を認め合い、自分
の気持ちも相手の気持ちも尊重し合えるよ
うな関係を築きませんか。
もしあなたや周りの人が悩んでいたら、
一人で悩まず、まずは相談してください（相
談機関は、4ページにあります）
。

（男女共同参画課 緯3282262）

日本観光学会
第111回全国大会 i
n熊本

無料

「熊本の食でにぎわいづくり、
まちづくり」を
テーマにシンポジウムや、
大西市長による講演
会
「明日を見据えた復興」
を開催します。
�期日 11月3日
（金）
�時間・内容
午後1時半～2時40分：シンポジウム、
午後3時～3時50分：市長講演
�場所 く ま も と 県 民 交 流 館 パ レ ア パ レ ア
ホール
（先着順）
�定員 240人
�申込み 当日直接会場へ
詳しくは、大会実行委員長 新田 時也さん（緯
09061559118）
へ。
（新ホールマネジメント課 緯3282077）

無料
熊本元気塾
「パルスパワー技術を駆使したイノ
ベーション創出と日本の産業復活」
�日時 11月22日（水） 午後6時～8時
�場所 流通情報会館5階第1研修室
�講師 秋山 秀典さん（熊本大学パルスパワー
科学研究所前所長・名誉教授）
�定員 100人程度（先着順）
（緯3772091）
�申込み 11月5日から電話
またはホームページ（ht
t
p:
/
/
www.
j
yohokai
kan.
com/
net
or
der
.
ht
ml
）
で流通情報会館へ

中高年齢者のための
ライフプランセミナー

無料

定年後の不安は「早めの対策」で解消しましょ
う。年金などの社会保険制度の仕組みや将来の
生活設計、仕事の選び方などのセミナーです。
�日時 12月9日（土） 午前9時半～正午
�場所 勤労者福祉センター
�演題 「セカンドライフを楽しむための人生
設計をアドバイス」
�対象 市内に住むか通勤する中高年
（おおむ
ね45歳～59歳）の方
�定員 60人（先着順）
�申込み 11月10日午前10時から電話で勤労
者福祉センター（緯3453511）へ
（しごとづくり推進室 緯3282377）

マンション管理相談会

無料

11月8日（水） 午後1時半～4時半
（相談は1人30分以内）
�場所 市庁舎9階会議室
�相談員 【主催】一般社団法人熊本県マンショ
ン管理士会
�申込み 電話で（一社）熊本県マンション管理
士会事務局
（緯3430095 平日午
前9時～午後5時）へ
（建築政策課 緯3282438）
�日時

女性建築士による
住まいづくりの相談会

無料

大事な新築やリフォームに関する不安や質問
を気軽に相談ください。
�日時 11月25日（土） 午後1時～4時
�場所 鶴屋本館5階インテリアカウンター
�相談員 熊本県建築士会女性部会
�申込み 当日直接会場へ
詳 し く は、熊 本 県 建 築 士 会 事 務 局
（緯3833200）へ。
（建築政策課 緯3282438）

各区で法律相談会を開催します

無料

�期日・場所
・東区（東部公民館）12月3日（日）、20日（水）
・西区（西部公民館）12月3日（日）、20日（水）
・南区（富合公民館）12月7日（木）、17日（日）
・北区（植木文化センター）
12月7日（木）、17日（日）
※中央区は広聴課へ問い合わせください。
※住む区にかかわらず、どの区でも相談できます。
�時間 午後1時半～4時半
�対象 市内に住民登録のある方
�定員 6人（先着順）
�申込み 11月6日から電話で熊本県弁護士会相
談センター（予約専用緯3250020）へ
※同一内容の再相談は受付できません。
詳しくは、広聴課（緯3282075）
へ。
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