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母乳育児を学ぶパパママ教室

無料

葛日時 12月24日
（日） 午前10時～正午
葛場所 市民病院職員住宅2階 研修室
葛内容 母乳育児の不安や疑問を解決するため、
助産師と一緒に基本的な知識や成功の
ポイントなどを学びます
葛対象 母乳育児を希望する妊婦と家族、
子育
て中の母親と家族、
孫育て予定の祖父

母など
葛申込み 12月22日までに電話で市民病院助
産師外来
（代表緯3651711）
へ

くらしとこころの悩みの相談会

熊本市社会福祉協議会 障がい者成人式
めでたく成人を迎えた障がいのある方を対象
に成人式を開催します。
葛日時 来年1月8日
（祝） 正午～
葛場所 ウェルパルくまもと1階大会議室
葛対象 平成9年4月2日～10年4月1日に生ま
れた障がいのある方
詳しくは、熊本市社会福祉協議会中央区事務
所（緯2885081 ファクス3591800）へ。
（障がい保健福祉課 緯3282519）
無料
講演会
「ぼくが発達障害だからできたこと」
成人期の発達障がいに対する理解を深めるため
の講演会です。講師には「いま、会いにゆきます」な
どの著者、作家の市川 拓司先生をお迎えします。
葛日時 来年1月27日（土） 午後2時半～4時半
葛場所 くまもと森都心プラザ5階プラザホール
※駐車場には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。
葛対象 どなたでも
葛定員 450人
（先着順）
葛申込み 12月18日～来年1月19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
※身体・聴覚障がいなど支援が必要な方は申込
み時にお知らせください。
※子ども同伴で別室聴講を希望する方は申込み
時にお知らせください（先着20組）。
（発達障がい者支援センターみなわ
緯3661919）

自死遺族グループミーティング

無料

葛日時 12月21日
（木） 午後2時～4時
葛場所 ウェルパルくまもと3階
葛対象 家族や大切な人を自死（自殺）で亡くし
たご遺族
葛申込み 当日直接会場へ
詳 し く は、こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー（緯3628100 平日午前9時～午後4時）へ。

無料

アルコールや薬物・ギャンブルなどの依存症
に伴う問題に対応するために、
家族が学びあい、
共感と癒しを得ることを目的とした教室です。
葛日時・内容
12月5日
（火） 午後6時半～8時半
講師：熊本ダルク
12月19日
（火） 午後1時半～3時半
学習会
「家族の対応」
葛場所 ウェルパルくまもと1階
葛対象 依存症の方の家族
葛申込み 当日直接会場へ
（初参加の方はまず
電話を）
詳 し く は、こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー（緯3628100 平日午前9時～午後4時）
へ。

精神保健家族教室

無料

12月27日（水） 午後2時～
（受付：午後1時～1時45分）
葛場所 マスミューチュアル生命ビル7階
葛内容 市ホームページに掲載
※当日非公開が適当とされた人事や議会の案件
などは傍聴できません。
2704）へ
葛申込み 当日直接教育政策課（緯328-

葛日時

無料

こころの悩みや生活での困り事
（借金・人間関
係・就労など）
を相談しませんか。
葛日時 12月8日
（金） 午後1時半～4時
葛場所 ウェルパルくまもと3階
葛相談員 精神科医師・弁護士・臨床心理士・生活
自立支援センター・ハローワークなど
葛対象 熊本市内に住む方
葛定員 20人
（先着順） ※予約制
葛申込み 12月4日から電話でこころの健康
センター
（緯3628100 平日午前
9時～午後4時）
へ

依存症家族教室

教育委員会会議の傍聴者募集

13

無料

精神障がい者の家族の皆さんで一緒に学び、
当事者・家族にとってよりよい生活環境をつく
りましょう。
葛日時 12月23日
（祝） 午後1時半～
葛場所 熊本機能病院地域交流館市民塾ホール
葛演題 「支援する側される側 はたらくを通して」
葛講師 福島 貴志さん
（就労継続支援A型事業
所 就労支援センターくまもと）
葛対象 市内に住む精神に障がいのある方と家
族
（入院患者の家族も可）
葛定員 50人
（先着順）
葛申込み 当日直接会場へ
（精神保健福祉室 緯3612293）

混み合います！
冬場は早めに医療機関受診を
冬場はインフルエンザや胃腸炎などの感染症
が流行し、救急病院も大変混雑します。体調が悪
いときは、できるだけ早めに、そして診療時間内
に医療機関を受診し、重症化を防ぎましょう。予
防接種や外出後のうがい・手洗いなどの予防も重
要です。救急医療の適切な利用をお願いします。
（医療政策課 緯3643186）

難病医療講演会・相談会

無料

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症について講演
会・個別相談会を開催します。
葛日時 12月10日（日） 午後1時～3時半
葛場所 ウェルパルくまもと1階大会議室
葛演題 「脊髄小脳変性症・多系統萎縮症最新の
医療情報」
葛講師 山下 賢さん（熊本大学医学部准教授）
葛対象 どなたでも
3186）へ
葛申込み 電話で医療政策課（緯364-

「くまもと はつらつプラン」
市民説明会
平成30年度～32年度を計画期間とする
「第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画」
を策定します。
策定に伴い、
市民説明
会を開催します。
期日

場所

来年1月10日(
水)

富合公民館研修室

来年1月11日(
木)

東区役所すこやかホール

来年1月16日(
火)

植木公民館多目的ホール

来年1月17日(
水)

西部公民館

来年1月18日(
木)

ウェルパルくまもと１階
大会議室

大ホール

葛時間 午後7時～
葛申込み 当日直接会場へ
詳 し く は、
高齢介護福祉課
（緯3282347）へ。

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。

くまもと市政だよりへの広告
（後半ページ下欄）
を募集中。
販売代理店の
（株）
ホープ
（緯0927161401）
へ。
※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

