くらしの情報 � 
��
※調査員は身分証明書と立入証を常に携帯して
います。
※詳細な調査は個別でご依頼ください。
窓口一
覧は、
市ホームページに掲載しています。
（建築指導課 緯3282513）

マンション管理相談会

無料

≡日時 11月14日（水） 午後1時半～4時半
※相談は1人30分以内。
≡場所 市教育センター第5研修室
≡相談員 一般社団法人熊本県マンション管理士会
≡申込 電話で
（一社）熊本県マンション管理士
会事務局（緯3430095 土・日、
祝日
を除く午前9時～午後5時）
へ
（建築政策課 緯3282438）

熊本で働こう！
就職支援フェア

無料

“就職支援フェア”は、
求人情報誌や就業
マッチングなどを行う職業紹介事業者と本
市が協定を結び、
合同就職面談会などのイ
ベントを行う取り組みです。
≡場所 市庁舎14階大ホール
≡期日・内容
（予定）
【12月】
1日
（土） セミナー＆就職支援
9日（日） 合同座談会
15日
（土） 合同企業説明会
22日
（土） 就職支援＆セミナー
【来年1月】
12日
（土） 合同企業説明会
【来年2月】
3日（日） 就職支援＆セミナー
9日
（土） セミナー＆就職支援
10日（日）
・16日（土）
・23日（土）
合同企業説明会
【来年3月】
16日
（土） 合同企業説明会
詳しくは、
市ホームページ
へ。
（しごとづくり推進室 緯3282377）

女性建築士による住まいづくりの
無料相談会
大事な新築やリフォームに関する不安や質問
を気軽にご相談ください。
≡日時 11月24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
詳 し く は、熊 本 県 建 築 士 会 事 務 局
（緯3833200）へ。
（建築政策課 緯3282438）

マンション管理セミナー

無料

≡日時 11月13日（火） 午後1時半～3時
≡場所 市動物愛護センター
≡内容 犬猫の健康への不安について



2019年
（平成31年）
度
ことばの教室通級児募集
来年4月からの保育所、
認定こども園、
地域型保育事業所の入所申込受付開始
≡期間 1次受付：11月1日
（木）～30日
（金）
2次受付：来年1月25日（金）～2月8日（金）
≡対象 保育が必要な児童
（2
・3号認定子ども）
≡申込 申込書に必要事項を記入し、必要書類
と併せて入所希望施設または区役所保
健子ども課へ
※事前に施設見学が必要です。
※申込書・申込案内は各施設、
区役所保健子ども
課で配布。
※受付時間は各施設で異なるため、
事前に施設
へ確認してください。
≡入所決定 1次受付分：来年1月下旬
2次受付分：来年3月初旬
※1次受付分の申し込みにより施設の定員に達
することもあります（1次受付期間内の申込
日や受付順は入所決定には影響ありません）
。
※1号認定
（幼稚園部分の利用）
を希望する方は、
入所希望施設へ直接問い合わせください。
詳しくは、
区役所保健子ども課へ。
（保育幼稚園課 緯3282568）

≡対象 犬猫の飼い主 ※ペット同伴不可。
≡定員 3組（選考）※1組約20分程度。
≡申込 11月8日（必着）までにはがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、相談内容を書い
て 〒8618045東 区 小 山2丁 目111
市動物愛護センター（緯3802153）へ

犬と猫の休日譲渡会

無料

管理の基本は管理規約の理解から始まります。
この機会に規約の基礎を学びましょう！
≡日時 11月25日（日） 午後1時半～
≡場所 西部公民館会議室A
≡内容 講演：
「規約の基礎を学ぶのは今！」
（一社）熊本県マンション管理士会
講師：
・無料相談会（講演後）
≡対象 マンション管理組合役員、区分所有者など
≡定員 50人（先着順）
≡申込 11月5日から参加申込書に必要事項
を書いて、郵送またはメール（i
nf
o@
kumamot
omankan.
com）で（一社）熊
本県マンション管理士会事務局〒
8600086北区打越町3213へ
※参加申込書は、
（一社）熊本県マンション管理
士会ホームページからダウンロードまたは市
庁舎9階建築政策課で配布。
詳しくは、
（一社）熊本県マンション管理士会
事務局（緯3430095 土・日、祝日を除く午前
9時～午後5時）へ。
（建築政策課 緯3282438）

ワンニャン相談コーナー
（ペットの健康）

1
1

≡通級開始月 2019年（平成31年）5月～
≡通級先 碩台幼稚園・向山幼稚園五福ことば
の教室
≡対象 5歳児（平成25年4月2日～平成26年4月
1日生まれ）でことばに心配がある幼児
≡申込 11月20日 か ら12月7日（土・日、祝 日
を除く）までの午前10時半～午後0時
半、午後4時～5時に、向山幼稚園五福
ことばの教室へ願書を持参
詳しくは、各教室ホームページ、または向山幼
稚園五福ことばの教室（緯3568898）へ。
（総合支援課 緯3282743）

就学前の通級教室「あゆみの教室」を開設します
来年度、就学に向けて指導や助言を受けなが
ら準備を進める「あゆみの教室」を開設します。
週1回程度、
在籍する所属園などから親子で
通い、個別や小グループでの指導や教育相談を
行う教室です。
■2019年（平 成31年）度 あ ゆ み の 教 室 通 級
児募集

≡通級開始月 2019年（平成31年）5月～

11月24日（土）
◎犬の譲渡前講習会：午前10時～
※受講済の方は不要。
犬の譲渡受付：午前11時～11時半
◎猫の譲渡受付：午前10時～11時半
≡場所 市動物愛護センター
（東区小山2丁目
111）
≡費用 犬の譲渡には、
登録手数料と狂犬病予
防注射料金（各3,
000円）が必要
※市動物愛護センターが保護している犬猫の譲渡会。
※やむを得ず自分で飼えなくなったときに次に
飼うことができる方の同意が必要など、譲渡
には条件があります。
※犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務で
す。必ず行いましょう。
詳しくは、市動物愛護センター（緯3802153）へ。
≡日時

犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう
生後91日以上の犬に年1回（4月1日から6月
30日まで）狂犬病予防注射を受けさせるのは、
飼い主の義務です。犬の登録をしている方で10
月末までに狂犬病予防注射を受けさせていない
方には、督促のはがきを送っています。
今年度まだ未接種の場合は、早めに最寄りの
動物病院で受けさせてください。
往診を希望さ
れる方は、事前に動物病院にお尋
ねください。
詳しくは、
市動物愛護センター
ホームページへ。
（市動物愛護センター 緯3802153）

≡通級先 川尻幼稚園
≡対象 市内に住む5歳児（平成25年4月2日～
26年4月1日生まれ）で集団参加や人
とのかかわりなどに心配がある幼児
≡申込 11月20日 か ら12月7日（土・日、祝 日
を除く）までの午後3時15分～4時45
分の間に、
川尻幼稚園あゆみの教室へ
願書を持参
詳しくは、川尻幼稚園ホームページまたは川
尻幼稚園あゆみの教室（緯3575454）へ。
（総合支援課 緯3282743）

11月18日は
「家族の日」
11月11日～24日は
「家族の週間」
多様な家庭や家族の形態があることを踏まえ
つつ、子どもを家族が育み、家族を地域社会が支
えることの大切さについて理解を深めてもらう
ために、11月の第3日曜日を
「家族の日」、家族
の日の前後各1週間を「家族の週間」としていま
す。
この機会に、家族の大切さや、地域の子育て支
援について考えてみませんか。
（子ども政策課 緯3282156）

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。

