8 �� � くらしの情報
自衛官募集
平成31年熊本市成人式のお知らせ
来年1月14日
（祝）
午前11時～正午
（開場：午前9時半）
≡場所 市総合体育館・青年会館
≡対象 平 成10年4月2日 ～11年4月1日 生 ま
れの方
≡申込 当日直接会場へ
詳しくは、
市政だより12月号、
市ホームペー
ジでお知らせします。
（生涯学習課 緯3282736）

≡日時

市場公募債
（熊本市債）
を発行します
≡募集期間 11月7日（水）
～21日
（水）
≡発行額 100億円
≡発行日 11月30日（金）
≡償還条件 10年満期一括償還
≡利率など 固 定 金 利 ※11月7日
（水）
に決定
予定
（市ホームページで公表予定）
≡利払い日 年2回（毎年5月30日、11月30日）
≡購入単位 1万円から1万円単位
≡購入資格 個人・法人どなたでも購入できます
※取扱金融機関は市ホームページで公表予定。
詳しくは、
財政課
（緯3282085）
へ。

市営墓地を貸し付けます
≡募集する墓地
小峯墓地・立田山墓地・浦山墓園・花園墓地・
城山墓園・清水墓園
≡募集数 各墓地5区画以内
（区画数は各墓地
で異なります）
（区画ごとに広さ
≡使用料 1m2あたり8万円
が異なります）
≡対象 市内に住む、
許可日から3年以内に墓
碑建立できる方
≡受付期間 11月30日
（金）
～12月14日
（金）
（土・日、
祝日を除く）
≡受付時間 午前8時半～午後5時15分
≡受付場所 健康福祉政策課
（市庁舎10階）
※11月22日から各墓地管理事務所および健康
福祉政策課で募集要項を配布します。
必ず内
容を確認ください。
（健康福祉政策課 緯3282340）

くらしの中の人権 60
DV
DV
（ドメスティック・バイオレンス）
とは、
配偶者や恋人など身近な関係にある人たち
からの暴力で、あらゆる暴力を使って相手
を支配しようとする行為を言います。
中で
も、
交際相手からの暴力のことを
「デート
DV」
と言います。
今年度、
本市が実施した市民意識調査に
おいて、
女性の約4割、男性の2割強がDV被
害を経験していることが分かりました。
ま
た、
その半数以上がDV被害にあっても「我
慢した」
と答えています。
その一方で、
「第三
者や相談機関に相談した」
人は2割弱でし
た。
DVは、
自尊心を奪う重大な人権侵害行為
です。
暴力をふるっていい理由も、
暴力をふ
るわれていい人も存在しません。
また、
DV
はあなたの心身のみならず、
暴力を目撃す
る子どもの成長過程にも深い傷を残します。
配偶者や恋人などからの暴力に悩んでい
たら、
ひとりで悩まず相談してください。
（相談機関は、
7ページにあります）
（男女共同参画課 緯3282262）

街道）徒歩の旅－
齊藤 誠治さん
（NPO法人自然を愛す
る会J
OC理事長）
≡対象 どなたでも
≡申込 当日直接会場へ
（生涯学習課 緯3282736）

≡講師

■受付種目・受付期間
陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）
11月1日（木）～30日（金）
陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）、貸費学生（技術）
11月1日（木）～来年1月7日（月）
詳しくは、
熊本地方協力本部熊本分駐所
（緯
2972054）または熊本地方協力本部熊本募集
案内所（緯3720045）へ。
（地域政策課 緯3282031）

総合ビジネス専門学校 学生募集
OA経理科
（夜間学科）
昼間働いている方な
どのビジネス実務能力
を高め職務能力の向上
を目指します。授業は平日午後6時半～9時半です。
≡出願資格 学歴は問いません
≡修業年限 1年
≡履修内容 「商業簿記」
（日商簿記、全経簿記対
策）と「パソコン」
（ワード、エクセ
ルの知識・技能の向上）の2科目と
も履修することが必要
≡定員
20人
≡出願期間 11月1日（木）～来年3月1日（金）
≡考査料
4,
800円
≡試験日時 希望の日と時間（午後4時または6
時）を調整して実施
≡試験会場 総合ビジネス専門学校
≡選考方法 面接
≡合格発表 試験後1週間以内に通知
≡入学手続 合格通知到着後10日以内
≡入学費用 入 学 料15,
000円、教 材 費 な ど
70,
000円
≡授業料など 月9,
000円
※1年 間 の 総 必 要 経 費 は 約20
万円。
詳 し く は、
総合ビジネス専門学校
（緯3521768）へ。

熊本市青少年健全育成大会

犯罪被害者週間
（11月25日～12月1日）
犯罪に遭われた方が立ち直り、
再
び地域で安心して過ごすためには、
市民の皆さんの理解と配慮、
協力が
必要です。期間中は、全国的にさまざ 犯罪被害者等支援
シンボルマーク
まな啓発活動を展開します。
皆さん 「ギュっとちゃん」
のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
（生活安全課 緯3282397）

熊本地方法務局地図作成作業のお知らせ
■地図作成作業とは
人口集中地区のうち、特に公図（字図）と現
地のずれが大きい地域について法務局が精度
の高い地図を作成するものです。
■土地所有者・居住者の皆さんへのお願い
作業区域内の境界確認の立会いと調査・測
量のための敷地内への立入りについて、ご理
解・ご協力をお願いします。
本作業完了後は、
法務局が登記記録の書替
えを行います。
■作業期間 11月～来年12月
■作業区域
東区 江津一丁目の一部・江津三丁目・江津四
丁目・下江津一丁目の一部・下江津二丁
目の一部・下江津五丁目の一部
詳しくは、熊本地方法務局復興事業対策室（緯
3642221）へ。

無料

11月は「子供・若者育成支援強調月間」です。家
庭、学校、職場、地域が一体となった市民総ぐる
みによる青少年健全育成大会を開催します。
≡日時 11月16日（金） 午後1時半から
≡場所 市民会館シアーズホーム夢ホール
≡内容 青少年善行表彰、国府高校吹奏楽部に
よるアトラクション、講演会など
≡演題 「不便・不自由・不足の体験から気付く
有難み！」－参勤交代・九州横断
（豊後

（土木管理課

緯3282468）

九州縦貫自動車道の一部区間
夜間通行止めのお知らせ
熊本地震で被災した神園橋
（東区御領7丁目
地内）の橋 梁 架設に伴い、E3九州縦貫自動車道
きょうりょう

熊本都市計画道路
「中九州横断道路大津熊本線
（仮称）
」
の
都市計画素案の住民説明会
≡日時・場所

・11月 7日（水）
・11月13日（火）

午後7時から
午後2時から

植木公民館多目的ホール
北部公民館大会議室

熊本都市計画道路「中九州横断道路大津
熊本線（仮称）」位置図

熊本市域拡大図

詳しくは、熊本県ホームページまたは市ホームページへ。
（都市政策課

緯3282502）
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