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くらしの情報

シェイクアウト訓練にご参加ください
「熊本シェイク
県民総参加型の災害対応訓練
アウト訓練」
にご参加ください。一斉に地震発生
時の安全行動を取りましょう。
葛日時 11月5日
（木） 午前10時～10時半
（この間1分程度）
○訓練の合図は、
市内は緊急告知ラジオ・株式会
社ジェイコム熊本（ケーブルテレビ）
・熊本市
災害情報メール、
県内はRKKラジオ・県災害情
報メールでお知らせします。

「熊本元気塾」
の聴講生募集

無料

葛日時 11月11日（水） 午後6時～8時
葛場所 流通情報会館5階第1研修室
葛演題 「肥後南部の覇者、戦国相良氏の興亡を
読み解く！」
葛講師 山田 貴司さん（熊本県立美術館参事）
葛定員 100人程度（先着順）
葛申込み 11月5日～10日までに電話で流通
2091）へ
情報会館（緯377-

～熊本城築城408年の歴史を顕彰～
無料
記念講演会

（危機管理防災総室

緯3282490）

だん しゃ り

消費者セミナー
「年末にむけて断捨離、
無料
はじめてみませんか」
住まいの片づけだけではなく、
頭や心の中も
一緒に片づけていくのが断捨離です。
シンプル
な暮らしを実践してみましょう。
葛日時 11月27日（金） 午前10時～11時45分
葛場所 ウェルパルくまもと1階大会議室
葛講師 藤原 久美子さん（断捨離トレーナー）
葛定員 50人（先着順）
葛申込み 11月5日午前9時から電話で消費者
センター
（緯3535757）へ
※専用駐車場はありませんので公共交通機関で
おこしください。

マンション管理相談会

無料

11月11日（水） 午後1時半～4時半
※相談は1人30分以内。
葛場所 市庁舎9階会議室
葛相談員 熊本県マンション管理士会（主催）
葛申込み 電話で建築計画課（緯3282438）へ

葛日時

葛日時 11月26日（木） 午後1時半～4時40分
葛場所 国際交流会館6
・7階ホール
葛演題・講師
第一部 「肥後五十四万石の魅力」
吉丸 良治さん（熊本県文化協会会長）
第二部 ①「熊本城炎上の謎を探る」
富田 紘一（市文化財専門相談員）
②「鬼 日向・水野勝成と熊本」
福田 正秀さん（歴史研究家）
③「細川刑部家日記に見る武家の
一年」
村田 眞理さん（熊本県立図書館
学芸員）
④「緑川流域の中世武士について」
村上 豊喜（市文化財保護委員長）
葛申込み 当日直接会場へ
詳しくは、熊本城顕彰会（緯3522975）
へ。
（熊本城調査研究センター 緯3552327）
おに ひゅう が

熊本県専門士業団体連絡協議会による
無料
相談会
弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、
不動産鑑定士、
税理士、
公認会計士、土地家屋調
査士が相談を聞きます。
葛日時 11月29日（日） 午前10時～午後4時
葛場所 くまもと県民交流館パレア
9階会議室4
10階会議室6
・7
・8
葛相談内容 法律、登記、境界、地価、官公庁への
申請、年金、経営、労働、税金、会計
など
葛申込み 当日直接会場へ
詳しくは、広聴課（緯3282075）へ。

委 員 募 集
熊本市病院事業運営審議会
熊本市病院事業の運営に関することなど
について意見をいただく委員を募集します。
葛任期 委嘱日から2年間
葛対象 市内に住むか通勤・通学する20歳
以上の方
葛定員 1人（小論文・面接による選考）
葛申込み 11月19日までに「熊本市病院事
業に期待すること」をテーマに
800字程度にまとめ、住所、氏名、
性 別、生 年 月 日、職 業、電 話 番 号
を書いて、持参か郵送または電
子メール（byoui
nkei
ei
@ci
t
y.
kumamot
o.
l
g.
j
p
）
で〒8628505
東区湖東1丁目160市民病院経営
企画課
（緯3651711）
へ

各区で法律相談会を開催します

無料

葛場所・期日
東区（東部公民館）12月6日（日）、16日（水）
西区（西部公民館）12月3日（木）、20日（日）
南区（富合公民館）12月6日（日）、17日（木）
北区（植木文化センター）12月3日（木）、20日（日）
葛時間 午後1時半～4時半
葛対象 市内に住む方
（お住まいの区にかかわ
らずどの区でも相談できます）
葛定員 6人
（先着順）
葛申込み 11月5日から電話で熊本県弁護士
会法律相談センター
（予約専用 緯
3250020）へ
※中央区については広聴課へお問い合わせくだ
さい。
※同一内容の再相談は受けられません。
詳しくは広聴課（緯3282075）
へ。

Jobnavi2015 学生等就職面接会 無料
大学生などと県内企業との合同就職面接会を
開催します。
（水） 午後0時45分～4時
葛日時 11月11日
（受付：正午～午後3時半）
葛場所 グランメッセ熊本（上益城郡益城町福
富1010）
葛対象 来年3月大学・短大・高専・専修学校卒
業予定者および卒業後3年以内の方
葛申込み 当日直接会場へ
（産業政策課 緯3282375）

労使紛争の解決のための
「あっせん」
を
行っています
解雇や労働条件の変更その他労働者と事業主
との間に起きたトラブルの自主解決が難しい場
合に、話し合いによる解決をお手伝いする「あっ
せん」を行っています。
手続きは簡単で、秘密は厳守され費用はかか
りません。労働者・事業主のどちらからも申請で
き、
正規社員に限らずパート従業員や派遣社員
の方なども利用できます。
詳しくは、熊本県労働委員会事務局（緯3332753）へ。
（産業政策課 緯3282375）

無料
市内に移り住みたい方向けに
UI
Jターンサポートデスクを開設しました
県外に住む方で「市内に住みたい」
「熊本で
働きたい」と考えている方向けに、お仕事など
の相談窓口を開設しました。相談は窓口、電話、
電子メールで受け付けます。県外に住む家族・
知り合いの方にぜひお知らせください。
家族
からの相談もお待ちしています。
葛時間 午前9時～午後5時
（土・日、祝日、年末年始は除く）
葛場所 産業政策課内（市庁舎8階）
131619
葛電話番号 0120葛メールアドレス
ui
j
@ci
t
y
.
kumamot
o.
kumamot
o.
j
p

名古屋で熊本の企業との合同就職面談会を開催！
葛日時 11月3日（祝） 午後1時～5時
（名古屋市中村区名
葛場所 ウインクあいち
駅4丁目438）
葛申込み 当日直接会場へ

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。

