くらしの情報

熊本市小・中学校科学展

無料

市内の小・中学校の子どもたちの夏休みの自
由研究や発明工夫した作品を展示します。
日時 11月5日
（木）～8日（日）
午前10時半～午後7時
場所 崇 城 大 学 ギ ャ ラ リ ー（中 央 区 花 畑 町
1025）
（指導課 緯3282721）

教育委員会会議の傍聴者募集

無料

日時 11月11日（水） 午後2時～
場所 マスミューチュアル生命ビル7階
傍聴受付 午後1時～1時45分
審議内容 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については、
傍聴できません。
申込み 当日直接教育政策課へ
詳しくは、
教育政策課（緯3282704）へ。

タウンミーティングに参加してみませんか
教育委員と子どもの教育について語り合いま
しょう。
日時 11月11日（水） 午後7時～
場所 城南公民館学習室
内容 本市の学校教育に望むこと
対象 市内に住むか通勤・通学する方
電話番号、
質問事項を電
申込み 住所、氏名、
話（ 緯 328-2704）か メ ー ル
（kyoui
kusei
saku@ci
t
y
.
kumamot
o.
l
g.
j
p）
で教育政策課へ

めざして」
講師：入部 祥子さん
（NPO法人オハイ
エくまもと代表）
対象 どなたでも
申込み 当日直接会場へ
（青少年育成課 緯3282277）

いちごの会（極低出生体重児の親の会） 無料
日時
場所
内容
対象

11月13日（金） 午後1時半～3時半
西区役所3階健康センター
歯磨きと噛むことについて
市内に住む極低出生体重児
（1,
500グ
ラム未満）と保護者
申込み 11月9日までに電話で西区役所保
健子ども課へ

第4回
「よかパパ料理教室」

11月は
「心かがやけ月間」
です

無料

お父さんが楽しんで家事・育児ができるよう、
子どもと一緒に参加する「よかパパ料理教室」を
開催します。料理初心者も大歓迎。
日時 11月14日（土） 午前10時半～午後1
時（受付：午前10時～）
場所 大江公民館2階調理実習室
対象 4歳～小学校2年生までの子どもと父親
定員 12組（抽選）
申込み 11月6日午後6時までに電話でよか
パ パ 料 理 教 室 事 務 局（緯2857846）へ
（子ども支援課 緯3282158）

保育の現場で働いてみませんか

無料

「もう一度保育士として働きたい」
「資格を活
かして保育の仕事をしてみたい」という方を保
無料
青少年健全育成大会
育所などへのスムーズな就職につなげるために
11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です。 「保育士就職支援研修会」を開催します。
日時 11月30日（月） 午後1時半～5時
家庭、学校、職場、地域社会が一体となった市民
（受付：午後1時～）
総ぐるみによる青少年健全育成活動の一層の充
場所 ウェルパルくまもと1階大会議室
実を図るため、
青少年健全育成大会を開催しま
内容 講演・ワークショップ、保育士体験談、
す。
就職相談・求職登録など
日時 11月13日（金） 午後1時半～
対象 保育士資格を持つ方
（取得見込みの方
場所 市民会館祟城大学ホール大ホール
を含む）
内容 青少年善行表彰、オハイエ音楽隊によ
申込み 11月27日 ま で に 申 込 書 を 郵 送、
るアトラクション、講演会など
ファクス
（3522338）、電子メール
演題：
「音楽の力で心のバリアフリーを

ク競泳日本代表）
どなたでも（すでにサポーター登録を
している方も参加できます）
定員 250人（先着順）
（緯3341500）
申込み 11月9日 か ら 電 話
またはホームページ
（hi
gomar
ucal
l
.
j
p）でひごまるコールへ
（障がい保健福祉課 緯3282519）
対象

障害者週間啓発イベント
障がい者サポーター研修会

無料

障がい者の職業訓練生募集

競泳でパラリンピック北京大会とロンドン大
会に出場、日本で初めての義手の看護師として
も活躍する野村 真波さんによる講演会と、障が
い者サポーターになるための研修会を開催しま
す。
日時 12月6日
（日） 午後2時～5時頃
場所 ウェルパルくまもと1階大会議室
演題 第1部 講演「あきらめない心」
第2部 障がい者サポーター研修会
（サポーター登録済みの方は受講不要）
講師 野村 真波さん（看護師、
パラリンピッ

北九州市若松区の福岡障害者職業能力開発校
（国立県営）
では、
平成28年度の訓練生を募集し
ています。
募集人員：150人（男女不問）
科

名

（ hoi
ku@ci
t
y.kumamot
o.l
g.
j
p）
で 〒8608601保 育 幼 稚 園 課
2568）
へ
（緯328※1～6歳児は託児有（先着12人）
。
※申込書は区役所保健子ども課、県福祉人材・研
修センター、ハローワーク熊本、認可保育所な
どにあります。また、市ホームページからダウ
ンロードもできます。

定員

本市では11月を「心かがやけ月間」とし、道徳
教育の推進に取り組んでいます。心豊かな子ど
もたちを育てていくきっかけとして、
学校・園、
家庭、地域が協力し、あいさつ運動やボランティ
ア活動などを行います。地域ぐるみで取り組む
活動にしましょう。
11月2日（月）
に全校・全園一斉あいさつ運動
として
「心かがやけ月間」がスタートします。地
域の子どもたちへの声かけ、
ご近所同士のあい
さつなどを行いましょう。
（指導課 緯3282721）

11月15日は
「家族の日」
11月8日～21日は
「家族の週間」
です
家族や子どもの大切さ、
家族や子育てを支え
る地域の力に対する理解を深めることを目的と
して、
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における子
育て支援について考えてみませんか。
（子ども支援課 緯3282158）

子どもが好きな方募集中！
～あなたの力を生かしませんか～
子育て中の方を応援するために、育児の援助
ができる方（協力会員）を募集しています。
※協力会員登録後、
講習が24時間程度必要です
（12月1日以降実施予定）
。受講を希望する方
は、
事前に申込んでください。
詳 し く は、フ ァ ミ リ ー・サ ポ ー ト・セ ン タ ー
＜熊本＞（緯3453011）
へ。
（子ども支援課 緯3282158）

訓練期間 1年間（プログラム設計科のみ2年間）
応募資格
○身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手
帳を取得している方、取得可能な方
○精神障がい者で統合失調症・そううつ病・
てんかんのいずれかの診断を受けている
方で主治医の意見書の写しを提出できる
方
○総合実務科は療育手帳所持者など
費用 授業料無料（教科書代、検定代などは個
人負担です）
応募受付期間
11月2日（月）
～来年1月8日（金）まで
応募方法など詳しくは、
福岡障害者職業能力
開発校（緯0937415431）へ。
（障がい保健福祉課 緯3282519）

コンピュータ製図科
プログラム設計科
商業デザイン科
OAビジネス科

各20人

福祉住環境科
総合実務科（知的障害者対象）
流通ビジネス科
（内5人音声パソコンコース）

30人



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。
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