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くらしの情報

マンション管理相談会

無料

日時 3月9日
（水） 午後1時半～4時半
※相談は1人30分以内。
場所 市庁舎9階会議室
相談員 【主催】
熊本県マンション管理士会
申込み 電話で建築計画課（緯3282438）へ

熊本県文化財保護協会
文化財研修会

無料

熊本城に関する古文書や絵図など、
最新の調
査研究の成果を話します。
日時 3月16日
（水）午後1時半～3時半
場所 桜の馬場城彩苑 多目的交流室
（中央区二の丸11）
演題 古文書からみる熊本城
講師 木下 泰葉（熊本城調査研究センター文
化財保護主事）
申込み 当日直接会場へ
熊本県文化財保護協会（緯0964詳しくは、
288399）
へ。
（熊本城調査研究センター 緯3552327）

場所
対象

流通情報会館展示場（南区流通団地124）
平成29年3月大学・短大・専門学校・専修学
校卒業予定者および卒業後3年以内の方
申込み 当日直接会場へ
（産業政策課 緯3282375）

夢と活力ある農業推進事業
（旧農業わくわく化事業）
説明会
やる気のある農業者のさまざまな取り組みを
支援する事業を利用しませんか。説明会は下記
のとおりです。
事業応募期間 4月1日～
事業案内・応募受付
区役所農業振興課（分室）
、中央区役所総務
企画課へ。
※事業案内や応募用紙はホームページからもダ
ウンロードできます。
事業説明会
日 時

場 所

問い合わせ先

3月10日
（木）
市庁舎8階会議室
午前10時～
3月8日
（火）
午後2時～

中央区役所
総務企画課

J
A熊本市小山戸島支店 東区役所
会議室
農業振興課

3月10日
（木）
西部公民館A会議室
午後7時～

西区役所
農業振興課

3月9日
（水）
午後7時～

南区役所
農業振興課

アスパル富合研修室

中小企業者向け人材育成研修を受けませんか

3月10日
（木） 植木文化センター
午後7時～
多目的ホール

北区役所
農業振興課

地域の中小企業者の皆さんの人材育成のため
に、
さまざまな経営課題に対応した実践的研修
を開催しています。各講座の詳しいカリキュラ
ムはくまもと森都心プラザホームページ
（ht
t
p
：
/
/
st
spl
aza.
j
p/
i
ndex
.
ht
ml
）をご覧ください。
対象 市内の中小企業経営者、幹部、一般社員
詳 し く は、ビ ジ ネ ス 支 援 セ ン タ ー
（緯3557402）
へ。
※市内の中小企業の皆さんが中小企業大学校な
どの研修に参加する場合、派遣経費の一部を
助成します
（予算の範囲内）。
詳しくは、
産業政策課（緯3282375）へ。

申込み 当日直接会場へ
（農商工連携推進課

緯3282384）

熊本で働ける企業 合同説明会

無料

学生を対象に熊本で働ける企業64社との合
同説明会を開催します。ぜひ、ご参加ください。
日時 3月17日
（木） 正午～午後4時


子育て支援優良企業認定・表彰式 無料
子育て世帯が働きやすい職場環境を進める企
業を
「子育て支援優良企業」として今回初めて認
定します。
この認定式では、認定企業の取組事例
の紹介や就職情報などもお知らせします。
（火） 午後1時半～
日時 3月22日
場所 くまもと県民交流館パレア10階パレ
アホール
参加企業 子育て支援優良企業20社程度
対象 どなたでも
申込み 当日直接会場へ
※参加企業情報は3月上旬に市ホームページで
お知らせします。
（子ども支援課 緯3282158）

平成28年度 乳幼児ママ・パパ教室の
申込みを受け付けます
市内の子育てサークルや地域の子育てグルー
プなどの就学前の子どもを持つ保護者の団体へ、

犬のしつけ方教室
（基礎講座）

無料

日時 3月26日（土） 午前9時半～11時半
場所 動物愛護センター
内容 犬の飼い方・しつけ方に関する講義（実技なし）
対象 犬の飼い主、犬を飼う予定の方
定員 25人（抽選） ※犬の同伴不可。
（必 着）に は が き に 住
申込み 3月14日 ま で
所、氏名、
年齢、
電話番号、
参加人数、
犬 飼 養 の 有 無 を 書 い て 〒8618045東区小山2丁目111動物愛護
センター（緯3802153）へ

家庭教育や子育てについての学習会の講師を派
遣します。
対象 小学生未満の子どもの保護者で原則
10人程度のグループ
時間 1講座1時間半～2時間
派遣回数 年度内2回まで（うち1回は講演・講話）
申込み 3月1日～実施希望日の1か月前ま
でに申込書を郵送またはファクス
（3512183）で 〒8608601子 ど
も支援課（緯3282158）へ
※申込書は市ホームページからダウンロードで
きます。

市外から市内に転入するときの
小・中学校の転校手続き
住民異動届出時に、
在学していた学校が発行
する①在学証明書②教科用図書給与証明書をお
持ちください。③転入学通知書を渡しますので、
①～③を新しい学校に提出してください。
※転校前に住民異動届出を済ませた場合は、
①
②を持って学務課で手続きをしてください。
詳しくは、学務課（緯3282716）へ。

犬と猫の休日譲渡会のお知らせ
日時

3月20日（祝）
◎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
1）
場所 動物愛護センター（東区小山2丁目11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
※動物愛護センターが保護している犬猫の譲渡会。
（動物愛護センター 緯3802153）

ワンニャン相談コーナー
（犬のしつけ個別相談）

無料

日時 3月25日（金） 午後2時～4時
場所 動物愛護センター
内容 犬のしつけの悩みに対する個別相談
（犬の同伴可）
対象 犬の飼い主
（選考） ※1組約30分程度。
定員 4組
申込み 3月14日まで（必着）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
動物愛護センター（緯3802153）へ

繁殖期のカラスに注意してください
春先、繁殖期に入るカラスが、卵やヒナを守る
ために人を威嚇・攻撃することがあります。
●巣作りされないために
カラスは樹木、電柱などに巣作りします。以
前自宅の庭木などに巣作りされた所は、
事前
に剪定することで巣作りを防止できます。
ま
た、巣材となる針金ハンガーは屋外に放置し
ないようにしましょう。
●巣の撤去にご注意を
カラスの巣は、産卵前や巣立ち後の撤去は
できますが、
卵やヒナがいる状況では鳥獣保
護管理法に基づく許可が必要です。
詳しくは、動物愛護センター（緯3802153）へ。

1人以上乳幼児を預かる事業を行う方
は届出が必要です
4月以降は1日に1人でも乳幼児を保育する
認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業（ベ
ビーシッター事業）を行う場合は届出が必要に
なります。ただし、臨時に設置する場合などは除
きます。
■主な届出事項
・子どもの預かりサービスのマッチングサイ
トを活用して事業を実施する方は、
利用中
のマッチングサイトのURL
・1日に保育する乳幼児の数が5人以下の場
合は職員の研修受講状況
【届出先】 保育幼稚園課
※届出の様式は保育幼稚園課にあります。市
ホームページからダウンロードできます。
詳しくは、保育幼稚園課（緯3282568）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。

