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くらしの情報

犬のしつけ方教室
（基礎講座）

無料

日時 3月26日
（日） 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。
申込み 3月13日 ま で
（必 着）に は が き に 住
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

子育て支援優良企業認定式・シンポジウム 無料
ジュニアリーダー研修会

無料

子どもたちのリーダーとして活動してみたい
皆さん、研修会に参加しませんか。
期日 3月25日
（土）～26日（日）
場所 金峰山少年自然の家
内容 ジュニア・リーダーの意義・役割、野外
炊飯基礎、キャンプファイヤー、レクリ
エーションゲーム、危険予知トレーニ
ングなど
対象 市内に住む平成29年度に中学1年生
～高校2年生になる方
定員 50人（先着順）
氏 名、
年
申込み 3月1日 ～8日 ま で に 住 所、
齢を電話
（緯2881164）、ファクス
（3435900）ま た は 電 子 メ ー ル
（ kumamoto-kodomokai
@
ni
f
t
y
.
com）
で熊本市子ども会育成協
議会へ
（生涯学習課 緯3282736）

子育て世帯が働きやすい職場環境の整備を進
める企業を認定する取り組みを進めています。
認定式や認定企業による取組事例の紹介を交え、
子育てと仕事の両立に役立つ企業の取組みや就
業情報を提供します。
参加企業 「子育て支援優良企業」 24社
日時 3月17日（金） 午前10時～11時半
場所 国際交流会館ホール
内容 認定式および認定企業や学生による働
きやすい職場環境を考える意見交換
対象 どなたでも
申込み 当日直接会場へ
※参加企業情報は、決定しだい市ホームページ
に掲載します。
2158）
（子ども支援課 緯328-

母乳育児を学ぶパパママ教室

無料

スムーズな母乳育児のスタートのために、一
緒に学びませんか。
日時 3月26日（日） 午前10時～正午
場所 市民病院職員住宅2階研修室
内容 母乳育児の意義や成功するために必要

31日まで）へ
詳しくは、障がい保健福祉課（緯3282519）へ。

臨時福祉給付金（経済対策分）が支給されます
対象 平 成28年 度 臨 時 福 祉 給 付 金（3,
000
円）の支給対象者の方
※平成28年1月1日に市内に住民票があ
り、平成28年度市民税が非課税の方
※本人が非課税であっても税法上の扶
養主の方が課税されている場合や、生
活保護世帯の場合などは対象外です。
支給額 支給対象者1人につき1万5千円
（1回限り）
申請期間 3月31日～8月31日
※支給対象と思われる方に対し、申請書を3月
下旬に発送する予定です。同封の返信用封筒
にて郵送で申請書を提出してください。
詳しくは、熊本市臨時給付金コールセンター
（緯0570550339 平日の午前8時半～午後
5時半）へ。

平成29年度分燃料費助成券の交付開始
対象 1人で外出できない在宅の療育手帳
A1
・A2
（平成29年度以降も有効）をお
持ちで、
所得税非課税の方
※さくらカードおよび福祉タクシー利
用券の交付を受けている方は対象外。
持参物 療育手帳、同居の家族などが所有す
る自動車の車検証の写し、
申請者の
身分証・印鑑（スタンプ印不可）、所得
税非課税を証明するもの（平成28年
1月2日以降に転入された方など）
申込み 3月30日から区役所福祉課
（中央区
は4月14日まで市庁舎1階ロビー
※その後は通年福祉課）、総合出張所
（花園・飽田・北部総合出張所は3月

平成29年度分福祉タクシー利用券の交付開始

対象

身体障害者手帳1
・2級を持つ方、
療育
手帳A1
・A2で平成29年度以降も療育
手帳を持つ方、
精神障害者保健福祉手
帳1
・2級で平成29年度以降も有効な
方（いずれも所得税非課税の方）
持参物 対象の手帳、印鑑（代理人は本人と代
理人の印鑑※スタンプ印は不可）、所
得税非課税を証明するもの（平成28
年1月2日以降に転入した方など）
申込み 3月30日から区役所福祉課
（中央区
は4月14日まで市庁舎1階ロビー
※その後は通年福祉課）、総合出張所
（花園・飽田・北部総合出張所は3月
31日まで）へ
※交付開始初日は大変混雑します。
詳しくは、障がい保健福祉課（緯3282519）へ。

センター（緯3802153）
へ

なこと
母乳育児を希望する妊婦と家族、子育
て中の母親と家族、孫育て中の祖父母
など
申込み 3月24日までに電話で市民病院助
産師外来（緯3651711代表）へ

対象

エンゼル基金助成団体活動発表会 無料
エンゼル基金の助成を受けて平成28年度に
活動を行った団体の、活動実績発表会です。子育
て支援活動を行う各団体の事例発表や、子育て
に関する講演会も予定しています。
日時 3月12日（日） 午後1時～4時半（予定）
場所 市役所別館自転車駐車場8階会議室
演題 「子育て家庭と地域をつなぐ支援とは
～地域の仲間として～」
講師 熊丸 みつ子さん（幼児教育専門家）
申込み 電 話 で 子 ど も 支 援 課（緯3282158）
へ
※会場内に託児スペースもあります。
希望する
方は、申込みの際にお知らせください。
くま まる

「熊本いのちの電話」
電話相談員を
目指す方への説明会
熊本いのちの電話は、生きることへの葛藤を
抱え苦しんでいる方からの電話相談を365日
24時間行っています。
ボランティア活動はやり
たいが電話相談員は自分にできるかなと不安を
お持ちの方に安心して一歩が踏み出せるよう説
明会を開催します。
期日 3月10日（金）、
11日（土）、
12日
（日）
時間 午後1時半～2時15分、3時～3時45分
場所 市民会館シアーズホーム夢ホール会議
棟2階第6会議室
内容 DVDやパンフレットを用いての説明
申込み 当日直接会場へ（希望日時の予約は
熊本いのちの電話事務局 緯3544343 平日午前10時～午後5時へ）
（精神保健福祉室 緯3612293）

障がい者福祉センター希望荘年間受講生募集
対
象
開催場所
主催講座

障がいのある方、付き添いの家族およびボランティア
希望荘別館（イオン熊本中央店2階） ほか
年間
午前：陶芸①②、料理
午後：絵手紙、絵画、花と紙のクラフト、七宝焼
上半期（4～9月）
午前：ボランティア育成講座「手話（初級）」
午後：パソコン
申込み 3月3日～16日までに直接希望荘の窓口へ（電話申込み不可・抽選）
（希望荘 緯3715533 ファクス3645309）

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。

