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くらしの情報
※専用の駐車場はありませんので、
公共交通機
関でお越しください。

介護福祉士実務者研修講座
介護福祉士実務者研修の資格を取得し、介護
関連職に就職するための職業訓練を実施します。
期日 9月1日～来年3月22日 週3日程度
（土・日、
祝日を除く）
時間 午前9時～午後4時半
（変更になる日もあり）
（西 区 花 園7丁 目
場所 職 業 訓 練 セ ン タ ー
1910）
対象 市内に住む開講日に失業中で介護関連
職種への就職を希望する方
※おおむね18歳～50歳までの方（学
生は除く）。
定員 15人（選考）
796円
費用 教材費14,
（緯
申込み 8月24日 午 後5時 ま で に 電 話
3256947）または窓口で職業訓練
センターへ
（経済政策課 緯3282375）

震災と人権シンポジウム

学ぼう！エシカル消費講演会

無料

日常のお買い物で商品などの「質」や「値段」を
考えるように「地球環境」や「作っている人」
「
、地
域」などにも配慮する消費スタイルが『エシカル
消費』です。一緒に考えてみませんか。
日時 9月29日（金） 午後1時半～3時半
場所 くまもと県民交流館10階パレアホール
演題 「市民の社会的責任と
してのエシカル消費」
講師 山本 良一さん（東京大
学名誉教授）
対象 市内に住むか通勤・通
学する方
定員 200人（先着順）
申込み 8月10日午前8時から電話（ 緯3341500）またはホームページ（hi
gomar
ucal
l
.
j
p）でひごまるコールへ
詳しくは、消費者センター（緯3535757）へ。

各区での消費生活相談
（出張相談）無料
無料

熊本地震に伴う仮設住宅やみなし仮設などの
現状や取り組みなどを通して、人権的配慮の重
要性について考えるシンポジウムです。
日時 9月5日（火） 午後1時半～（開場：午後1時）
場所 国際交流会館6階ホール
コーディネーター
田村 太郎さん（復興庁復興推進参与（非常勤））
報告・パネリスト
福島 貴志さん（特定非営利活動法人自立応
援団理事長）、清田 純一さん（塚原仮設住宅
自治会長）
ほか
対象 どなたでも
定員 180人
（先着順）
申込み 8月7日から「震災と人権シンポジウム
申込み」、氏名、申込み人数、電話番号を
電話（緯334-1500）かファクス（3702002）またはホームページ（hi
gomar
ucal
l
.
j
p）でひごまるコールへ
（人権推進総室 緯3282333）

期日・場所
・北区役所1階相談室 毎週月曜日
・西区役所2階相談室 毎週火曜日
・南区役所3階エレベーター横 毎週水曜日
・東区役所3階相談室 毎週木曜日
※祝日、年末年始は除く。
時間 午後1時～4時
申込み 当日直接会場へ
詳しくは、消費者センター相談専用電話（緯
3532500）へ。

マンション管理相談会

無料

日時

8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3階会議室
相談員 【主催】一般社団法人熊本県マンショ
ン管理士会
申込み 電話で（一社）熊本県マンション管理
士会事務局
（緯3430095 平日午
前9時～午後5時）へ

消費者セミナー 「お洗濯マイスター
直伝！目からウロコの洗濯講座」 無料

各区で法律相談会を開催します

日時 9月25日
（月） 午前10時～11時半
場所 ウェルパルくまもと1階大会議室
内容 洗剤・洗濯の基礎、汚れをしっかりと落と
すお洗濯のコツ、上手な部屋干しのコツ
講師 山縣 義文さん（ライオン株式会社お洗
濯マイスター）
定員 100人
（先着順）
申込み 8月8日午前9時から電話で消費者
センター（緯3535757）へ


期日・場所
・東区（東部公民館）9月3日（日）、20日（水）
・西区（西部公民館）9月3日（日）、20日（水）
・南区（富合公民館）9月7日（木）、17日（日）
・北区（植木文化センター）
9月7日（木）、17日（日）
※中央区は広聴課へお問い合わせください。
※住む区にかかわらず、どの区でも相談できます。
時間 午後1時半～4時半


無料

対象 市内に住民登録のある方
（先着順）
定員 6人
申込み 8月7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325-0020）へ
※同一内容の再相談は受付できません。
詳しくは、広聴課（緯3282075）へ。

「熊本元気塾」
の聴講生募集

無料

日時 8月23日（水） 午後6時～8時
場所 流通情報会館5階第1研修室
演題・講師
「『おいしさ』を科学する～生存に欠
第1部：
かせぬ感覚＝味覚～」
川上 育代さん
（尚絅大学生活科学部准
教授）
第2部：
「どちらを選ぶ？～食べたいものと
健康に良いもの～」
秋吉 澄子さん（尚絅大学短期大学部講師）
定員 100人（先着順）
2091）ま
申込み 8月5日から電話（緯377たはホームページ（ht
t
p
：/
/
www.
j
yohokai
kan.
com/
net
or
der
.
ht
ml
）
で流通情報会館へ
※
「熊本元気塾」の会員も随時募
集中です。詳しくは、流通情報
会館へ。
▲流通情報会館
ホームページ

犬と猫の休日譲渡会
日時 8月27日（日）
◎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
場所 市動物愛護センター（東区小山2丁目11-1）
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
※市動物愛護センターが保護している犬猫の譲渡会。
譲渡には条件があります。詳しくは、市動物愛
護センター（緯3802153）へ。

ワンニャン相談コーナー
（犬のしつけ個別相談）

無料

日時 8月21日（月） 午後2時～4時
場所 市動物愛護センター
内容 犬のしつけの悩みに対する個別相談
対象 犬の飼い主（犬の同伴可）
定員 4組
（選考） ※1組30分程度。
申込み 8月10日（必着）までにはがきに住所、
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
市動物愛護センター（緯3802153）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。

