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ワンニャン相談コーナー
（ペットの介護）

無料

動物看護師が個別相談に応じます。
�日時 9月28日
（木） 午後1時半～3時
�場所 市動物愛護センター
�内容 犬猫の介護・老犬老猫の悩みについて
�対象 犬猫の飼い主（ペット同伴不可）
�定員 6組（選考） ※1組20分程度。
�申込み 9月20日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

ミツバチへの農薬危害を防止しましょう
これから水稲は出穂・開花期を迎えます。この
時期の農薬散布は、ミツバチに被害を与えない
よう、
事前に近くの養蜂家と巣箱の位置や防除
時期、
場所などの情報交換をしましょう。散布し
た農薬がミツバチや巣箱にかからないよう、
十
分注意しましょう。
詳しくは、
熊本県農業技術課（緯3332381）、
熊本県畜産課（緯3332401）または最寄りの
各広域本部農業普及・振興課へ。
（農業支援課 緯3282384）

金峰山一帯で有害鳥獣
（イノシシ）
の
銃による捕獲作業が始まります
イノシシによる農作物被害を軽減するため、
捕獲作業を実施します。
安全対策には万全を期しておりますが、
行楽・
登山などで山に入る際にはご注意ください。
周辺住民の皆さんにはご迷惑をおかけします
が、
ご理解とご協力をお願いします。


平成30年度熊本市立幼稚園園児募集
�対象 3歳～5歳児（平成24年4月2日～27
年4月1日生）
（金）
～10月16日
（月）
�願書配布 9月1日
（月）
～16日
（月）
�願書受付 10月2日
※配布、
受付、問合せは各園で開園日のみ行いま
す（申込み多数の場合は、抽選）
。
園名

場

所

電話番号

碩台幼稚園

中央区南千反畑町15-23 緯3520511

一新幼稚園

中央区新町1丁目10-38 緯3229525

向山幼稚園

中央区本山4丁目52 緯3568803

川尻幼稚園

南区川尻4丁目170 緯3574634

楠幼稚園

北区楠3丁目61

隈庄幼稚園

南区城南町宮地1009 緯0964-28-2143

緯3388230

※幼稚園は校区制ではありません。
どの幼稚園
にも申込みができます。
※「ことばの教室」
は熊本五福幼稚園（緯3568898）と碩台幼稚園
（緯3520600）にあり、
通級児募集開始は11月の予定です。
（熊本五福幼稚園にあることばの教室は、
平成
30年度は引き続き市が運営します。
）
※私立幼稚園では9月11日～願書配布を開始
し、
11月1日～願書受付を開始します。


※保育料・その他の経費については、市ホーム
ページまたは熊本市立幼稚園ホームページ
（ht
t
p
：/
/
www.
kumamot
okmm.
ed.
j
p/
school
/
youchi
enn/
）をご覧ください。
詳しくは、
各幼稚園へ。

産後ホームヘルプサービス
市内にお住まいの出産後体調不良などで家事
や育児が困難な方や、周りから家事や育児の支
援を受けることができない方、または双子、三つ
子など多胎出産の方を対象に、ホームヘルパー
が支援を行います。
�期間 出産後6か月以内（多胎出産の場合は1
年以内）
�時間 1回につき2時間以内（1時間以内の延
長可）
（多胎出産は40回まで）
�回数 20回まで
200円（1時間延長は600円追加）
�費用 1回1,
※生活保護受給中の方は無料。
�申込み 区役所保健子ども課
※サービスを利用するためには、
事
前登録が必要です。
詳しくは、区役所保健子ども課または子ども
支援課
（緯3282158）
へ。

市内に住む障がいのある方および障が
い者に関わる団体・学校
※申込用紙は希望荘で配布またはホームページ
（ht
t
p:
/
/
ki
bousou.
com/
）
からダウンロード。
※申込用紙の提出は、希望荘（中央区大江5丁目
115）
へ。
詳しくは、障がい者福祉センター希望荘（緯
3715533、
ファクス3645309）
へ。
（障がい保健福祉課 緯3282519）
�対象

希望荘フェスタ2017
展示作品＆ステージ出演者募集！
■文化祭作品展への出品作品募集（個人・団体）
（金）
�展示期間 11月11日（土）～17日
�募集作品 出品者が近年中に製作した絵画、
木竹工、
手芸、書道、写真など
（団体は9月11日ま
�申込み 9月17日まで
で）に申込用紙に記入し持参で希
望荘へ
■ステージイベント出演者募集
�出演時間 11月12日の午前11時～午後2
時の間で1ステージ20分程度
�申込み 9月30日までに申込用紙に記入
し持参で希望荘へ
【共通事項】
�場所 イオン熊本中央店内


希望荘主催講座
（下半期10月～3月）
無料
受講生募集！
希望荘別館
（イオン熊本中央店2階）
障がいのある方、付き添い家族および
ボランティア
・4木曜（午後）
�内容 ・パソコン講座 第2
・ボランティア育成講座（手話初級）
毎週金曜
（午前） ※初受講者限定。
�申込み 9月7日～21日までに直接障がい者
�場所
�対象

1
1

9月1日～12月28日、来年1月4日～3
月31日
�場所 金峰山山麓一帯
�対象鳥獣 イノシシ
�捕獲方法 銃による捕獲
■上記以外の年間計画
�場所 金峰山山麓一帯、立田山一帯、
富合地区、城南地区、植木地区
カラス、ヒヨドリ、
タ
�対象鳥獣 イノシシ、
ヌキ、ドバト
�捕獲方法 銃とワナによる捕獲
�捕獲時期 ・イノシシ（ワナ）通年／（銃）通
年（植木地区のみ）
・カラス（銃）通年
・ヒヨドリ（銃）6月～3月
・タヌキ（ワナ）通年
・ドバト（銃）9月～12月
※上記以外にも緊急的に捕獲作業を行うことが
あります。
詳しくは、区役所農業振興課（東区以外）へ。
�期間

教育委員会会議の傍聴者募集

無料

9月15日（金） 午後2時～
（受付：午後1時～1時45分）
�場所 マスミューチュアル生命ビル7階
�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。
�日時

母乳育児を学ぶパパママ教室

無料

�日時 9月24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 母乳育児の不安や疑問を解決するため、
助産師と一緒に基本的な知識や成功の
ポイントなどを学びます
�対象 母乳育児をしたいと思っている妊婦と
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 9月22日までに電話で市民病院：
助産師外来（緯3651711代表）へ

福祉センター希望荘（緯3715533、
ファクス3645309）へ
※申込みする方は、必ず事前にお電
話ください。
（障がい保健福祉課 緯3282519）

自死遺族支援を考える講演会

無料

�期日 9月22日（金）
�時間・内容
・午後1時半～3時15分 講演会
・午後3時半～5時 講師を交えた遺族の
交流会
�場所 ウェルパルくまもと大会議室
�対象 家族や大切な方を自死で亡くした方、
自死遺族支援に関心があり支援に携わ
る機会がある方
�申込み 当日直接会場へ
詳 し く は、こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー
（緯3628100 平日午前9時～午後4時）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。

