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中小企業退職金共済制度で安全・確実な
退職金設計を始めませんか

無料
消費者セミナー
「すっきり暮らす～年末お片付け講座」

中小企業の事業主が、従業員の退職金を計画
的に準備できる制度です。
�制度内容
・掛金の一部を国が助成（対象外となる場合
あり）
。
・掛金は全額非課税で、
手数料も不要。
・社外積立型なので管理が簡単。
・家族従業員やパート従業員も加入可能。
詳しくは、中小企業退職金共済事業本部（緯
0369071234）
へ。
（しごとづくり推進室 緯3282377）

整理収納の基本を一緒に学んでみませんか。
�日時 11月13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
�講師 出口 りつこさん（収納整理アドバイザー）
�定員 100人
（先着順）
�申込み 10月11日午前9時から電話で消費
者センター
（緯3535757）
へ
※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。

平成29年度日本尊厳死協会
くまもと県民フォーラム

無料

�日時 10月21日（土） 午後1時半～4時半
�場所 熊本県医師会館大ホール
（中央区花畑町113）
「私が決める私が選ぶ人生の最終段
�演題 ・
階～わたし流大往生」
・「お楽しみはこれからだ～豊かな人生
の最終章を迎えるために～」
�講師 前田 淳子さん（まえだクリニック院
長）、
安東 由喜雄さん（熊本大学医学部
部長）
�対象 どなたでも
�定員 300人（先着順）
�申込み 当日直接会場へ
（医療政策課 緯3643186）

これからの公共施設のあり方を考える
無料
市民シンポジウム
公共施設マネジメントや公民連携のあり方に
ついて、学識者、
金融機関、
民間事業者、
熊本市長
を交えて討論します。
�日時 10月30日（月）
午後3時～（開場：午後2時半）
31）
�場所 KKRホテル熊本（中央区千葉城町3�演題 「公有資産マネジメント－
『拡充』
から
『縮充』
への発想転換
（仮）
」
�講師 南 学さん（東洋大学経済学研究科客員
教授）
�対象 どなたでも
�定員 200人（先着順）
�申込み 10月5日～23日までに電話で資産マ
ネジメント課（緯3282845）へ
※講演後、
対談・パネルディスカッションを予定
しています。
※駐車場はありませんので、
公共交通機関をご
利用ください。

都市政策研究所開設5周年記念
シンポジウム

無料

都市政策研究所のこれまでの取組みを振り返
り、
政令指定都市のシンクタンクとして求めら
れる役割を考えます。
�日時 10月25日
（水） 午後3時～5時
�場所 現代美術館アートロフト
�演題 「政令指定都市に求められるシンクタ
ンクの像」
�定員 25人（先着順）
�申込み 10月1日～23日までに電話で都市
政策研究所（緯3282784）
へ
※申込んだ方は当日直接会場へお越しください。
かたち

暮らしのなんでも1日総合相談所 無料
�日時 10月6日
（金） 午前10時～午後3時
�場所 くまもと県民交流館パレア10階
�内容 専門の相談員が相談に応じます
�申込み 当日直接会場へ
詳 し く は、
総務省熊本行政評価事務所
（緯
3241662）
へ。
（広聴課 緯3282075）

「熊本元気塾」
の聴講生募集

無料

�日時 10月12日
（木） 午後6時～8時
�場所 流通情報会館5階第1研修室
『奇
!
�演題 「ここがわかるともっと楽しめる!
想』の画家伊藤 若 冲と江戸時代の絵画」
�講師 金子 岳史さん（熊本県立美術館主任学
芸員・文学博士）
（先着順）
�定員 100人
（緯3772091）
�申込み 10月5日 か ら 電 話
またはホームページ（ht
t
p:
/
/
www.
j
yohokai
kan.
com/
net
or
der
.
ht
ml
）
で流通情報会館へ
じゃくちゅう

「福祉のお仕事」
出張相談会

無料

保育士、介護職、支援員などに就職を考えてい
る方や
「福祉の仕事について知りたい」
「資格に
ついて教えてほしい」という方の相談から就職
まで幅広く支援します。
�日時 10月27日
（金） 午前10時～午後1時
�場所 ゆめタウンはません正面玄関1階エス
カレーター周辺特別会場（南区田井島
1丁目21）
�申込み 当日直接会場へ
※ゆめタウン光の森、
イオンモール熊本では「～
保育士さんあつまれ～出張相談会」
を随時開
催しています。
詳しくは、熊本県福祉人材・研修センター（緯
3228077）へ。
（保育幼稚園課 緯3282568）

各区で法律相談会を開催します

無料

�期日・場所
・東区（東部公民館）11月5日（日）、15日（水）
・西区（西部公民館）11月5日（日）、15日（水）
・南区（富合公民館）11月9日（木）、12日（日）
・北区
（植木文化センター）
11月9日
（木）
、
12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
�対象 市内に住民登録のある方
�定員 6人（先着順）
�申込み 10月5日から電話で熊本県弁護士
会相談センター
（予 約 専 用 緯
3250020）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。

不動産無料相談会

無料

�期日・場所
・10月3日（火） 東区役所1階ロビー
・10月6日（金） 中央区役所1階ロビー
・10月11日（水） 西区役所旧館1階ロビー
※区役所特設相談スペース。
�時間 午前10時～午後3時
�内容 地価公示の鑑定評価を担当した不動産
鑑定士による土地評価、そのほか不動
産に関する無料相談
�申込み 当日直接会場へ
（用地調整課 緯3282533）

マンション管理相談会

無料

10月11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】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
（建築政策課 緯3282438）
�日時

あんしん住まいのシンポジウム

無料

住宅確保が困難な方への支援について、
シン
ポジウムを開催します。
�日時 10月21日（土） 午後1時半～5時
（受付：午後1時～）
�場所 市庁舎14階大ホール
�内容 ・説明「新たな住宅セーフティネット
制度について」
・講演「みなし仮設の居住支援と復興
コミュニティデザイン」新井 信幸さ
ん（東北工業大学工学部）
・パネルディスカッション
「各現場か
らの報告」
・熊本市居住支援協議会の取組み紹介
�申込み 10月18日までに電話で熊本市居住
支援協議会
（緯2455667 平日午
前10時～午後5時）へ
（建築政策課 緯3282438）

女性建築士による住まいづくり相談会 無料
大事な新築やリフォームに関する不安や質問
を気軽にご相談ください。
�日時 10月28日（土） 午後1時～4時
�場所 鶴屋本館5階インテリアカウンター
�相談員 熊本県建築士会女性部会
�申込み 当日直接会場へ
※仮設団地での出張相談会の受付もしています。
詳 し く は、熊 本 県 建 築 士 会 事 務 局
（緯3833200）へ。
（建築政策課 緯3282438）
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