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2019.4月号 ◎ くらしの情報

日時

4月25日（木） 午後2時～
（受付：午後1時～1時45分）
場所 ニッセイ・ウェルス生命熊本ビル7階
（旧マスミューチュアル生命ビル）
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
件などについては、傍聴できません。
申込 当日直接教育政策課（上記ビル6階）へ
詳しくは、教育政策課（☎328-2704）へ。

▲
▲
▲

4月から小学校6年生までの方の利用が可能
になります。
利用の際は、直接施設まで問い合わ
せください。
※施設の利用状況等により、利用
できない場合があります。
空き状況が市結婚・子育て応援
サイトでも確認できます。

（子ども支援課 ☎328-2158）

教育委員会会議の傍聴者募集
▲

病児・病後児保育事業の対象年齢を
拡充します



さくらカード、おでかけ乗車券・回数券
をお持ちの方へ
▲
▲

精神障がい者の家族の皆さんで一緒に学び、
よりよい生活環境をつくりましょう。
日時 4月20日（土） 午後1時半～
場所 市民会館シアーズホーム夢ホール2階
第7会議室
演題 「日頃ご家族が考えられていることを
話し合いましょう」
講師 小笠原 喜祐さん（ピネル記念病院院長）
対象 市内に住む精神に障がいのある方と家
族（入院患者の家族も可）
定員 50人
申込 当日直接会場へ

（精神保健福祉室 ☎361-2293）


▲ ▲
▲ ▲

「熊本いのちの電話相談員」
養成講座
受講生募集
カウンセリングの基礎や電話対応について学
びます。
期間 前期：5月～9月、後期：10月～来年3月
毎週火曜
時間 午後6時半～8時半
場所 熊本YMCA中央センター（中央区新町
1丁目3-8）
対象 23歳以上
費用 前期後期ともに15,000円（一泊研修
費別途必要）
申込 4月30日までに電話で熊本いのちの
電話事務局（☎354-4343 平日午前
10時～午後5時）へ

（精神保健福祉室 ☎361-2293）


▲
▲ ▲
▲ ▲

熊本地震に伴う災害復旧工事が完了したた
め、4月1日から利用を再開します。
4月からの利用や学習講座について、詳しく
は 希 望 荘（本 館 窓 口）ま た は 電 話（☎ 3715533）、ファクス（364-5309）、ホームページ
へ。

▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲

内容
・指定された介護保険施設などでボランティ
ア活動を行うと、
時間に応じてポイントを
付与します。
・介護予防サポーターが行う介護予防に関す
るボランティア活動を行うと、ポイントを
付与します。
・介護の職場で働く意欲のある高齢者に関係↗

よく聴く人になることを目標に、カウンセリ
ングの基本的態度や精神保健の基礎知識を学ぶ
講座です。
期間 6月6日～9月12日 毎週木曜（全13回）
時間 午後6時半～8時半
※来年3月まで継続講座あり。
場所 熊本県精神保健福祉センター（予定）
対象 県内に住む20歳以上の方
定員 50人（先着順）
申込 4月5日から電話（☎285-6884）で熊
本県精神保健福祉協会事務局へ
詳しくは、熊本県精神保健福祉協会ホーム
ページへ。

（精神保健福祉室 ☎361-2293）

▲ ▲ ▲ ▲

介護保険サポーターポイント制度

「熊本こころの電話」ボランティア電
話カウンセラー養成講座受講生募集

▲ ▲

■パソコン短期集中講座受講生募集
期間 4月14日～5月26日 毎週日曜日
（全6回）※5月5日休講。
時間 午前10時～正午
内容 基本操作・Windowsの基本知識など
対象 市内に住む障がいのある方
定員 6人（抽選・初受講の方優先）
費用 1枚20円～（資料印刷代）
申込 4月6日までに住所、氏名、電話番号
を電話（☎371-5533）またはファ
クス（364-5309）で希望荘へ

▲

▲ ▲

私たちは誰でも、病気になったり、仕事を失っ
たり、
さまざまなことで収入が少なくなり、努力
をしてもどうにもならないときがあります。そ
んなとき、
1日も早く自分たちの力で生活でき
るように援助するのが生活保護の制度です。生
活にお困りの場合には相談ください。
※総合出張所でも相談を受け付けています。
詳しくは、
区役所保護課へ（電話番号は、
22～
26ページ上部をご覧ください）。

希望荘が再開します

無料

▲

▲

生活保護の相談はお住まいの
区役所保護課へ

保育士、介護職、支援員の仕事について、相談
から就職まで幅広く支援します。
日時・場所
4月11日（木） 午前10時半～午後1時
イオンモール熊本2階サンリオショップ前
（上益城郡嘉島町）
4月16日（火） 午前10時半～午後1時
ゆめタウン光の森2階THE SHOP TK前（菊
池郡菊陽町）
4月26日（金） 午前10時半～午後1時
ゆめタウンはません2階アカチャンホンポ前
申込 当日直接会場へ
詳しくは、熊本県福祉人材・研修センター（☎
322-8077）へ。

（保育幼稚園課 ☎328-2568）


精神保健家族教室

▲ ▲

▲

対象 国民健康保険または後期高齢者医療の
被保険者
※「熊本市あんま、
はり、
きゅう施設利
用者証」の交付申請が必要です。
助成額 1回につき1,000円
（1日1回、1年度に45回まで）
※末梢神経疾患または運動器疾患にかかるもの
で、
施術1回の施術料金が2,500円以上のもの
（現に当該疾患により国民健康保険法などの規
定による療養の支給を受けている方を除く）
。
※施術費の助成は市から施術所に支払うので、
被保険者への払い戻しはありません。
持参物 保険証、印鑑
申込 市指定の施術所へ
詳しくは、
区役所区民課へ。


無料

▲

あんま、はり、きゅう施術費の
助成回数が増えました

「福祉のお仕事」
出張相談会

▲

さくらカード
有効期限が「H33.3.31まで」と記載されて
いるものは、
手続不要で2021年3月31日ま
で使用できます。
おでかけ乗車券・回数券
以前ご自身で使用していた残高のある
「おで
かけ乗車券」
（磁気カード）
や
「おでかけ回数券」
（紙片）
をお持ちの方は、
「おでかけICカード」
に
残高相当額を載せ替えることができます。
さくらカード、おでかけICカード、残高のあ
るおでかけ乗車券（回数券）をお持ちのうえ、
区役所福祉課または総合出張所で手続きくだ
さい
（2021年3月まで）。
なお、
現金への払い戻しや2021年4月以降の
載せ替えには応じられませんのでご注意くださ
い。
詳しくは、
ひごまるコール
（☎334-1500）
へ。

（健康福祉政策課 ☎328-2340）


在宅の方で、重度の障がい（法令により定めら
れた程度の障がいの状態）のため、日常生活に常
時介護を必要とする20歳未満の児童に「障害児
福祉手当」を、常時特別の介護を必要とする20
歳以上の方に「特別障害者手当」を支給（共に所
得制限有り）します。
詳しくは、区役所福祉課へ。


機関がマッチングをサポートします。
※貯めたポイントは、10ポイントから換金可。
対象 市内に住む65歳以上で要介護・要支援
認定を受けていない方
詳 し く は、熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会（☎ 2882748）へ。

（介護保険課 ☎328-2347）


▲

障害児福祉手当・特別障害者手当を
支給します

市外局番 096 を省略しています◦区役所の各課の電話番号は、
22 ～ 26 ページをご覧ください。◦
「〒 860-8601」
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。

