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この紙面の内容は、
9月9日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
内容が変更となる場合があります。
最新情報は市ホームページまたは担当課へ問い合わせください。
（9月号以前に掲載分も含む）
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2020.10 ◎ 特集

命を守るために
〜救急の最前線〜

私たちの生活様式をガラリと変えた新型コロナウイルス感染
症。命を守る救急の現場でもさまざまな対応が行われ、よりスピー
ディーで、より安全な搬送につなげています。
今回は「いざ」というときに慌てず、安心して救急要請できるよう
に、
「 119」のその先を紹介します。

変化する救急隊の感染症対策と救急活動
119通報を受けた消防指令管制員が電話でしっかり症状をヒアリングし、
新型コロナウイルス感染の可能性を見極めます。
「感染疑いあり」と判断した
場合は、これまでの感染症対策からさらに強化した防護服やマスク等を着用
して救急隊員が出動。また、救急車内にも患者と隊員を感染リスクから守る
さまざまな取り組みを導入しています。

消防指令管制室

聞き取り項目を増やし対応

新型コロナウイルスの感染拡大により、電話での聞き取り内容を変更していま
す。現在は急病に限らず、けがや事故でも発熱や呼吸器症状の有無を細かく伺い
ます。これは現場へ向かう救急隊へ事前に患者さんの状態を正確に伝えること
で、救急隊員を感染から守るためです。短い時間の中でなるべく多くの情報を聞
き取り、救急隊が現場をイメージできるように正確に伝えることは簡単なことで
はありませんが、日々心がけて対応しています。

あさ

情報司令課

消防司令

くら

ひろ

あき

朝倉 宏昭

患者さん本人の通報が難しい場合
状況によっては、ご家族など発見者が119番する場合もあると思います。そう
いった場合、救急隊が到着するまでの間に応急手当の指導を口頭で行うこともあ
ります。心臓マッサージの方法、AEDの使い方、止血方法、やけどの対処法など、
電話での指示に従って落ち着いて行動してください。

いち早い出動のために、知っておきたいポイント
火事ですか？救急ですか？場所はどこですか？

まずは「火事です」、
「救急です」など、何が起きたのか、また、
「場所」はどこなのかをはっきり伝えてください。
後はできるだけ落ち着いて係員の質問に答えてください。

慌てず落ち着いて

緊急通報が「119」に決まった時代、電話はダイヤ
ル 式。早 く 回 せ る「1」と 、ダ イ ヤ ル が 戻 る ま で に 一
呼吸して落ち着けるように「9」を組み合わせていま
す。今はプッシュフォンが主流ですから、通報前に
深呼吸することを心がけてください。

消防局の
ココがすごい！

住所を伝える

住所は市区町村から番地や世帯主
まで正確に詳しく教えてください。
屋外の場合は目標になる建物、交差
点、公園などを探すのがポイントで
す。

聞かれた質問に答える

落ち着いて係員の質問に答えるこ
とが最も効率の良い通報です。
結果的に聞き取り時間短縮と、ス
ピーディーな出動につながります。

通報から到着までの時間が、全国平均より1分17秒も早い！
平成30年の全国平均８分42秒に対して、本市の所要時間は７分43秒でした。また、昨年はさらなる短縮を
実現し、平均所要時間は７分25秒になりました。

119通報に関する、素朴な疑問
救急車を呼んだときに
サイレンを鳴らさず
来てもらえる？
最近は「サイレンを鳴らさないで」と言
われることもありますが、救急車は道路交
通法で現場に向かう際には「サイレンを鳴
らし、赤色の警光灯をつけなければならな
い」規定があります。
ぜひ市民の皆さんにはその点も理解い
ただきたいと思います。

固定電話と携帯電話、どちらからの電話がスムーズ？
それぞれメリットとデメリットがあります。固定電話からの通報は正確な住所が判明
するので、現場に到着するまでの時間を短縮することができます。一方、患者と離れた位
置に電話がある場合、状況の確認がしづらいというデメリットがあります。
携帯電話は救急車が到着するまでの対処法を係員から伝えることができますが、正確
な位置を確定できませんので通報時に詳しく伝えることが必要です。
どちらの電話の場合も、まず優先するのは、救急車が向かう場所を正確に伝えるこ
と。外出先の場合は、近くにある建物や電柱に書かれた番地を教えてください。自宅で
あれば、電話のそばに郵便物を置くだけでもいざというときの備えになります。

※9月9日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。

救命救急

特集 ◎ 2020.10

感染防止の装備を追加して対応

救急隊はこれまでも感染症対策を行っていましたが、新型コロナウイルス感染防
止のためさらに対策を強化しています。
ウイルスは目に見えないため万全の対策は
難しいのですが、まずは隊員の感染を防ぎ、さらに三次感染を防ぐことを考え緊張
感をもって対応しています。
指令管制室から感染の可能性があるとの情報があった
場合、
通常の服装に装備を追加し、
感染予防を行います。

迅速に医療機関へ搬送するために

中央消防署 消防司令補
（救急救命士）

くす

だ

あき

のぶ

楠田 彰布

出動している救急車から隊員が直接、患者さんやご家族へ電話をすることがあ
ります。到着までに状況を伺うことで、現場滞在時間を短縮し、ひいては患者さん
の負担を減らすことが目的です。救急車は場所が特定できたらすぐに出動します
ので、指令管制室との通話が終了しても連絡が取れる状態でお待ちください。

感染症を意識した新しい応急手当

感染症を防ぐための装備

1. 人工呼吸は行わない

ゴーグル

※子どもの場合は、状況に応
じて人工呼吸が必要とな
りますので、指令管制員の
指示に従ってください。

N95マスク
医療用ゴム手袋

不織布ガウン

2. 胸骨圧迫開始前には、
ハンカチ等を口にあてる

不織布ズボン

感染が疑われる出
動 の 場 合 は 、こ れ
らの装備を行い、
搬 送 後、密 封 し て
廃棄を行います。

全車にオゾン（O₃）
発生装置を配備

シューズカバー

3. 応急手当時は
換気を行い三密を避けて

救急車には感染リスクを軽減するための、オゾン発生装置を
配備しています。また、搬送後は毎回、車内をアルコールと次亜
塩素酸ナトリウム溶液で消毒しています。

市民の皆さんへ

148

さまざまなウイルスの同時流行にしっかり備えています

気温と湿度が低下するこれからの季節は、さまざまなウイルスの活性化が懸念されます。特に新型コ
ロナウイルス感染症とインフルエンザは「高熱」や「咳」など似た症状を示すためどちらか判別がつか
ず、
「救急車を呼んでいいのか？」
「 どう伝えればいいのか？」と、ためらうことがあるかもしれません。
しかし、いち早い出動が命を守ることにつながりますので、緊急の場合は、迷わず119通報してくださ
い。消防指令管制室ではフェーズに合わせて聞き取り項目を変える対応をしており、質問に答えるだけ
で患者さんの状況を的確に判断。いかなる状況下でも安全で速やかな搬送につなげています。

応急手当に関するオリジナル動画が完成！

新型コロナウイルス感染症の影響で、
救急講習などの中止や規模縮小が余儀な
くされている一方、市民の皆さんから開
催を希望する声が少なくありません。そ
こで、消防局と熊本城おもてなし武将隊
がタッグを組み、応急手当に関するオリ
ジナル動画「応急手当でおもてなし」を作
成しました。企画・撮影・編集のすべてを職員が担い、熊本城おもてなし武将隊が出演するドラマ仕立て
になっていますので、正しい応急手当について楽しく学べます。
「人を想うこころ＝おもてなし」が詰まったこの動画をきっかけに、一人でも多くの命が
救われることを願っています。市公式YouTubeチャンネルで見ることができますので、ぜ
ひチェックしてください。
You Tube「応急手当でおもてなし」はこちら➡



（消防局 総務課

☎096-363-0119）

作：桜田幸子
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2020.10 ◎ 熊本健康アプリ・介護保険料・休日夜間急患センター

好評配信中の熊本健康アプリ！豪華賞品が決定！
熊本健康アプリ「もっと健康！げんき！アップくまもと」のインストールはお済みですか？健康アプリでは、
「歩く」
「健診を受ける」などの健康活動をポイントとして貯めることができ、貯まったポイントを使って、豪華賞
品が当たる抽選への応募ができたり、協力店舗でサービスを受けることができます。楽しみながら健康づくりに
取り組みましょう。

来年2月末までポイントを貯めて豪華賞品に応募しよう!

1,200本以上！

獲得ランク（ポイント数）に応じて、賞品に応募できます。

プラチナ

ゴールド

3,000

10,000円相当賞品

シルバー

2,500

達
pt成

3,000〜5,000円相当賞品

ポイント獲得期間

もっと健康！げんき！アップくまもと

1,000円相当賞品

電子ギフト250 本！

賞品申込期間

げんき！アップくまもと
（地域限定）
商品券
※デザインが変更になる場合があります

検 索

協賛企業賞品ほか

500pt成達

達
pt成

来年 2 月 28 日まで

シルバーランク以上はWチャンス！
抽選に外れてもノーマル賞品が当たる可能
性があります。
健診を受けて、歩いてポイントを貯め上位ラ
ンクを目指しましょう！賞品および
企画協力企業の特典の詳細は、随時、
専用ホームページに掲載します。

ノーマル

げんき！アップくまもと
（地域限定）商品券

2,000

達
pt成

お肉のギフト券

賞品総数

来年 2 月 8 日〜 28 日

熊本県産農産物詰め合わせ

全国共通おこめ券

400本！

お食事券

モバイルポーチ

植木温泉ペア入浴券

えがおの黒酢・ブルーベリー

電子ギフト

平均歩数で競う「グループ対抗戦」開催！

仲間と励ましあいながら、楽しく挑戦しよう！上位グループ・飛び賞には、表彰状と賞品を贈呈します。

第1回
アプリの
「ランキング」画面から
ここをタップ

期
間
対
象
参加人数
申
込

第2回

職場対抗戦

賞

1～5位 お食事券（ジェフグルメカード）、
協賛企業賞品、表彰状
飛び賞 協賛企業賞品、表彰状
〈第1回 対抗戦の協賛企業賞品〉

11月1日～30日
市内の企業
1グループ5～20人
10月1日～22日

・
「守る働く乳酸菌」 ・ぎゅぎゅっと活菜青汁乳酸菌プラス

なかよし対抗戦

期
対
※グループから１人が
代表で申し込んで
ください。

（健康ポイント事業運営事務局

間 来年1月4日～28日
象 本市に在住または通勤通学
する18歳以上の方
参加人数 1グループ5～20人
申
込 12月1日～18日

☎0120-040-037

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が
減少した世帯に属する第一号被保険者に対して、介護保険料を減免する
制度があります。制度の適用を受けるには申請が必要です。
対象者 次の①②の要件いずれかに該当する方
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、
または重篤な傷病を負った第一号被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の
事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入（以下「事業収入等」と
いう。）の減少が見込まれ、次のⅰおよびⅱに該当する第一号被保険者
ⅰ世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少
額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）が
令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
ⅱ世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に
係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以
下であること
申請書など詳しくは、市ホームページまたは区役所福祉
課へ。
（介護保険課

協賛 ： アサヒ飲料株式会社 様

☎096-328-2347）

株式会社えがお 様

アプリのインストールはこちらから
【Android】

【iPhone】

平日午前9時～午後5時 年末年始を除く）
（健康づくり推進課

介護保険料の
減免制度があります



品

☎096-361-2145）

休日夜間急患センター
（熊本地域医療センター）
の
診療時間が変更になります
10月から当面の間、休日夜間急患センター（熊本地域
医療センター）の内科・外科の深夜帯（午後11時～翌午前
8時）の診療が休止となります。なお、小児科の深夜帯は引
き続き診療します。
詳しくは、市ホームページ等へ。
診療科目

平日・土曜

日曜・祝日

準夜

深夜

昼間・準夜

深夜

内

科

〇

×

〇

×

外

科

〇

×

〇

×

小児科

〇

〇

〇

〇

※昼間【午前8時～午後6時】、準夜【午後6時～11時（小児科は午後
6時～午前0時）】、深夜【午後11時～翌午前8時（小児科は午前0
時～8時）】



（医療政策課

☎096-364-3186）

※9月9日現在の情報です。
内容が変更となる場合があります。

人事行政の運営等の状況・資源物等の持ち去り対策・インスタ投稿キャンペーン ◎ 2020.10

人事行政の運営等の状況
市職員の給与は、市人事委員会が市内民間企業の従業員の給与を調査した上で行う勧告に基づき、市議会の決定を経て定められています。
市長、議員の報酬などは、市内の公共的団体の代表者などによる特別職報酬等審議会の答申に基づき、市議会の決定を経て定められています。
令和元年度の人件費は814億829万円で、市歳出総額3,985億133万円における人件費の割合は20.43％でした。
（1）
職員
（一般行政職）の平均年齢および
（2）職員（一般行政職）の
平均給料月額の状況（平成31年4月1日現在）
初任給の状況（平成31年4月1日現在）
平均年齢

平均給料月額

42.3歳

区分

324,000円

大学卒
高校卒

（4）
職員
（一般行政職）の級別職員数の状況（平成31年4月1日現在）
区分

1級
主 事
技 師
291人

標準的な職務内容
職

員

構

数

成

比

9.3%

2級
経験主事
経験技師
310人

3級
主任主事
主任技師
868人

9.9%

27.6%

扶

通
住

分

養

手

勤
居

手
手

当

4級
主

計

※期末・勤勉手当の（

査

応募認定・定年
47.71月分

課

508人

7級

長

部

220人

16.2%

部

317,173円

8級

長

局

65人

7.0%

24人

2.1%

100%

3,681人

3,695人

14人

4,872人

4,920人

48人

公営企業等会計部門

1,160人

1,149人

△ 11人

9,713人

9,764人

51人
（△はマイナス）

（7）特別職の報酬等の状況（令和元年度）
市 長
1,190,000円

期末手当

副市長
947,000円

（8）懲戒処分の状況（令和元年度）

）内は、再任用職員に係る支給割合です。

対前年
増減数

特別行政部門

区
分
報酬等月額

人

数

戒告
3人

減給
2人

停職
3人

365,004円

3,140人

0.7%

一般行政部門

計

30年
400,162円

計

長

職員数
平成30年
平成31年

門

合

2.6月分
（1.45月分） 1.90月分（0.9月分）
自己都合

222,158円

6級

幹

20年
363,771円

（6）定員の状況（部門別職員の状況、各年4月1日現在）

勤勉手当

47.71月分

主

854人

家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

最高限度額

5級

27.2%

10年
269,265円

高校卒

153,300円

〇電車・バス等を利用する場合 55,000円
を限度に支給
〇自動車などを利用する場合 使用距離に
応じて3,300円～23,000円を支給

当

経験年数
大学卒

188,000円

内 容
〇配偶者は9,000円、
子は9,000円、父母等
は6,500円
〇16歳から22歳までの間にある子1人に
つき5,000円加算

期末手当

期末･勤勉手当
（令和元年度）
退職手当

当

（平成31年4月1日現在）

熊本市

（5）職員手当の状況（平成31年4月1日現在）
区

（3）職員（一般行政職）の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

計

議 長
820,000円
3.40月分

免職
1人

副議長
746,000円

議 員
676,000円

計
9人

※懲戒処分とは、
職員の一定の義務違反に対して、
その責任を追及して行う不利益処分です。

詳しくは、市ホームページへ。

（労務厚生課

10月1日から、
資源物等の持ち去り対策を
強化します

【改正の主な内容】
① 資源物等の買取業者が持ち去り物を買い取らないよう
に、持ち去り物の譲受（買取）を禁止します。
② 資源物等の持ち去りや譲受（買取）禁止規定に違反した
場合、氏名等を市ホームページなどで公表します。
③ 持ち去り行為や譲受（買取）行為が疑われる場合等は、
必要な立入りや聞き取りなどの調査を行います。
持ち去り行為を目撃した際の通報や、集団回収活
動の推進など、持ち去り行為撲滅にご協力をお願い
します。


（ごみ減量推進課

☎096-328-2365）

☎096-328-2149）

インスタ投稿キャンペーン
「# 地下水都市くまもと」
han
sessuic

本市では、新聞紙などの古紙類やアルミ缶などの資源物等
を、市や市が委託した者以外の者がごみステーションから持
ち去る行為を条例で禁止しており、違反者には、20万円以下
の罰金が科せられます。
このたび、持ち去り行為の撲滅に向けた対策を強化するた
めに、条例の一部改正を行い、10月1日から施行します。この
改正により、新たに次の内容が追加となります。

☎096-328-2960・人事課

sessuic
han

「世界に誇る地下水都市くまもと」をテーマにした写真をインスタ
グラムで募集しています。
普段行っている節水の取り組みやお気に入りの湧水スポット、くま
もとの地下水に関する写真などを撮って、ハッシュタグをつけて投稿
してください！投稿の中から6人の方に地下水を育む農畜産物などを
プレゼントします。
皆さんの投稿をお待ちしています！
受付期間
投稿方法

詳しくは
11月30日まで
こちら➡
ハッシュタグ
「＃地下水都市くまもと」をつけて写真を投稿

地下水を育む農畜産物などをプレゼント！
「いいね」の数が多かった上位3名様 ： えこめ牛セット など
審査会で選ぶベストショット3名様 ： 地下水かん養米 など
抽選で30名様 ： 飲料水「熊本水物語」1ケース+節水シール10枚


（水保全課

☎096-328-2436）

5

6

2020.10 ◎ コロナ特集

新型コロナウイルス感染症に関する情報

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、
市民の皆さんの予防意識と行動が非常に重要です。
引き続き
「３つ
の密の回避」
や、
「人と人との距離の確保」
「
、マスクの着用」
「
、こまめな手洗い」
をはじめとする
「新しい生活様式」
を心
がけ、
一人一人が感染拡大防止に努めましょう。

最新情報は、
市ホームページを確認ください。
また、
状況は刻々と変化しています。

熊本市

コロナ

検 索 など

市有施設でも感染防止対策を行っています
本市では、下記の対策を徹底したうえで施設を開館しています。利用される際は、マスクの着用やアルコール消毒、入場制限などの感染防
止対策にご理解ご協力をお願いします。また、感染状況等に応じて施設を休館・利用休止とすることがあります。休館・利用休止に関する最
新の情報については、市ホームぺージをご覧ください。

感染防止対策の基本的事項
「三つの密」
への対策

定期的な換気の実施、対人距離の確保、必要に応じた入場人数
や滞在時間の制限 等

施設における
感染防止対策

発熱等の症状のある方の入場制限、休憩スペースの使用制限、
施設内の清掃・消毒の実施 等

職員の
感染防止対策

職員の健康状態の把握、アルコール消毒の徹底、マスク着用の
徹底 等

※各施設は以下のようなさまざまな確認事項を含む感染症防止対策チェックリ
ストの項目を全て満たしています。

・発熱や風邪、味覚障害の症状がある方の入場制限をしている。
・人と人の間隔（原則２ｍ少なくとも1m）を十分確保している。
・大声での会話が行われないよう、BGMを最小限に調整している。
・施設内をこまめに清掃している。
・休憩スペースの利用人数を制限している。


～感染症防止対策チェックリストより一部抜粋～

感染防止対策の具体例
発熱等への対応

施設の清掃等

イベントの制限

検温の様子

ホールの清掃の様子

ホールの様子

感染症防止対策チェックリストや利用可能施設一覧
など詳しくは、市ホームページへ。


（政策企画課

☎096-328-2035）

感染拡大防止対策を実施しているお店を利用しましょう
～熊本市感染拡大防止実践店～
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を実施する飲食店等に対し、備品購入や換気設備の改修
工事等の経費を補助し、安心してお店を利用できる環境づくりを支援しています。また、業種別ガイド 感染拡大予防対策を
しているお店は
ラインの遵守が確認できた店舗を「感染拡大防止実践店」として認証し、ステッカーを配布しています。
このステッカーが目印
感染拡大防止対策に取り組んでいる店舗・施設を積極的に利用しましょう。

熊本市感染拡大防止実践店とは

感染拡大防止の取り組みを行っている市内の店舗
（飲食店、居酒屋、バー・スナック等 ※デリバリー、テ
イクアウト専門店等を除く）で、業種別ガイドライン
の遵守が確認できた店舗を「感染拡大防止実践店」と
して認証し、専用ホームページで店舗名や取り組み
等を紹介しています。
認証された店舗には、
「感染拡大防止実践店」を証
明するステッカーを配布しています。ステッカーが
貼ってあるお店は安心して利用できます。
熊本市感染拡大防止実践店紹介
ホームページはこちら➡

事業者の皆様へ

感染拡大防止対策を徹底した上で、ステッカーを目立つ場所に掲出し、安心し
て利用できる店舗であることを知らせましょう。
実践店として認証されると、感染拡大防止に取り組み、安心・安全の確保に努
めている店舗として専用ホームページでPRできます。実践店への認
証を希望する店舗は申請が必要ですので、事業者専用ホームページ
をご覧ください。


事業者専用ホームページはこちら➡

【熊本市飲食店等支援コールセンター】
支援制度に関する相談を受け付けます。また、感染防止対策に係る経費の補助
や、換気設備や衛生に関するアドバイザーを飲食店に派遣（事前予約制）し感染
防止に向けた具体的助言を行っています。


コ

コ

（市飲食店等支援コールセンター

☎050-8880-6980）

ア

接触確認アプリ
「COCOA」をインストールしましょう
「COCOA」は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 者 と 接 触 し た 可 能 性
について、互いに分からない形で通知を受け取ることができる、プライバ
シーを確保したスマートフォンのアプリです。
本市では、独自に、接触確認アプリから接触確認通知が届いた方で検査
を希望する全ての方に対し、PCR検査を実施しています。利用者が増える
ことで、感染拡大の防止につながることが期待されます。さらなる感染拡
大を防ぐために、ぜひ接触確認アプリ「COCOA」をスマートフォンにイン
ストールしましょう。
【iPhone】

インストールは
こちらから

【Android】

2020年6月15日から84日間 使用中

厚生労働省

新型コロナウイルス
接触確認アプリ

（略称：COCOA）

COVID-19 Contact-Confirming Application

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
接触確認アプリを
インストールしましょう。

 （新型コロナウイルス感染症対策課

☎096-364-3311）

※9月9日現在の情報です。
内容が変更となる場合があります。

お知らせ掲示板

くらし

「熊本市市税納付案内センター」
市税の電話納付案内
市税の未納者を対象に、電話による
納付案内を行っています。事情により
納付が困難な場合は、納税課へ相談く
ださい。
対 象 者

市営住宅の定期募集
日 12月16日
（水）
（入居予定日）対 既
存団地の空室（募集案内に一覧を掲
載）

【募集案内配布】
期 10 月 21 日（水）
～11 月 4 日（水）
（土日は開館施設のみ）時 午前9時～
午後5時 場 市営住宅管理センター

（市庁舎9階）、総合案内（市庁舎1階）
、
区役所およびまちづくりセンター（市
庁舎を除く）
、
市ホームページ

時 間 帯
対象年度
対象税目



督促状発送者
午前9時～午後8時
令和2年度
（2020年度）
市県民税
（普通徴収）
固定資産税、
軽自動車税

（納税課

☎328-2204）

酒類の手持品課税
（戻税）
を
実施します
内 10月1日に酒税率が改正されるこ

飲酒運転は絶対にやめましょう
重大事故に直結する悪質・危険な飲
酒運転がいまだに後を絶ちません。
飲
酒は少量でも脳の機能をまひさせ、
速
度超過や判断ミスなどの危険運転に
つながります。
飲酒運転は、
運転者本
人や車・お酒の提供者、同乗者が厳し
く罰せられるだけでなく、
被害者やそ
の家族、自分の家族の人生を大きく狂
わせます。一人ひとりが「絶対に飲酒
運転をしない」という意識を持つとと
もに、
「飲酒先に車両を持ち込まない」
「同席者や家族同士でお互いに注意し
合う」等を励行し、飲酒運転防止に努
めましょう。
【飲酒運転をなくすための3つの約束】

お知らせ掲示板 ◎ 2020.10

などの理由で解約したくても、
「最
低購入回数まで解約できない。
」と
断られるケースが多くあります。
・2回目以降は最低購入回数までの
商品がまとめて届き、支払い額が高
額になることがあります。
・「いつでも解約可能」となっていて
も、
解約の電話がつながらないとい
う相談も寄せられています。
➡トラブル防止のポイント
・広告ページや申し込みの最終確認
画面等で、定期購入などの条件や支
払い総額などの契約内容、解約・返
品の条件などをしっかり確認し、画
面のスクリーンショット等で記録
に残しましょう。
消費者トラブルで
困った ら 、一 人 で 悩 ま
ず 、迷 わ ず 消 費 者 セ ン
ター（平日午前9時～午
後5時）
へ。
 （消費者センター ☎353-2500）

とに伴い、手持品課税（戻税）を実施し
①お酒を飲んだら運転しない
ます 対 次の①または②に該当する方。 ②運転する人にはお酒を飲ませない
【申込】
③お酒を飲んだ人には運転させない
①引上対象酒類（「新ジャンル」および
期 10月26日

（生活安全課 ☎328-2397）
「果 実 酒（そ の 他 の 発 泡 性 酒 類 を 除
（月）
～11月4日
（水）申 11
く）
」を1,800L以上所持している方②
月 4 日（消 印 有 効）ま で に 郵 送 で
10月11日は
新旧税率の差額を計算した結果、引下
〒860-0808市営住宅管理センター
「ハロウィンジャンボ宝くじ」
「安全
・安心なまちづくりの日」
げ額が多く、その差額の還付を受けよ
へ
等の発売について
【抽せん会】
うとする方
地域社会の安全安心を守るために、
期 11月18日
期 9月23日
詳しくは、
熊本西税
毎年10月11日～20日を「全国地域安
（水）
・19日（木）※新型
（水）
～10月20日（火）※
務 署 酒 類 指 導 官（☎
全運動」、10月11日を「安全・安心な
コロナウイルスの感染拡大防止のた
抽せん日：10月27日 場 全国の宝く
355-1181）へ。
まちづくりの日」と定めています。
め立会人のみ参加
じ 売 り 場 費 1 枚 300 円 内【当 せ ん
金】1等3億円、
【二次募集】
 国税庁動画チャンネル➡
近年の刑法犯の認知件数は減少し
1等の前後賞各1億円、
期 11月24日
2等500万円。ハロウィンジャンボミ
（火）
～30日
（月）
（土日は
※YouTubeで説明動画を公開中です。 ている一方で、子どもや女性が被害者
となるわいせつ行為やのぞき、
窃盗事
ニ（1等賞金1,000万円）も同時発売。
除く）時 午前9時～午後5時 場 市営住

（市民税課 ☎328-2181）
件などが多く発生しています。また、
詳しくは、
宝くじ売り場または宝くじ
宅管理センター
（市庁舎9階）対 一次
公的年金等を受給している方
オレオレ詐欺などの「電話で『お金』詐
公式サイトへ
で申し込みがなかった既存団地の空室
で65歳になられた方へ
欺」についても、いまだに後を絶ちま
ぜひ県内の宝くじ売り場でお買い
（先着順）
（納付方法変更）
【共 通】問 中 央・北・西 区 は（☎ 327せん。
求めください。
あいさつや散歩時のパトロールな

（財政課 ☎328-2085）
5101）
、
東・南区は
（☎311-7833）
公的年金等を受給している方で、平
どちょっとした行動でもこのような
詳しくは、
市ホームページへ。
成31年（2019年）4月2日～令和2年
10月は食品ロス削減月間
犯罪を未然に防ぐことができます。

（市営住宅課 ☎328-2461） （2020 年）4 月 1 日 の 間 に 満 65 歳 に
犯罪や事故を防止するため、地域ぐ
なった方（昭和29年4月3日～昭和30
本市では、まだ食べられるのに捨て
市営墓地を貸し付けます
るみで防犯活動に取り組みましょう。
年4月2日生まれの方）は、
10月から
られる「食品ロス」が約3万7千トン発
【募集する墓地名】桃尾墓園

（生活安全課 ☎328-2397）
市県民税の納付方法が変わり、これま
生しています。10月は食品ロス削減
（東区戸島
での普通徴収（納付書または口座振替
月間です。
①～④を実践し、
食品ロス
町）
「お試し」
のつもりが
【募集数・使用料】
による納付）から公的年金等からの特
を削減しましょう。
定期購入に!?
別徴収
（天引き）へと変更になります。
①食材を買い過ぎない
種 別
募集数
永代使用料
【対象となる方
（令和2年
（2020年）
4月1
②料理を作り過ぎない
「初
回
90％OFF」
「
初
回
10
円」
な
ど
芝生墓地
293
60万円
日現在）】
③食べ物を食べ残さない
の1回目の商品を低価格で購入でき
対 市内に住む、
④余りもので作るエコレ
る広告を見て、
「お試し」のつもりで健
許可日から3年以内
公的年金等を年間18万円以上受給
シピにチャレンジ
康食品や化粧品等を注文したところ、
に墓碑建立できる方 申 来年3月31日
している方で市県民税が課税となる
エコレシピについてはこちら➡
実際は複数回の定期購入が条件だっ
までに健康福祉政策課、
区役所福祉課、 方／公的年金等から、所得税・介護保
たというトラブルが増えています。
険料・国民健康保険料・後期高齢者医
総合出張所へ
（土日祝を除く）
 （ごみ減量推進課 ☎328-2365）
【トラブルの要点】
療保険料を差し引かれた残額が、市県
※募集要項は上記申込場所、
秋津・東
民税額よりも多い方 ※収入や控除の
部・花園・飽田・南部・北部まちづく
・通信販売ではクーリング・オフ制度
状況により、公的年金等からの特別徴
りセンター、大江交流室、
墓地管理
がなく、業者の販売規約に基づきま
収の対象にならない場合があります。
事務所で配布。
す。
「定期購入とは知らなかった。」↗
 （健康福祉政策課 ☎328-2340）
※公的年金等の収入以外に、給与など
の所得がある場合、その所得にかかる
税額は、
給与からの特別徴収または普
通徴収になります。※年金保険者か
消防車や救急車の緊急通行にご理解とご協力を
らの年金振込通知書に記載されてい
消防車や救急車などの緊急自動車は、消火活動や傷病
る「個人住民税」と「個人市県民税」は、
者の搬送など緊急の用務を行うため、一刻も早く災害現
同じ税金です。
詳しくは、市民税課へ。
場や医療機関に到着する必要があります。

（市民税課 ☎328-2181）
道路交通法では、
・緊急通行時にはサイレンを鳴らすこと
・赤色の警光灯を点灯すること
くらしの中の人権 83
などが決められています。
そのため、交通量の少ない道路や時間帯でも、
サイレンを吹鳴し、赤色警
障がいのある人と人権
光灯を点灯して、
要請のあった場所まで向かいます。
近隣住民の皆さんには
私たちが暮らす熊本市には、
身体障がいのある人、
知的障がいのある人、
ご理解いただきますようよろしくお願いします。
精神障がいのある人など約4万6千人の障がいのある方々が暮らしていま
また、自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、
進路を譲
す。
るなど、スムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。
障がいがあってもなくても誰もが同じように学び、
働き、
暮らす権利を

（消防局情報司令課 ☎363-7137）
持っていますが、
障がいのある人に対し、
社会参加をさまたげる障壁や差別
がまだまだ残っています。
◆
◆
◆
障がいを理由とする差別を解消することを目的に、
平成28年（2016年）
に「障害者差別解消法」
が施行されました。
この法律は、民間事業者や行政機
熊本市医療安全推進協議会
関などが、
障がいを理由とする差別をなくし、
合理的配慮の提供などの取り
組みを行うことで、
障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくるこ
「医療安全相談窓口」の運営方針や相談事例の検証・助言、その他医療安全
とを目指しています。
対策推進のために必要な事項などを協議する委員。
障がいがあってもなくても住み良い社会づくりをすすめるためには、す
任期 委嘱日から2年間
べての人の人権についての十分な理解と配慮が必要になります。
対象 市内に住むか通勤・通学する18歳以上の方で、
医療を受ける立場か
障がいのある人の人権がすべての人にとって重要であることを認識し、
らの発言や提言ができる方
誰もが暮らしやすい社会をつくりましょう。
定員 2人（書類・面接による選考）

（人権政策課 ☎328-2333）
詳しくは、市ホームページまたは医療政策課
（☎364-3186）
へ。

委 員 募 集

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問合わせ先

7
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2020.10 ◎ お知らせ掲示板

10月は「明るい選挙推進強調月間」
選挙が適正に行われるためには、
私
たち一人ひとりが選挙制度を正しく
理解し、身近な問題をはじめとして政
治や選挙に十分な関心を持ち、
代表者
にふさわしい人を選ぶための正しい
目をもつことが大切です。
■次のような行為は、
罰則で禁止され
ています。
政治家や政治家の関係団体・後援団
体の寄附、政治家に対する寄附の勧
誘・要求、政治家の時候のあいさつ状
送付、
政治家や後援団体のあいさつを
目的とする有料広告の掲載
【寄附の例】
病気見舞い、
地域の運動会
などへの飲食物の差し入れ、
お祭りへ
の寄附や差し入れ、
入学祝・卒業祝・お
中元やお歳暮、
本人が出席しない場合
の結婚祝いや葬式の香典、
葬式の花
輪・供花、
落成式・開店式の花輪、
町内会
の催物への寸志や飲食物の差し入れ
（選挙管理委員会事務局 ☎328-2771）

ブロック塀等の撤去費用補助の
受け付けを12月まで延長します
内 避難に必要な道路等に面している
ブロック塀の撤去費用を最大で20万
円補助します。申し込み締め切りが9
月30日から12月28日へ変更となり
ました 定 100戸程度（先着順・当日消
印有効）申 必要書類を郵送で〒8608601住宅政策課建築物安全推進班
へ
対象となるブロック
塀や必要書類など、
詳
しくは市ホームページ
または住宅政策課へ。

（住宅政策課 ☎328-2449）

戸建木造住宅耐震診断士派遣事業
の受け付けを12月まで延長します
内 本市に登録のある耐震診断士が自

る被害を受けたもののみ）③在来軸組
構法、伝統的構法で建てられたもの④
3階建て以下のもの ※その他要件あ
り 定 50戸程度（先着順）費 一戸あた
り 5,500 円 申 必 要 書 類 を 郵 送 で
〒860-8601住宅政策課建築物安全
推進班へ ※当日消印有効
詳しくは、市ホームページまたは住
宅政策課へ。

（住宅政策課 ☎328-2449）

10月1日は浄化槽の日
浄化槽の日は浄化槽法が昭和60年
10月1日に施行されたのを記念し、浄
化槽の普及促進などを周知すること
で、公共用水域の水質保全等を目的に
設けられました。家庭の生活排水が適
切に処理されているか見直してみま
しょう。

（浄化対策課 ☎328-2366）

宅へ訪問調査を行い、地震に対する強
審査意見書を公表しています
さを診断します。申し込み締め切りが
場 情報公開窓口
9月30日から12月28日へ変更とな
（市庁舎13階）、市立
対
りました 【住宅の条件】次の①～④
図書館・分館、くまもと森都心プラザ
の全てに該当するもの。①市内にあり、 図書館、公民館図書室、市ホームペー
ジ 内 令和元年度（2019年度）一般会
人が住んでいるまたは住む見込みが
ある戸建木造住宅②平成12年5月31
計・特別会計歳入歳出決算及び基金運
日以前に着工したもの（昭和56年6月
用 状 況 審 査 意 見 書、
令和元年度
以降に着工したものは、熊本地震によ↗ （2019年度）公営企業会計決算審査↗

意見書、令和元年度（2019年度）決算
に基づく健全化判断比率等審査意見
書
※審査意見書とは、
決算書等の計数の
正確性を検証し、各比率等が正しく
算定されているかなどを審査し監
査委員の意見を付したものです。

（監査事務局 ☎328-2763）

アニサキスなど寄生虫による
食中毒に注意
アニサキスなどの寄生虫による食
中毒が全国的に多発しています。
肉や
魚は十分に加熱したり、
適切に冷凍し
たりすることで食中毒を防ぐことが
できます。予防方法など詳しくは、市
政だよりスマホ版へ。

（食品保健課 ☎364-3188）

相続した空き家の
譲渡所得の特別控除
特別控除（3,000万円）の対象とな
る場合、確定申告時に税務署への提出
が必要となる「被相続人居住用家屋等
確認書」を交付しています。
譲渡日以
降に申請可能です。
申請を希望する方
は、
早めに準備・手続きをしましょう。
※確認書の交付を受けても本特例を
受けられない場合があります。
↗

都市計画道路見直し
（廃止）
に関する説明会
未着手の都市計画道路について、
廃止候補路線
（案）を選定しました。この廃止候補路線（案）についての説明会を開催し、
皆さんの意見を伺います。
廃止候補路線
（案）
位置図
植木地域

龍田まちづくりセンター周辺

西区役所周辺

城南地域

江津湖周辺

上熊本駅周辺

： 廃止候補路線（案）
区

開催日

時間

説明会会場

中央区

11月10日
（火）

東区

11月4日
（水）

市庁舎14階ホール
健軍文化ホール

西区

11月2日
（月） 午後7時～

森都心プラザ
プラザホール

南区

11月5日
（木）

富合ホール

北区

11月11日
（水）

植木文化ホール

申込 開
 催日の前日までに住所、氏名、参加人数、連絡先
を 電 話 ま た は メ ー ル（toshiseisaku@city.
kumamoto.lg.jp）
で都市政策課へ
詳しくは、市ホームページまたは都市政策課へ。


（都市政策課

☎328-2502）

市外局番 096 を省略しています◦
「〒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。

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）
を募集中。
販売代理店の
（株）
ホープ
（☎092-716-1401）
へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

※9月9日現在の情報です。
内容が変更となる場合があります。



詳しくは、
お近くの税務署へ。
（空家対策課 ☎328-2514）

子ども文化会館を休館します
来年3月22日から、
大規模改修工事
のため子ども文化会館を休館します。
再開時期は令和4年度中を予定して
おり、
具体的な時期が決まり次第、お
知らせします。
利用される皆さんには、しばらくの
間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。なお、
工事期
間中の子育てに関する相談やお子さ
んの遊び・学びの場は、
最寄りの児童
館や子育て支援センターを利用くだ
さい。

（子ども支援課 ☎328-2158）

消防用設備等点検アプリ（試行
版）について
建物に設置している消火器などの
消防用設備等は、
定期的に点検し、
点
検結果を消防署に報告する必要があ
ります。
小規模な宿泊施設、
共同住宅、
飲食
店などの消火器、非常警報器具、
誘導
標識、
特定小規模施設用自動火災報知
設備は、
「消防用設備等点検アプリ（試
行版）
」で、
建物の所有者や管理者が自
ら点検することができ
ま す 。ぜ ひ 、ス マ ー ト
フォンなどにインス
トールして活用くださ
い。

（消防局指導課 ☎363-2249）

消防活動の支障となる駐車は
やめましょう

で禁止されています。
駐車の際は、
必
ず道路を確認し付近に駐車しないよ
うにしましょう。
また、違法駐車があると消防車や救
急車の到着時間が遅れ、被害の拡大や
尊い人命までもが
失われることにも
なりかねません。
一刻を争う消防活
動にご協力くださ
い。

（消防局警防課 ☎363-7174）

犬と猫の休日譲渡（完全予約制）
日 10月18日
（日）犬の譲渡前講習会
（受講済の方は不要）
：午前10時～／
犬の譲渡：午前11時～／猫の譲渡：午
前 10 時～ 場 市 動 物 愛 護 セ ン タ ー
内 市動物愛護センターが保護してい
る犬猫の譲渡 対 平日来所が困難な方
定 各4組
（先着順）費 犬の譲渡には、
登録手数料と狂犬病予防注射料金（計
6,200円）が必要 申 10月6日から電
話で市動物愛護センターへ ※譲渡希
望の犬猫や、譲渡条件等については申
込時に確認します。
（市動物愛護センター ☎380-2153）

野良猫にエサをあげないで
「かわいい」
「かわいそう」という感
情だけで野良猫にエサをあげると、周
囲にさまざまな悪影響が出てきます。

【猫の数が爆発的に増加】

猫は生後半年くらいで成猫になり、
年2～3回、
1回で4～5頭出産します。
不妊去勢手術をしないと、
1組の猫か
ら1年で20頭以上、
2年で80頭以上に
増える計算になります。また、
交通事
故や病気などで死ぬ猫も増え、短命で
終わる不幸な猫を増やすことになり
ます。

消防隊が消火に使用する水は、
道路
や歩道に設置された消火栓や防火水
槽から補給することが多く、
消火栓や
【周囲の環境が悪化し、
虐待されるおそ
防火水槽付近に車があると水の補給
を妨げ、消火活動に支障をきたします。 れも】
消火栓や防火水槽付近の駐車は、
法律↗
エサを目当てに、猫だけでなくカラ↗
皆さんの意見を募集します。

熊本市経済再建・市民生活安心プラン（素案）
内

容

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、
経済・市民生活を再建
し、
安心して暮らせる熊本づくりを目指すプランの素案
提出先 10月2日～19日までに持参か郵送、
ファクス（324-7004）または
メ ー ル（keizaiseisaku@city.kumamoto.lg.jp）で 〒 860-8601
経済政策課
（☎328-2375）
へ
閲覧場所 経済政策課、
区役所、
市ホームページなど

スやタヌキなどの野生動物も集まっ
てきます。虫の発生、ゴミをあさる、糞
尿などで周囲の環境が悪化します。ま
た、庭で糞尿をされるなどのトラブル
も発生し、猫の虐待につながる可能性
があります。

【エサやりには責任が生じます】

エサをあげている猫については、飼
い主と同じ責任が生じます。糞尿や物
を傷つけたりした場合は、
責任を求め
られることもあります。責任を負えな
い場合は、安易にエサをあげないよう
にしましょう。
（市動物愛護センター ☎380-2153）

本市の公文書管理に関し必要な事項を定める条例の素案
9月23日～10月22日までに持参か郵送、ファクス（359-7689）ま
た は メ ー ル（soumusoumu@city.kumamoto.lg.jp）で 〒 8608601総務局総務課
（☎328-2092）
へ
閲覧場所 総務局総務課、
情報公開窓口、
区役所（中央区を除く）
、
市ホーム
ページなど
家庭ごみの排出量
1人1日あたり

しごと・経済

☎328-2359）

ページまたはしごとづくり推進室へ。
（しごとづくり推進室 ☎328-2377）

job navi 2020 学生等
オンライン企業面接会

無料

日 11月10日
（火）
、
11日（水）内 県内
に就業場所を有する企業とのオンラ
インでの面接会 対 大学（院）
・短大・高
専・専修学校等を来春卒業予定の方、
および卒業後おおむね3年以内の方
申 電話で熊本労働局職業安定部訓練
室
（☎211-1707）
へ
参加企業など詳しくは、熊本労働局
ホームページへ
（10月上旬掲載予定）
。

内 熊本県労働委員会は、
解雇や労働

令和3・4年度業務委託契約等
競争入札参加資格申請（定期）
を受け付けます
申 10月1日～31日に申請書を郵送

（簡易書留等）で〒860-8601契約政
策課物品契約班へ ※記入要領・申請
書等は、
市ホームページからダウン
ロード、または契約政策課窓口（市庁
舎6階）にて配布。

（契約政策課 ☎328-2137）

特別労働相談
日 平日午前9時～午後5時 場 市庁舎
14階ロビー（10月から場所が変わり
ます）内 社会保険労務士が、事業主や
労働者からの労働相談をお受けしま
す。新型コロナウイルス感染症の助成
金申請等の相談や、その他テレワーク
や副業・出向に伴う就業規則の変更な
どの労働相談も可能で
す 申 事前に予約電話
（☎355-2112）へ
詳しくは、
市ホーム
↗

条件の変更など、
労働者と事業主との
トラブルで、
話し合いによる解決を手
伝う「あっせん」を行っています。まず
は気軽に熊本県労働委員会事務局へ
相談ください 対 労働者（正社員、
非正
社員）
、
事業主 問 熊本県労働委員会事
務局
（☎333-2753）

自衛官を募集します
【受付種目】①防衛大学校学生（一般）

②陸・海・空自衛官候補生（任期制）③
貸費学生（理学・工学系（3年次・4年次、
大学院生に対する奨学金制度）④陸上
自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
【受付期間】①7月1日～10月22日②7
月1日～来年2月下旬（予定）③10月1
日～来年1月15日④11月1日～来年
1月6日
問 熊本地方協力本部熊本分駐所
（☎
297-2054）
、
熊 本 募 集 案 内 所（☎
372-0045）

（地域政策課 ☎328-2031）

経営者とクリエイターのマッチングイベント 無料
「withコロナを生き抜くデザイン経営

経営者とクリエイターをつなぎます。」
「新しい生活様式」に対応した新ビジネスをお考えの経営者（企業）と、そ
んな皆様を応援したいと考えるクリエイターをつなぐマッチングイベン
トを開催しています！ぜひ参加ください。
期間 ～12月31日（木）
まで
対象 市内で事業を営む経営者
（企業）
・県内のクリエイター
申込・詳細はこちら
➡

YouTubeチャンネル
➡
熊本のクリエイター
を紹介します！

くまもとデザイン協議会
ホームページ


2020年度 500ｇ
（前月比 －15g／目標 450g） 生活用の水使用量

（2020年6月～7月）

（廃棄物計画課

1人1日あたり
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労使紛争の解決に
「あっせん」を利用ください

熊本市公文書管理条例（素案）
内 容
提出先

お知らせ掲示板 ◎ 2020.10

（産業振興課

☎328-2950）

2020年度8月 225L（前月比 ＋5L／目標 210L）


（水保全課

☎328-2436）

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問合わせ先

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）
を募集中。
販売代理店の
（株）
ホープ
（☎092-716-1401）
へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。
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2020.10 ◎ お知らせ掲示板

観光ボランティアガイド募集
対 本市または市内近郊に住む20歳
以上の方 定 20人程度 申 10月15日

まで
申込方法など詳しくは、
電 話（☎
356-2333）ま た は ホ ー ム ペ ー ジ
（https：//k-yokatoko.com/）で（一
社）観光ボランティアガイドくまもと
よかとこ案内人の会ホームページへ。

（観光政策課 ☎328-2393）

（広聴課

☎328-2075）

マンション管理相談会開催！
無料

日 10月14日
（水）午後1時半～4時半
場 市庁舎9階会議室 師（一社）
熊本
県マンション管理士会 申 電話で（一

社）熊本県マンション管理士会事務局
（☎090-2581-1108 平日午前9時～
午後5時）へ
 （震災住宅支援課 ☎328-2989）

シルバー人材センター60歳からの
無料
健康応援セミナー

講演会・相談会
「熊本元気塾」の聴講生募集 無料
日 10月21日
（水）
午後6時～8時 場 流
通情報会館1階展示場 題「脳神経外科

のワーク・シフト～
『神の手』
から治療
が変わり続ける時代へ～」師 天達 俊
博さん
（済生会熊本病院脳卒中セン
ター脳神経外科医師）定 200人
（先着
順）申 電 話 ま た は ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.jyohokaikan.com/
lm_guide.html）
で流通情報会館へ
※「熊本元気塾」
の会員も随時募集中。

（流通情報会館 ☎377-2091）

男女共同参画の視点に立った
無料
防災出前講座
日 来年1月末までの期間内で応相談
内 災害時に必要な
「男女共同参画の

視点に立った防災」について一緒に考
えてみませんか 対 市内に在住・在勤・
在学の方で構成された団体・自治会・
企業など 申電話またはメール
（info@harmony-mimoza.org）で 男
女共同参画センターはあもにいへ
（男女共同参画センターはあもにい

☎345-2550）

講演会 家族のかたち



無料

日 10 月 18 日（日）午 後 2 時～4 時
場 県総合福祉センター5階研修ホー
ル（中央区南千反畑町3-7）対 里親制

度に関心がある人、子どもに関わる職
業の人 内 ①なぜ里親が必要とされて
いるのか：優里の会／②現状報告・里
親制度の概要：児童相談所／③里親さ
んの体験談 定 30人 申 10月11日ま
でに氏名、
年齢、
職業、
電話番号を電話
ま た は メ ー ル（yuurinokai@yahoo.
co.jp）で 優 里 の 会（☎ 070-54858365）
へ
※里親制度の問い合わせも随時受け
付けています。

（児童相談所 ☎366-8181）

電話による法律相談（11月）無料
期 毎週火曜日
（祝日除く）時 午後1時
～4時 ※相談時間は1人20分 内 各区
で開催していた法律相談
（面談）
を電
話相談に変更して10月から実施しま
す 対 市 内 に 住 む 方 定 各 8 人（先 着
順）申 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 ☎3250020 平日午前9時～午後5時）
へ
↗

日 10 月 30 日（金）午 後 1 時 半～4 時
場 中央公民館6階大会議室3 題 運動

習慣のすすめ「ロコモティブシンド
ロームを予防するために」師 日本赤
十字社熊本健康管理センター運動指
導士 対 60歳以上の方 定 25人（先着
順）申 問 ①セミナー名、
開催地、
②氏
名、
③住所、
④年齢、
⑤電話番号を郵送
またはファクス
（312-3312）
で〒8600842中央区南千反畑町3 公益社団
法人熊本県シルバー人材センター連
合会
（☎312-3310）へ

（高齢福祉課 ☎328-2963）

子育て・教育
親子で楽しもう！
オンライン全体交流会

無料

日 10 月 31 日（土）午 後 2 時～3 時
内 事業紹介、
ルーテル学院高等学校
ハンドベル部の演奏、
親子体操 出 親

子体操／古家 優里さん（子ども番組
「みいつけた！」にダツイージョ役で
出演）対 小学生以下と保護者、ネット
環境があり、
zoomによる視聴ができ
る方 定 100組（先着順）申 10月5日
午 前 10 時 か ら 右 の
二次元バーコードよ
り 問 ファミリー・サ
ポ ー ト・セ ン タ ー
<熊本>
（☎345-3011）へ

幼児教育・保育無償化に係る施
設等利用費（認可外保育施設等
の利用料）
の請求
内 認可外保育施設および預かり事業
等の利用料を、上限額の範囲内で補助
します 対 施設等利用給付認定第2号
または第3号を受けた子どもで令和2
年7月～9月分の利用費 ※令和元年
10月～令和2年6月分が未提出の場
合はまとめて提出可 申 10月30日ま
でに請求書などの提出物を郵送で
〒860-8601保育幼稚
園課給付班へ
提出書類など、
詳し
くは、
市のホームペー
ジへ。

（保育幼稚園課 ☎328-2568）

発達障がいに関する出張相談
無料

日 西区：10月8日
（木）午前10時～午
後1時／南区：11月5日（木）午前10時
～午後1時 場 区役所 対 発達障がい
でお悩みの小学生以上の方またはそ
の家族 申 電話または
ホームページで発達障
がい者支援センター
「みなわ」
（☎366-1919）
へ
（子ども発達支援センター

☎366-8240）

教育委員会会議の傍聴者募集
日 10月22日
（木）午後1時半～ 場 教
育センター4階 定 10人 申 当日午後

1時～1時15分に直接会場へ ※審議
内 容 は 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載。※
YouTubeにてライブ配信を行います。

（教育政策課 ☎328-2704）

ロタウイルスワクチンが
定期予防接種に

無料

10月1日からロタウイルスワクチ
ンが定期予防接種となります。
・対象や接種回数が異なる2種類の
ワクチンがあります。
・最初に接種したワクチンと同じ種
類を2回目以降も接種します。
・ど ち ら の ワ ク チ ン も 令 和 2 年
（2020年）8月1日以降に生まれた
方が対象です。
ロタウイルス
ワクチンの名称

対象

接種
回数

ロタリックス®

出生6週0日後
～24週0日後

2回

ロタテック®

出生6週0日後
～32週0日後

3回

※初回接種は生後2か月～出生14週
6日後までの早めの接種をお勧め
します。
詳しくは市ホームページまたは感
染症対策課予防接種相談電話へ。

（感染症対策課 ☎372-0700）

里親制度の話を聞いてみませんか
さまざまな事情により家庭で生活
を送ることができない子どもたちを、
親に代わって養育することを「里親制
度」といいます。
子どもが明るく健やかに成長して
いくためにはあたたかい家庭が必要
です。
一緒にご飯を食べ、
愛情たっぷ
りに抱きしめて見守ってくれる人を
求めています。児童相談所では随時制
度説明を行っていますので、気軽に電
話ください。

（児童相談所 ☎366-8181）

ふくし・けんこう
一部負担金（医療費）の減免
災害や失業など特別な理由で収入
が一定額以下になった場合は、申請に
より一部負担金の減免や徴収猶予が
認められることがあります。

【対象となる特別な理由】

震災、その他これらに類する災害に
より、資産に重大な損害を受けたとき、
または、
失業等により収入が著しく減
少したときなど

【申請に必要なもの】

国民健康保険証・印鑑・収入が分か
る書類・預金通帳・家賃証明（家賃の支
払いがある場合）
・国民健康保険一部
負担金減免等申請書
申請理由など、詳しくは、区役所区
民課または国保年金課へ。

（国保年金課 ☎328-2290）

臓器提供について考えてみませんか
臓器移植は、
皆さん1人ひとりの善
意による臓器の提供がなければ成り
立たない医療です。
日本で移植を希望している方は約
14,000人ですが、
実際に移植を受け
られる方は年間およそ400人です。現
在は、本人の臓器提供の意思が不明な
場合でも、
家族の承諾があれば臓器提
供ができるようになっていますので、
日頃から臓器提供について家族で話
し合い、意思を伝え合っておくことが
大切です。
臓器提供意思表示カードは、
市の施設やその他医療施設、民間施設
などにも置いてあります。
運転免許証
や健康保険証、マイナンバーカードの
裏にも臓器提供意思表示欄がありま
すので、
意思表示をお願いします。

（医療政策課 ☎364-3186）

介護職員初任者研修養成講座
無料

日 11月5日～12月22日 主に月～金
曜日 午前9時～午後4時半（全23回）
場 県総合福祉センター
（中央区南千
反畑3-7）対 市内に住む方または市
内の企業に就職希望の方で、
講習期間
のすべてに出席が可能な方。訓練終了
後、介護職を希望する求職者 定 14人
（選考）申 10月26日午後5時までに
電話または直接職業訓練センターへ
（職業訓練センター ☎325-6947）

10月・11月集団健診
期日

場所

申込

JA熊本市
10月17日（土） 小 山 戸 島 JA熊本
支店
厚生連
☎32811月2日（月）
富合
1260
11月14日（土）
雁回館
11月16日（月）

申し込み後、当日の時間を案内しま
す。
受診券の再発行はひごまるコール
健診専用
（☎334-1507）
へ。

（国保年金課 ☎328-2280）

市外局番 096 を省略しています◦
「〒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。

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）
を募集中。
販売代理店の
（株）
ホープ
（☎092-716-1401）
へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

※9月9日現在の情報です。
内容が変更となる場合があります。

生活習慣病対策（高血圧編）
市民公開講座 Web版
－健康ポイント対象事業－ 無料
期 10月1日
（木）
～配信 内 世界ハー

トの日（毎年9月29日）に合わせ、
心血
管疾患予防キャンペーンとして市民
公開講座をWebで開催します。
高血
圧症などについて正しい知識を学び
ませんか。健康アプリでクイズに全問
正解すると健康ポイントがもらえま
す（回答期間：10月1日～20日）師 土
橋 卓也さん（製鉄記念八幡病院院長）
、
北岡 康江さん（あけぼ
のクリニック 管理栄養
士）申 不 要。市 ホ ー ム
ページから動画をご覧
ください
（健康づくり推進課 ☎361-2145）

精神保健家族教室
日 10月17日
（土）午後1時半～ 場 市

民会館シアーズホーム夢ホール2階
第5・6会議室 題「障害が制度と社会
を変える～共生社会の鍵」師 高林 秀
明さん（熊本学園大学社会福祉学部教
授）対 市内に住む精神障がいのある↗

方と家族
（入院患者の家族も可）定 30
人 申 当日直接会場へ
 （精神保健福祉室 ☎361-2293）

「福祉のお仕事」
出張相談会
日 場 10月8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）
／10
月20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）／10 月 23 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（熊本
市南区）内 保育士、介護職、支援員等
の仕事についての相談窓口 申 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）

介護保険サポーターポイント
制度をご存じですか
対 市内に住む65歳以上の方で、
要介

護・要支援認定または総合事業（地域
支え合い型通所サービス等を除く）の
給付を受けていない方 内【ポイント
を貯める】指定された介護保険施設な↗

東区集団健診の申し込みは10月7日～
日時
場所
申込

11月23日
（祝）
午前8時～11時受付
県総合保健センター
（東区東町4丁目11-1）
10月7日～30日に電話でひごまるコール健診専用（☎334-1507）
へ ※定員になり次第終了
※受けたい健診を選び、
保険証を準備の上電話ください。
検

診

内

容

特定健診

対
象
定 員
[令和3年（2021年）3月31日
（先着順）
時点の年齢]

40歳以上の国保加入者
国保以外の保険の被扶養者
（一部除く）

後期高齢者健診

後期高齢者医療保険加入者

肺がん検診

市内に住民票があり、職場
などで同様の検診を受診す
る機会がない40歳以上の
方

胃がん検診
大腸がん検診

120人

200人

費

どでボランティア活動を行う、
介護予
防サポーターが介護予防に関するボ
ランティア活動を行う【ポイントを使
う】貯めたポイントは10ポイントか
ら換金可（1ポイント100円・上限50
ポイント）
サポーターポイントについて詳し
くは、
熊本市社会福祉協議会（☎2882748）へ。

（介護保険課 ☎328-2347）

依存についてお困りでは
ありませんか
内 アルコールや薬物・ギャンブルな
どの依存に伴う問題への相談窓口
①依存症個別相談（月1回）
対 依存症に悩む本人、
家族 申 電話↗

お知らせ掲示板 ◎ 2020.10

②依存症家族教室
日 10月6日
（火）午後6時半～8時
半 師 熊 本 ダ ル ク ／ 日 10 月 20 日
（火）午後1時半～3時半 内 学習会
「家族の対応」対 依存症に悩む家族
③依存症当事者グループミーティン
グ
期 月2回。
日程は問い合わせくだ
さい 対 依存症に悩む本人
【共通】場 ウェルパルくまもと 申 ②
③は、
初めての方は電話ください
問 こころの健康センター
（平日午前
9時～午後4時）
（こころの健康センター ☎362-8100）

日曜日にがん検診を実施します！

平日になかなか受けることができない方は、この機会にがん検診を受け
ましょう。
日時 10月18日（日）午前8時半～11時受付
場所 県総合保健センター（東区東町4丁目11-1）
対象 今年度検診を受けていない方
申込 10月6日から電話で県総合保健センター（☎365-2323 平日午前9
時～午後4時）へ
検診名

対象
定員
[令和3年（2021年）
（先着順）
3月31日時点の年齢]

検診内容

胸部X線検査
肺がん

用

喀 痰 細 胞 診（問 診
（喫 煙 歴）に よ り 必 40歳以上の方
要と認められた方）

100人

自己負担金

300円
(65歳以上は
200円)
500円

1,000 円（前 年 度
住民税非課税国保
世帯は無料）

胃がん

胃部X線検査

70人

1,000円

大腸がん

便潜血検査

なし

500円

800円

乳がん

視触診・乳房X線検
査

40歳以上の
偶数年齢の女性

50人

子宮頸がん

視診・内診・細胞診

20歳以上の
偶数年齢の女性

50人

300 円（65 歳 以 上
は200円）※1

60人

1,000円

なし

300円

※1 問 診（喫煙歴）により必要と認められた方で喀痰細胞診を実施した場
合、
別途500円。
詳しくは、国保特定健診・後期高齢者健診は、
国保年金課（☎328-2280）
、
がん検診は、
健康づくり推進課
（☎361-2145）
へ。

1,500円
（50歳以上は
1,100円）
1,200円

■生活保護受給世帯・市民税非課税世帯・70歳以上の方は、自己負担金が免
除になります。
必要書類など詳しくは、
12ページ「胸部（肺がん・結核）検診、胃がん検診」
の「費用」を確認ください。

（健康づくり推進課 ☎361-2145）

インフルエンザ予防接種費用を助成します
高齢者の方等
対象

・接種日現在で65歳以上の方
・60歳以上65歳未満で、
心臓・腎臓・呼吸
器の機能またはヒト免疫不全ウイルス
により免疫の機能に障がいを有する身
体障害者手帳1級相当の方（身体障害者
手帳の提示が必要）
・20歳以上65歳未満で生活保護世帯ま
たは中国残留邦人等に対する支援給付
受給者の方
期間 10月1日～来年1月31日
〇医療機関で期間が異なる場合があり。
必ず事
前に確認ください。
場所 「熊本市インフルエンザ予防接種実施医療
機関」のポスターを貼っている指定医療機
関
○指定医療機関以外や市外で接種する場合は
事前手続きや自己負担が発生する場合あり。
早めに感染症対策課へ相談ください。
接種費用 自己負担 1,500円
（医療機関窓口でお支払いください。）
○次に該当する方は自己負担が免除になりま
す。確認書類を接種前に医療機関に提示して
ください。
接種後の払い戻しはできません。


高齢者施設（事業所）に勤務している方
・生活保護世帯の方→生活保護適用証明書、
医
療券または緊急時医療依頼証
・中国残留邦人等に対する支援給付受給者
→本人確認証
・住民税非課税世帯の方→①～③のいずれか
ひとつ
①令和2年度（2020年度）介護保険料決定通
知書あるいは納付通知書など（所得段階が
1～3の記載があるもの）
②後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減
額認定証（水色）
※後期高齢者医療限度額適用認定証（桃
色）は不可。
③自己負担免除対象者用予診票
※①、
②を持たない方へ発行します。事前
申請の申請書を郵送しますので感染症
対策課へ問い合わせください。
持参物 保険証、
運転免許証、
障害者手帳など接
種対象者であることの確認ができるも
の
※自己負担免除対象者は、
免除対象であ
ることを証明する所定の上記の書類。

対象

接種日現在、市内の高齢者施設（事
業所）
に勤務している方
※対象施設（事業所）については市
ホームページへ。
※今年度のみの助成となります。
期間 10月1日～来年1月31日
〇医療機関で期間が異なる場合があり。
必ず事前に確認ください。
場所 熊本市指定医療機関
※指定医療機関については市ホー
ムページへ。
接種費用 自己負担 1,500円（医療機関
窓口でお支払いください。
）
持参物 ・保険証、
運転免許証など接種対
象者であることの確認ができ
るもの
・勤 務 証 明 書（様 式 は 市 ホ ー ム
ページからダウンロード。
）
※接種後の払い戻しはできませんので、注
意ください。
※65歳以上の方が接種できるよう、10月
26日からの接種にご協力ください。

（感染症対策課予防接種相談電話

☎372-0700）

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問合わせ先

11

12
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胸部
（肺がん・結核）検診
校区

芳

野

河

内

弓

削

龍

田

龍田西

池

田

期

日

令和 2 年 10 月の巡回日程
時

間

場

所

10月1日（木） 午前9時半～11時半 椎亀公民館
午前9時半～11時半 芳野コミュニティセンター駐車場
2日（金）
午後1時～2時
野出公民館
午後1時～2時半
清田小森公民館
10月1日（木）
午後3時～4時
尾跡公民館
午前9時半～11時半
河内まちづくりセンター裏駐車場
5日（月） 午後1時～2時
午後2時半～3時半
塩屋公民館
午前9時半～11時半 白浜公民館
6日（火） 午後1時半～3時
河内コミュニティセンター駐車場
午後5時～6時半
河内まちづくりセンター裏駐車場
午前9時半～11時半 弓削小学校正門
10月5日（月）
午後1時半～3時
しらかわ台団地荒瀬公園
午前9時半～11時半 武蔵塚公園第1駐車場
10月6日（火）
（武蔵うどん駐車場）
午後1時～3時
7日（水） 午前9時半～11時半 龍田小学校
（運動場側）
10月7日（水） 午後1時半～3時
龍田西小学校
（運動場側）
午前9時半～10時半 県立体育館正門
午前11時～11時半
県営上熊本団地集会室
池田小学校正門
10月8日（木） 午後1時～1時半
午後2時～2時半
桜が丘病院第2駐車場
午後3時～3時半
往生院前

胃がん検診
（胃部エックス線検査） 10 月の巡回日程
校区

山ノ内
長 嶺

期

日

時

間

東 町
桜木東

10月1日（木） 午前9時～10時半
10月2日（金） 午前9時～10時半
10月5日（月） 午前8時半～10時半
9日（金） 午前9時～10時半
10月5日（月） 午前9時～10時半
12日（月） 午前9時～10時半
10月6日（火） 午前8時半～10時半
10月7日（水） 午前8時半～10時半
10月7日（水）
午前8時半～10時半
14日（水）
10月8日（木） 午前9時～10時半
10月12日（月） 午前9時～10時半

桜

10月13日（火） 午前8時半～10時半

尾ノ上
武

蔵

健軍東
月 出
楠

対象
費用

木

場

所

山ノ内小学校正門
長嶺小学校正門
東部まちづくりセンター駐車場
尾ノ上小学校西門
武蔵小学校運動場
武蔵中学校正門側
熊本県総合保健センター体育館下
ゆめマート長嶺店正面入口
フーディーワン楠店駐車場
東町小学校正門
桜木中学校正門
桜木三町内憩の家
旧花立公園老人憩の家
（3丁目）

市内に住所があり、
昭和56年3月31日以前に生まれた方
胸部検診…令和3年3月31日時点の年齢で、胸部検診は40～64歳までは
300円、65歳以上は200円。ただし問診（喫煙歴）の結果、肺がん喀痰検査
を実施した場合別途500円。
胃がん検診
（胃部エックス線検査）
…1,000円
※生活保護受給世帯の方は【生活保護適用証明書】
（令和2年度発行分）ま
たは【令和2年度生活保護緊急時医療依頼証】を、市民税非課税世帯の方
は【市県民税（所得・課税）証明書 世帯分】
（最新年度分）または介護保
険料決定通知書（最新年度分）を提示すれば無料。なお、
市県民税証明書
の取得は有料。
※【市県民税（所得・課税）証明書 世帯分】は、
個人番号カードを利用した
証明書コンビニ交付サービスでは取得できませんので注意ください。
※70歳以上の方は無料です。
生年月日が確認できる身分証明書を提示し
てください。
持参物 身 分証明書（保険証など、
住所、
氏名、
生年月日がわかるもの）および検
診費用
申込 当日直接会場へ
●胃がん検診を受診する方は、
受診前日午後10時以降は、
飲食を一切しないで
ください。
●胃がん検診は、
現在、
胃腸の病気で治療中の方は受診できません。
糖尿病など
で治療中の方は、
主治医へ相談ください。
●次の方は胃がん検診をお断りする場合がありますので、ご了承ください。
・ひどい便秘の方

●お住まいの校区以外の会場でも受診できます。
●複数の検診機関で実施していますので、異なる検診会場で受診の場合は
前年との比較ができない場合があります。
校区

期

日

12日
（月）
清

水
13日
（火）

楡

城

木

北

10月14日
（水）
10月19日
（月）

時

間

午前9時半～11時半
午後1時～3時

27日
（火）
28日
（水）
10月21日
（水）

麻生田
26日
（月）

清水まちづくりセンター（テニスコート側）
県営北津留団地集会所

午後1時半～3時

清水小学校体育館前

午前9時半～11時半
午後1時～3時
午前9時半～11時半
午後1時～3時

10月20日
（火） 午前9時半～11時半
髪

午前9時半～11時半
午後1時～3時
午前9時半～11時半
午後1時～3時
午前9時半～11時半
午後1時～3時
午前9時半～11時半
午後1時～3時

楡木小学校体育館側
水の科学館駐車場
城北小学校北門
桜山中学校裏門
済々黌高校正門側
ホリデイスポ－ツクラブ 熊本北店（駐車場）
サンリブ清水店（駐車場）
麻生田小学校体育館側

●お住まいの校区以外の会場でも受診できます。
校区

期

日

所

午前9時半～11時半

20日
（火） 午後1時半～3時

黒

場

時

間

場

所

弓

削

10月13日
（火） 午前9時～10時半

弓削小学校体育館前

若

葉

10月15日
（木） 午前9時～10時半

若葉小学校正門

秋

龍

津

田

泉ヶ丘
健

砂

軍

取

池

田

壺

川

清

水

龍田西

麻生田

10月14日
（水） 午前9時～10時半

10月20日
（火） 午前9時～10時半

10月21日
（水） 午前9時～10時半

10月22日
（木） 午前9時～10時半

10月27日
（火） 午前9時～10時半
10月28日
（水）
30日
（金）

午前8時半～10時半

10月29日
（木） 午前9時～10時半

11月2日
（月） 午前9時～10時半

11月4日
（水） 午前8時半～10時半

11月5日
（木） 午前8時半～10時半

東野中学校体育館前
龍田中学校正門側

泉ヶ丘小学校正門

健軍小学校運動場

熊本市総合体育館・青年会館正面玄関
桜が丘病院第2駐車場

クミアイ化学工業（株）九州支店
京陵中学校正門

龍田西小学校運動場側

健康センター清水分室前
新地団地A－2棟前

・バリウムを誤えん（気管支や肺に入ってしまう）
してしまう可能性のある方
・自力で立位を保持することや体位変換
（体を動かすこと）
が困難な方
●胸部・胃がん検診は、妊娠中または妊娠している可能性のある方は受診できま
せん。また、授乳中の方で胃がん検診を希望する方は、
事前に相談ください。
●検診当日の服装については、
下着、シャツなどはボタン・金具・プリント・刺
しゅうのついたものは避け、
無地のものを着用してください。
（検診バス内の着替え場所が狭いため、
簡単に着脱できる服装でお越しください。）
●大腸がん検診（便潜血検査）も行っています。
当日胸部検診会場へお越しくだ
さい。
●新型コロナウイルス感染症拡大状況や悪天候等によっては中止することがあ
ります。その場合は市ホームページに掲載します。
●新型コロナウイルス感染症対策について
・マスク着用でお越しください。
・発熱・呼吸器症状（咳等）がある場合は受診をお控えください。
・来場時に体温測定、
体調等の確認を行い、状況によっては受診をご遠慮いた
だく場合がございます。
・胸部・胃がん（胃部エックス線検査）・大腸がん検診または胃がん（胃部エッ
クス線検査）
・大腸がん検診をセットで受診できるセット検診を一部検診機
関で実施しています。
●肺がん（結核）検診の対象者は、40歳以上の市民です。特に結核については、65
歳以上の方は法令上の受診対象者です。
詳しくはひごまるコール（☎334-1500）
へ。

（健康づくり推進課 ☎361-2145・感染症対策課 ☎364-3189）

市外局番 096 を省略しています◦
「〒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。

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）
を募集中。
販売代理店の
（株）
ホープ
（☎092-716-1401）
へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

※9月9日現在の情報です。
内容が変更となる場合があります。

10/3日（土）

無料

コーダ・ヨーコ原画展
どうぶつえんのどうぶつたち

開催中～10/25
（日）

天守閣再建60周年特別企画
関連講演会
時 午後1時～
（60分）場 わくわく座
2階ものがたり御殿 題 熊本城天守閣
の歴史 師 山下 宗親（熊本城調査研究
センター）定 60人（先着順）費 入館
料 申 当日直接会場へ
（熊本城ミュージアムわくわく座

☎288-5600）

10/9（金）、10（土）

おとなりマルシェ
（障がい者施設商品販売会）

ⓒコーダ ヨーコ

期 ※火曜日休館 時 午前10時～午後
8時 場 市現代美術館ギャラリーⅢ・
井手宣通記念ギャラリー 内 市動植物

園の動物たちのイラストも手掛ける、
熊本出身・在住のイラストレーター、
コーダ・ヨーコさんの展覧会

（市現代美術館 ☎278-7500）
開催中～11/1
（日）



第32回 熊本市民美術展
熊本アートパレード

無料

期 ※火曜日休館 時 午前10時～午後
8時 場 市現代美術館ギャラリーⅠ・
Ⅱ 内 市民から募集した作品をすべて

展示する市民公募展

（市現代美術館

☎278-7500）

開催中～11/29
（日）

時 午前10時～午後4時 場 びぷれす
広場（中央区上通）内 障がいのある方
が作ったお菓子や野菜、アクセサリー
などの展示販売
（障がい保健福祉課 ☎328-2519）

10/11（日）

わくわく座 特別舞台
舞踊団花童＆はつ喜
新作公演
「細川ガラシャ」

企画展「天守閣再建60周年特別企画
熊本城写真展～明治から令和へ～」

イベント ◎ 2020.10

娘にして、細川忠興へ嫁いだガラシャ。 11/

無料
10（火）
戦国乱世を祈りと信念とともに生き
歴史サロン花畑「歴史談話室」
たガラシャの生涯を花童流に可憐な
時 午後2時～4時 場 歴史文書資料室
舞 で も の が た り ま す 定 60 人（先 着
順）費 1,500円 申 当日直接会場へ
（住友生命ビル4階）内 歴史への疑問
（熊本城ミュージアムわくわく座
や読めない古文書・掛け軸などの相談
師 猪 飼 隆 明 さ ん（大 阪 大 学 名 誉 教

☎288-5600）
授）
、
森山 秀吉さん（元熊本大学教授）
、
10/23（金）～25日（日）
松崎 範子さん（肥後医育ミュージア
2020 工芸品フェスタ
ム研究員）
、
柳田 快明さん（熊本中世
時 午前10時～午後4時 場 くまもと
史研究会代表）定 12人
工芸会館 内 年に一度の大感謝祭。全
（先着順）申 10月27日
工芸品を通常価格より20％OFFで販
午前10時から電話で歴
売。
／包丁研ぎ割引サービス1本500
史文書資料室へ
円（電 話 予 約 要、
薄刃のみ1人2本ま
 （歴史文書資料室 ☎328-2038）
で）／家庭用まな板削り割引サービス

無料
11/14（土）
1枚600円（電話予約要、
両面、
各日30
市消防音楽隊オータムコンサート
人様、1人1枚、後日渡し）／工芸品購
時 午後2時～4時 場 健軍文化ホール
入券が当たるガラポンに挑戦！（工芸
内 統率された素晴らしいオーケスト
品を3,000円以上購入された方が対
象）／福袋（工芸品1,000円分）
／開懐
ラと親しみのあるプログラムで秋の
世利六菓匠の和菓子の実演・販売
恒例行事になっている、市消防音楽隊
（くまもと工芸会館 ☎358-5711）
によるオータムコンサート 定 146人
以内
（抽選）申 10月23日（必着）まで
11/8（日）
に往復はがきに、
行事名、
参加者代表
樹木医と学ぶ樹の見方、育て方
の住所、電話番号、参加者全員（5人ま
時 午前10時～正午 場 動植物園緑の
で）の 氏 名、年 齢 を 書 い て 〒 8620903東区若葉3丁目5-11健軍文化
相談所2階講習室および園内 内 園内
ホールへ
を散策し、樹木の見分け方、育て方を

（健軍文化ホール☎368-1221）
学びます 師 松本 雄介さん（樹木医）
定 30人
（抽選）費 入園料 申 10月28
11/15（日）
日までに往復はがきに氏名、年齢、
住
庭木の管理教室
所、催し名を書いて〒862-0911東区
時 午前10時～正午 場 動植物園緑の
健軍5丁目14-2動植物園へ

（動植物園 ☎368-4416）
相談所2階講習室 内 庭木の剪 定 や病
害虫防除について学ぶ 師 山口 泰久
さん〔（一社）熊本県造園建設業協会理
事〕定 30 人（抽 選）費 入 園 料 申 11
月4日までに往復はがきに氏名、
年齢、
住所、催し名を書いて〒862-0911東
区健軍5丁目14-2動植物園へ

（動植物園 ☎368-4416）
せん てい

場 わくわく座 内 熊本城天守閣再建

から60周年を迎えたのを記念し、
天
守閣にまつわる「写真」の展示。
皆さん
から募集した写真を中心に、
明治から
令和へ、
天守の歴史を写真で紹介しま
す 費 入館料
（熊本城ミュージアムわくわく座

☎288-5600）
時 午後1時半～
（60分）場 わくわく
座2階ものがたり御殿 内 明智光秀の↗

みんなで応援しよう！
みんなで応援しよう！
ロアッソ熊本

10月ホームゲーム
ム

目指せJ2昇格!!

日時

4日（日）午後3時～
31日（土）午後7時～

場所

市現代美術館～月曜ロードショー～（11月）

対戦相手

えがお健康スタジアム

期 内 2日、
9日「ボウリング・フォー・コロンバイン」
、

FC岐阜

アスルクラロ沼津

問 株式会社アスリートクラブ熊本
（☎283-1200）へ

熊本ヴォルターズ

目指せB1昇格!「Let’
s go VOLTERS!」

日時

場所

11日（日）午後2時～

県立総合体育館

10日（土）午後2時～
28日（水）午後7時～

ロアッソくん

対戦相手

愛媛オレンジバイキングス

香川ファイブアローズ

問 熊本バスケットボール株式会社
（☎284-1555）



※スポーツ振興課ではチケットの販売はしていません。
（スポーツ振興課 ☎328-2724）

ぼるたん
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16日、23日「ムーミン谷の彗星」
、
30日
「みじかくも美しく燃え」
時 午後2時～、
午後5時～ 定 45人
（先着順）
申 10月5日から電話で市現代美術館へ

東部はつらつ交流会館

期 内 10月25日
（日）「キューポラのある街」
時 午後1時半～3時半 定 20人
（先着順）

申 10月6日から電話または直接東部はつらつ交流会館へ

休館しています。
開館状況によっては開催中止や内容
※9月9日現在、
が変更となる可能性がありますので、
あらかじめご了承ください。
問い合わせ先は、14・15ページの各施設情報をご覧ください。

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問合わせ先

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）
を募集中。
販売代理店の
（株）
ホープ
（☎092-716-1401）
へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。
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2020.10 ◎ 施設の催し
申込方法⇒

＝往復はがき

＝官製はがき

＝電話

＝窓口

＝ファクス

＝電子メール

【注意事項】
※往復はがきには催し名、
日時、
住所、
氏名、
電話番号を記載してください。
※掲載している以外にも催しを開催している場合がございますので各施設へお尋ねください。
※
「窓口
」
で申込みの場合は、
原則はがきを持参してください。

施設の催し
催し名

＝ホームページ

期

日

時

間

対

象

定員

費用

申込期限／開始日

申込方法

動植物園 〒862-0911 東区健軍5丁目14-2 動物ゾーン ☎368-4416 植物ゾーン ☎368-5615 月曜休園（祝日と第4月曜の場合は開園し、翌平日が休園）
秋桜まつり2020

10月10日（土）～11日
（日）

午前9時～午後5時

どなたでも

－

入園料 －

－

20人

入場料 10月12日まで（抽選）

往〒 HP

熊本博物館 〒860-0007 中央区古京町3-2 ☎324-3500 月曜休館（祝日の場合は開館し翌平日が休館）
葉脈標本で「しおり」を作ろう

10月24日（土）

午後1時半～2時半

小・中学生
（小学3年生
以下は保護者同伴）

現代美術館 〒860-0845 中央区上通町2-3 ☎278-7500 火曜休館（祝日の場合は開館し翌平日が休館） 最終入場は30分前まで
ムーミン展
THE ART AND THE STORY

11月14日(土)～来年1月11日(祝)

午前10時～午後8時

どなたでも

－

展覧会
当日直接会場へ
チケット

国際交流会館 〒860-0806 中央区花畑町4-18 ☎359-2121 Mail：koza@kumamoto－if.or.jp 第2・4月曜休館（祝日の場合は開館し翌平日が休館）
異文化カフェ（スペイン）

10月13日（火）

目からうろこの論語講座

10月14日～来年3月24日
第2・第4水曜日（全12回）

キッズカフェ～死者の日（メキシコ）
10月31日（土）
を一緒に祝おう～

午後6時半～7時半
午後7時～8時

どなたでも

午前10時～正午

10人

500円

15人

12,000円

20人

無料

10月5日から（先着順）

TE L 窓口
mail

くまもと森都心プラザ 〒860-0047 西区春日1丁目14-1 ☎355-7400 ビジネス支援センター business@stsplaza.jp ファクス 355-7412 託児室 takuji@stsplaza.jp
くまもと森都心秋まつり2020

10月10日（土）、11日
（日）

第4日曜・女性相談デー
【ビジネス支援センター】

10月25日（日）

ママのヨガ教室【託児室】

10月28日（水）

イベント内容によって
時間帯が異なります

どなたでも

－

午前10時～午後5時

創業予定者や経営者の方
※女性限定

5組

午前10時～10時45分

① 満 1 歳～未 就 学 児 の
保護者で当日に託児 ①5人
②10人
を利用する方
②子育て中の保護者

一部有料 当日直接会場へ
無料
500円

FAX mail

10月5日から（先着順）
mail

子ども文化会館 〒860-0004 中央区新町1丁目3-11 ☎323-0505 第2・4火曜休館（祝日の場合は開館し翌平日が休館） 受付は午前9時から

 1 材料がなくなり次第終了 ※2 会場への入場は要事前予約
※
ウキウキ工作「万華鏡」

10人

工作
「レインボーメモスタンド」

10月5日（月）～※1

工作
「紙皿ザウルス」

午前9時～午後4時半

100人
18歳未満の子ども
（幼児は保護者同伴） 70人

壁面 「ハロウィンモンスター」

300円
10月5日から（先着順）
無料 ※2

TE L

90人

健軍文化ホール 〒862-0903 東区若葉3丁目5-11 ☎368-1221 第1・3月曜休館（祝日の場合は開館し翌平日が休館） 詳しくは健軍文化ホールHPへ ※初回11月4日のみ水曜日
リフレッシュヨガ（10月）
ナイトピラティス(10月)

①10月16日（金）②10月23日
（金）
③10月30日（金）

日商簿記3級合格対策講座

11月4日～来年2月16日 火曜日（全15回）※

午前10時～11時
午後8時～9時

18歳以上の方
（高校生不可）

午後7時～9時

①10月9日から（先着順）
各8人 各700円 ②10月16日から（先着順）
③10月23日から（先着順）

TE L 窓口

20人

12,500円 10月13日まで（抽選）

往〒

－

一部有料 当日直接会場へ（一部要予約）

男女共同参画センターはあもにい 〒860-0862 中央区黒髪3丁目3-10 ☎345-2550 第2・4月曜休館
はあもにいフェスタ2020
（市民グループ催事）

11月7日（土）

午前10時～午後3時半

どなたでも

水の科学館 〒861-8064 北区八景水谷1丁目11-1 ☎346-1100 月曜休館（祝日の場合は開館し翌平日が休館） ※雨天時は11月1日（日）に延期
第2回水環境総合講座

10月18日（日）

秋の水辺コンサート

10月25日（日）※

トレジャーハンティングIN水の科学館 10月31日（土）

午前11時～午後0時半
午前10時～

30人
どなたでも

午前10時～午後3時

－

10月6日から（先着順）
無料

TE L 窓口

当日直接会場へ

くまもと工芸会館 〒861-4115 南区川尻1丁目3-58 ☎358-5711 月曜休館（祝日の場合は開館し翌平日が休館）

※1 11日は正午まで ※2 13日は午後1時から、18日は午後4時まで
第2回 古布リメイク作品展

10月7日（水）～11日
（日）
※1

午前10時～午後5時

トルコのキリム展

10月13日（火）～18日
（日）
※2

午前10時～午後6時

来年の干支「丑」の絵付け

10月18日（日）

①午前10時～
②午後1時半～

どなたでも

－

小学生以上
（小学3年生
各5人
以下は保護者同伴）

無料 当日直接会場へ
1,000円 10月6日から（先着順）

TE L

塚原歴史民俗資料館 〒861-4226 南区城南町塚原1924 ☎0964-28-5962 月曜休館（祝日の場合は開館し翌平日が休館）
学芸員と歩く野外博物館

10月25日（日）

土器づくり講座

11月3日（祝）

箱の中に虹を作ろう

11月7日（土）

午前9時～正午

どなたでも
（小学3年生
以下は保護者同伴）

午後1時半～3時

小・中学生
（小学3年生
以下は保護者同伴）

10月17日まで（抽選）
20人

入館料

10月24日まで（抽選）

往〒 HP

10月26日まで（抽選）

食品交流会館 〒861-5535 北区貢町581-2 ☎245-5111 第1・3月曜休館（祝日の場合は翌日）休館日でも申込可。 申込みは午前9時から
カジュアル中華料理教室（デモンス
10月18日（日）
トレーションのみ・お土産付き）

午前10時半～午後0時半

中学生以上

10人

1,500円 10月6日から（先着順）

TE L 窓口

勤労者福祉センター（サンライフ熊本） 〒860-0862 中央区黒髪３丁目3-12 ☎345-3511 第2・4月曜休館 申込みは午前10時から
親と子の卓球大会

10月18日（日）

午前9時～午後2時

小学4～6年生と親

18組

女性のための防犯セミナー

10月22日（木）

午後1時半～2時15分

16歳以上の女性の方

14人

午後1時半～3時半

16歳以上の方
（高校生不可）

30人

年金受給の理想開始年齢を考える

10月30日（金）

無料 10月5日から（先着順）

TE L

職業訓練センター 〒860-0072 西区花園７丁目19-10 ☎325-6947 日曜・祝日休館
社会保険労務士試験対策

10月20日～来年7月27日 火曜日（全37回）

午後6時半～9時20分

10月24日～11月7日 土曜日（全3回）
午前9時～午後3時50分
Office 総 合 訓 練（Word・Excel・
10月24日～12月19日 土曜日（全9回）
PowerPoint）

受験予定者

Word&Excel基礎

JW_CAD基礎

10月26日～11月25日 月・水曜日（全9回）

Windows操作が
できる方

52,000円
20人

午後6時半～9時20分

16,000円
39,000円

10月5日から（先着順）

HP TE L
窓口

22,000円

街なか子育てひろば 〒860-0845 中央区上通町2-3（現代美術館内） ☎323-3222 火曜休館（祝日の場合は翌日） 申込みは午前10時～午後3時
ベビーマッサージ

10月22日（木）

午前11時～正午

0～8か月児と保護者

8組

無料 10月5日から（先着順）

市外局番 096 を省略しています◦
「〒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。

TE L 窓口

施設の催し ◎ 2020.10
9月9日現在の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更となる場合があります。最新情報はホームページまたは各施設へ問い合わせください。
9月9日現在、★ のついた施設については、休館・利用休止しています。開館状況によっては、開催中止や内容が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
催し名

期

日

時

間

対

象

定員

費用

申込期限／開始日

申込方法

城南図書館・児童館 〒861-4214 南区城南町舞原451-9 ☎0964-27-5945 第4水曜休館（祝日の場合は翌日） 申込みは午前9時半から
あかちゃんのためのおはなしかい

10月7日（水）、21日
（水）

熊本おもちゃ病院

10月24日（土）

★ 夢もやい館

〒861-8003

北区楠１丁目20-5-101

☎338-3210

はじめての健康体操 筋トレ編

10月8日～29日 木曜日

ママストレッチ

10月9日（金）

ふれあい遊びとわらべうた

10月19日（月）

★ 東部在宅福祉センター

〒862-0910

午前11時～11時半

乳幼児と保護者

各5組

午後1時～2時

どなたでも

10組

日曜・祝日休館

午前11時半～正午
午前10時半～11時半
☎367-8597

10月3日～27日
第2・4火曜日、第1～4土曜日

かんたんストレッチ体操

10月6日（火）、20日
（火）

午後0時半～50分

花架拳

10月15日（木）

午前10時～11時

〒861-4109

南区日吉1丁目4-15

マカロニでクリスマスリース作り

11月6日（金）

やさしいキルト教室

11月20日（金）

★ 南部万年青会館

〒861-4113

日曜休館

☎358-7105

午前10時～正午

着物着付け 見学会

10月16日（金）

午後2時～4時

手描き染め 見学・体験

10月24日（土）

午後1時半～3時半

リンパストレッチ無料体験会

★ お達者文化会館

東区秋津3丁目17-23

☎360-6885

〒862-0968

南区馬渡1丁目7-1

☎370-1672

無料

各20人
18歳以上の方

各12人

無料

14人

10月6日から（先着順）

TE L 窓口

当日直接会場へ（先着順）
10月5日から（先着順）

TE L 窓口

約500円

10月7日から（先着順）

TE L 窓口

どなたでも

10人

どなたでも

10人

無料 10月6日から（先着順）

TE L 窓口

どなたでも

20人

無料 10月6日から（先着順）

TE L 窓口

どなたでも

15人

4,000円 10月6日から（先着順）

TE L 窓口

約1,000円

月曜休館
（祝日の場合は翌日）

午後2時半～3時半
月曜休館
（祝日の場合は翌日）

美姿勢・骨盤ex（エクササイズ）第Ⅱ期 11月7日～来年3月6日
第1・3土曜日（全8回）
リラックスナイトヨガ第Ⅱ期

午後7時15分～8時
午後8時15分～9時

11月13日～来年2月26日
第2・4金曜日（全8回）

スポーツ吹矢第Ⅱ期

8組

午後1時15分～2時15分

10月20日（火）

フラダンス（初級）無料体験会

未就学児と保護者

各200円

月曜休館
（祝日の場合は翌日）

10月13日（火）

〒861-2104

10人

午後1時半～3時

南区八幡6丁目9-25

TE L 窓口

申込みは午前9時から

フラダンス 見学・体験

★ 東部はつらつ交流会館

60歳以上の方

午後0時15分～50分

☎354-8379

10月5日から（先着順）

日曜休館

だれでもいきいき百歳体操

★ 南部在宅福祉センター

当日直接会場へ（先着順）

申込みは午前9時から

午前10時35分～11時25分

東区健軍本町31-20

無料

午後6時半～8時

植木中央公園運動施設 〒861-0136 北区植木町岩野285-35 ☎288-3343 申込みは ※1 午後7時から、※2 午後1時から、※3 午後1時半から、※4 午前10時から
リラックスヨガ教室3フォロー

10月12日、19日 月曜日

午後7時半～8時半

バドミントンサークル

11月10日、17日、24日 火曜日

卓球サークル

11月12日、19日、26日 木曜日

いきいき卓球教室4

11月25日～来年1月20日 水曜日（全8回）

午後2時～3時

各550円 10月5日から（先着順）※1
18歳以上の方
（高校生不可）

20人

午前10時～11時半

各150円

10月27日から（先着順）※2
10月29日から（先着順）※3

TE L 窓口

5,200円 10月17日から（先着順）※4

託麻スポーツセンター 〒861-8010 東区上南部３丁目22-30 http://kc-sks.com/takuma/ ☎388-6177 月曜休館（祝日の場合は翌日）
エンジョイ卓球3

10月21日～12月23日 水曜日（全10回）

午後1時～2時

18歳以上の方
（高校生不可）

15人

7,500円 10月7日まで（抽選）

往〒 HP

小学生

20人

550円 10月21日から（先着順）

TE L 窓口

浜線健康パーク 〒862-0969 南区良町４丁目8-1 ☎379-6020 月曜休館（祝日の場合は翌日）
トランポリン体験1

11月8日（日）

午前10時～11時

城南総合スポーツセンター 〒861-4214 南区城南町舞原144-1 ☎0964-28-7985 トレーニング室のみ火曜休館 事前に空き状況を確認ください
ZUMBA

午前10時～11時

10月6日～27日 火曜日

いきいき健康体操
Be
（美）HappyYOGA

午後1時半～2時半

10月9日～30日 金曜日

18歳以上の方
（高校生不可）

15人

各500円 当日直接会場へ（先着順）

29人

①10月7日から(先着順)
②10月14日から(先着順)
各450円 ③10月21日から(先着順)
④10月28日から（先着順）
⑤11月4日から（先着順）

TE L 窓口

9,750円 10月17日まで（抽選）

往〒 HP

5,500円 10月30日まで（抽選）

往〒

南部総合スポーツセンター 〒861-4112 南区白藤５丁目2-1 ☎358-4311 月曜休館（祝日の場合は翌日）
エンジョイアクアビクス(水)
10月・11月
アーチェリークラブ2
弓道クラブ2
ピラティス4

★ 東部交流センター

①10月14日②10月21日③10月28日
④11月4日⑤11月11日 水曜日

午前10時45分～11時半

18歳以上の方
（高校生不可）

11月7日～来年3月6日 土曜日（全15回）

午前10時～11時半

小学5年生以上

来年1月15日～3月19日 金曜日（全10回）

午前10時～11時

18歳以上の方
（高校生不可）

〒861-8031

東区戸島町2588-1

☎349-0888

UDスポーツフェスティバル
カルチャー講座無料体験会

★ 西部交流センター

〒861-5287

キッズHIPHOP

西区小島2丁目7-50

元気アップ教室（ジュニアクラス）

10月29日～来年1月7日 木曜日（全10回）

20人

午前9時45分～午後4時15分

どなたでも

－

午後1時～3時半

18歳以上の方
（高校生不可）

25人

①午後1時～2時
②午後2時半～3時半

①年中・年長児
②小学1～3年生

各20人

☎273-6996

10月24日～12月26日 土曜日（全10回）

元気アップ教室（キッズクラス）

30人

火曜休館
（祝日の場合は翌日）

11月1日（日）

かけっこ教室

20人

無料 当日直接会場へ

水曜休館
（祝日の場合は翌日）
午後6時～7時

5歳児～小学生

午後5時15分～6時15分

未就学児
（年中～）

午後6時半～7時半

小学生

10人

6,000円 10月5日から（先着順）

TE L 窓口

18歳以上の方

12人

2,500円 10月6日から（先着順）

TE L 窓口

小学生以上

9人

無料 10月5日から（先着順）

TE L 窓口

戸島ふれあい広場 〒861-8031 東区戸島町1489番地 ☎389-3111 水曜休館
初めてのパークゴルフ教室
（木曜コース）

10月29日～11月26日 木曜日（全5回）

初めてのパークゴルフ教室
（土曜コース）

10月31日～11月28日 土曜日（全5回）

午後1時～2時半

森林学習館 〒861-5535 北区貢町小萩 ☎245-3157 月曜休館（祝日の場合は翌日）
木工作家 徳久先生の木工教室

10月24日（土）

午前10時～午後3時

市外局番 096 を省略しています◦
「〒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。
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2020.10 ◎ 公民館講座情報
申込方法⇒

＝往復はがき

＝官製はがき

公民館講座情報

＝ホームページ

＝電話

＝窓口

＝ファクス

＝電子メール

【注意事項】※往復はがきには講座名、
日時、
住所、
氏名、
電話番号を記載してください。
※掲載している以外にも講座を開催している場合がございますので各公民館へお尋ねください。
※
「窓口
」
で申込みの場合は、
原則はがきを持参してください。

自主講座については、公民館のHPをご覧になるか、各公民館へ問い合わせください

9月9日現在、公民館（図書室、児童室除く）を休館しています。開館状況によっては、講座の中止や内容が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
講座名

期

日

時

間

対

象

定員

費用

10人

1,800円

申込期限／開始日

申込方法

10月9日まで（抽選）

往〒 HP
窓口

中央公民館 〒860-0843 中央区草葉町5番1号 ☎353-0151 月曜休館（祝日の場合は翌日）
たのしい絵手紙

10月14日～12月23日
第2・4水曜日（全6回）

まんが似顔絵

10月14日～来年1月27日
第2・4水曜日（全8回）

午前10時～正午

どなたでも

午後1時半～3時半

8人

無料

大江公民館 〒862-0971 中央区大江6丁目1-85 ☎372-0313 月曜休館（祝日の場合は翌日）
エクセル入門

10月20日～30日 火・金曜日
（全4回）

特殊詐欺対策講座

10月29日（木）

午前10時～正午

Excelがインストールされた
10人
パソコンの持込ができる方

午前10時～11時半

20歳以上の方

20人

500円 10月9日まで（抽選）
無料 10月20日まで（抽選）

往〒 HP
窓口

東部公民館 〒862-0912 東区錦ヶ丘1-1 ☎367-1134 月曜休館（祝日の場合は翌日）
シニア筋トレ

11月3日～12月15日
第1・3火曜日（全4回）

大雨災害から「命を守る」

11月7日（土）

郷土料理

11月19日（木）

午後2時～3時半

20人
どなたでも

午前10時～11時半
午前10時～正午

50人
7人

無料

10月22日まで（抽選）

往〒 HP
窓口

10月6日から（先着順）

TE L 窓口

1,000円 11月5日まで（抽選）

往〒 HP
窓口

秋津公民館 〒861-2104 東区秋津３丁目15-1 ☎365-5750 月曜休館（祝日の場合は翌日）
文字が整う「小学生書き方教室」

10月25日、11月1日、
8日、
15日、
29日、12月6日 日曜日
（全6回）

大人のための「絵本セラピー」

10月30日（金）

午前10時～正午

11月14日（土）

午後6時半～8時半

【講演会】イライラの処方箋
（アンガーマネジメント）

①午前9時～10時
②午前10時～正午

①小学1・2年生
②小学3～6年生
どなたでも

各15人

10月13日まで（抽選）

15人

無料 10月20日まで（抽選）

40人

10月29日まで（抽選）

往〒 HP
窓口

河内公民館 〒861-5347 西区河内町船津791 ☎276-0133 月曜休館（祝日の場合は翌日）申込みは午前9時から
①午後1時半～2時20分
②午後2時半～3時20分

キッズトランポリン
みかん狩りと動画による選果場見学

11月8日（日）

①年中・年長児
②小学1～3年生

午前10時～正午

どなたでも

各10人

無料

中学生以上： 10月6日から（先着順）
450円
20人
小学生：350円
幼児：250円

TE L 窓口

花園公民館 〒860-0072 西区花園5丁目8-3 ☎359-1261 月曜休館（祝日の場合は翌日）
カポエイラエクササイズ

10月10日（土）

午前10時～正午

論語～生きるための教科書

10月18日（日）

午前10時～11時半

毎日の暮らしに役立つLINEの使い方 10月27日（火）

午後1時半～3時半

10人
どなたでも

30人
7人

無料

10月7日まで（抽選）
10月11日まで（抽選）

TE L 窓口

600円 10月20日まで（抽選）

南部公民館 〒861-4106 南区南高江６丁目7-35 ☎358-0199 月曜休館（祝日の場合は翌日）
ベビー＆マミーダンスエクササイズ 10月22日～11月12日 木曜日（全4回）
ワード入門（2010以降対応）

10月28日～11月6日 水・金曜日（全4回）

おいしいコーヒーの淹れ方

11月10日～12月8日 火曜日（全4回）

8か月～3歳児と保護者 15組

無料 10月13日まで（抽選）

午前10時～正午

パソコン持込できる
20歳以上の方
（レンタル可）

10人

午後1時～2時半

20歳以上の方

5人

どなたでも

10人

資料代
10月5日まで（抽選）
600円

8か月～3歳児と保護者 10組

無料 10月6日まで（抽選）

600円 10月20日まで（抽選）

往〒 HP
窓口

4,000円 11月2日まで（抽選）

飽田公民館 〒861-4121 南区会富町1333-1 ☎227-1195 月曜休館（祝日の場合は翌日）
アンドロイド限定 スマホタブレット講座

10月13日、20日、27日
火曜日（全3回）

ベビー＆マミーエクササイズ

10月15日、29日、11月5日、
19日
木曜日（全4回）

午前10時～正午

往〒 HP
窓口

城南公民館 〒861-4214 南区城南町舞原394-1（火の君文化センター内） ☎0964-28-1800 月曜休館（祝日の場合は翌日） ※城南児童館（☎0964-27-5945）へ
人権文化セミナー

10月14日（水）

午後7時～8時半

どなたでも

－

親子プログラミング体験教室

10月18日（日）

午前10時～正午

小学生と保護者

10組

500円 10月5日から（先着順）

TE L

20歳以上の方

15人

資料代
10月10日まで（抽選）
600円

往〒 HP
窓口

午前10時～正午

どなたでも

15人

午後2時～4時

小学3～6年生

10人

無料 10月8日まで（抽選）

往〒 HP
窓口

TE L 窓口

無料 10月7日まで

HP TE L

※

幸田公民館 〒861-4108 南区幸田２丁目4-1 ☎379-0211 月曜休館（祝日の場合は翌日）
エクセルを学ぼう

10月22日～30日 木・金曜日
（全4回）

午後1時半～3時半

天明公民館 〒861-4125 南区奥古閑町2035 ☎223-0118 月曜休館（祝日の場合は翌日）
住宅リフォーム前に知っておくべき事 10月17日（土）
キッズ英語

10月24日～11月14日 土曜日（全4回）

北部公民館 〒861-5521 北区鹿子木町66 ☎245-0046 月曜休館（祝日の場合は翌日） ※受付は午後3時まで
「かんたんフィットネス」～ソフト・
11月6日、20日、12月4日 金曜日（全3回）
エアロビクスとトレーニング～

午前10時～正午

どなたでも

20人

無料 10月13日から（先着順）

午後2時～4時

小学生～高校生

20人

1,500円 10月6日から（先着順）

午前10時～正午

20歳以上の女性の方

15人

無料 10月13日から（先着順）

午前10時～11時半

7か月～3歳の乳幼児と保護者 20組

無料 10月8日から（先着順）

午前10時～正午

18歳以上の方（高校生不可） 16人

500円 10月10日から（先着順）

2～7か月の乳児と母親 10組

無料 10月28日まで（抽選）

北部公民館北部東分館 〒861-5517 北区鶴羽田2丁目13-9 ☎345-4460 日曜・月曜、祝日休館
子どもミュージカルに挑戦しよう

11月7日～来年1月30日 土曜日（全7回）

リンパケア体操

11月18日、25日 水曜日
（全2回）

TE L 窓口

北部公民館西里分館 〒861-5522 北区下硯川町1798 ☎245-3280 月曜休館（祝日の場合は翌日）
ベビー＆マミーダンスエクササイズ 11月3日、10日、17日 火曜日（全3回）
パソコン講座
「ワードで年賀状をつくろう」

11月15日、22日、29日 日曜日（全3回）

TE L 窓口

植木公民館 〒861-0136 北区植木町岩野238-1 ☎272-6906 月曜休館（祝日の場合は翌日）
ベビー＆マミービクス①

11月11日（水）、18日
（水）
、
26日
（木）
（全3回）

午前10時～正午

初めてのパソコンWindows10

11月17日（火）、18日
（水）
、
19日
（木）
（全3回）

午後1時半～3時半

どなたでも

18人

600円 11月3日まで（抽選）

市外局番 096 を省略しています◦
「〒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。

往〒 HP
窓口

※9月9日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。

中央区役所

中央区地域コミュニティづくり支援補助金

〒860-8618 中央区手取本町1-1 ☎328-2555

認知症介護家族のつどい
「こもれびひろば」
電話でお話ししませんか

日 10月1日
（木）
～30日（金）午前8時
半～午後5時半 ※土日祝除く 内 新型
コロナウイルス感染防止のため、
介護
経験者が、介護上の悩み・不安などに
ついて電話相談を受け付けています。
気軽に相談ください 問 ささえりあ水
前寺（☎362-0065）
（中央区役所福祉課 ☎328-2311）

認知症介護家族のつどい
「もやいのひろば」
電話でお話ししませんか

日 10月1日
（木）
～30日（金）午前9時
～午後4時 ※土日祝除く 内「もやい
の広場」とは、認知症介護上の悩みや
愚痴・将来の不安などの悩みについて
語り合う会です。
新型コロナウイルス
感染防止のためお休みしていました
が「もやいの広場」のボランティアス
タッフが電話で相談を受け付けてい
ます。
気軽に相談ください 問 ささえ
りあ熊本中央
（☎319-0222）
（中央区役所福祉課 ☎328-2311）

《中央区担当選手》

04 酒井 崇一

17 石川 啓人

令和2年度提案事業を募集します

■地域魅力アップモデル事業

■地域課題対応事業

「自 主 自 立 の ま ち づ く り」に 向 け た 先 進 的・模 範 的 プ ロ
ジェクトを支援します。
対象団体 ・校区自治協議会および構成団体
・町内自治会
・その他地域コミュニティ活動を行う団体
（活動区域が主に中央区にあり、構成員が5
人以上の団体）※NPO法人や企業等も対象
補助金額 1年目 対象事業費×2/3（上限100万円）
2年目 対象事業費×1/2（上限100万円）
3年目 対象事業費×1/3（上限100万円）
対象事業 ・地域活動の負担軽減が図られる事業
・生きがいとしての地域活動につながる事業
・お互い様で支えあう地域づくりを進める事業

等

地域住民が、主体的かつ継続的に行う地域課題
解決のための取り組みを支援します。
対象団体 ・校区自治協議会および構成団体
・町内自治会
補助金額 対象事業費×1/2（上限20万円）
対象事業 ・住民の身近な課題を解決する事業
・地域における従来の取り組みを発
展させる事業

申込期間 10月30日
（金）
まで
審査の方法 提 案された事業を審査会で審査し、
予算の範囲内で補助対象団体および
交付額を決定します。
詳しくは中央区役所総務企画課へ。

（中央区役所総務企画課 ☎328-2610）

中央区は「2020ロアッソ熊本“火の国もりあげタイ！”」
プロジェクトの実施市町村に選ばれています！
『ロアッソ熊本“火の国もりあげタイ！”
』とは、
ロアッソ熊本が活動方針
である「日本一地域に根ざしたクラブづくり」の取り組みの一環として実施
しているもので、
ロアッソ熊本の選手たちが行政や地域住民の皆さんとの
交流を図りながら、地域の「まちづくり」や「まちおこし」の応援を行い共に
熊本を盛り上げていくプロジェクトです。
2020シーズンは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から活動が

18 高橋 利樹

東 区役所

〒862-8555 東区東本町16-30 ☎367-9111

「東区民まつり」改め「けんぐん食と健
康まつり（仮）」の開催を中止します
今年度より「東区民まつり」の新たな形態
として健軍地域において「けんぐん食と健康
まつり」の開催を予定していましたが、
新型
コロナウイルス感染症の影響により中止と
なりました。
来年度の開催については、
詳細が決まり次
第、改めてお知らせします。

（東区役所総務企画課 ☎367-9121）

東区防災コラム
災害時に備え「ローリングストック
法」を活用しましょう

区からのお知らせ ◎ 2020.10

ローリングストック法とは、
日常的に非常
食を食べて、食べたら買い足すという行為を
繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄す
る方法です。この方法なら普段から食べてい
るものが災害時の食卓に並び、
安心して食事
を取ることができます。
食べながら備えるた
め、消費期限が短いレトルト食品等も非常食
として扱えます。
《備蓄しておくと良いものの例》
◆缶詰め
◆乾麺
（ラーメン・パスタ等）
◆フリーズドライ食品（スープ等）
※上記の備蓄品は一例です。
ローリングス
トック法等で1週間分の非常食を備えてお
くとより安心です。
※1週間分の飲料水、または生活用水も備え
ましょう。飲料水は1人1日3ℓ×家族分の
準備を。

（東区役所総務企画課 ☎367-9121）

20 衛藤 幹弥

25 小島 圭巽

35 内山 圭

39 鈴木 翔登

中央区役所に設置したのぼり旗

制限されていますが、ロアッソ熊本の中
央区担当選手となった選手たちと共に
中央区のPRなどに取り組み、中央区を盛
り上げていきます。中央区もロアッソ熊
本の戦いを全力でサポートしていきま
すので、皆さんも応援よろしくお願いし
ます！
（中央区役所総務企画課

☎328-2610）

【2次募集】令和2年度東区地域コミュニティづくり支援補助金
自主自立のまちづくりを推進するために東区内の地域課題の解決やコミュニティの活性化に向けた取り組
みに対して費用の一部を助成します。
応募（企画提案）できる団体
①校区自治協議会（校区自治協議会の構成団体含む）
②町内自治会
③東区住民が構成員として含まれている任意団体
補助率および補助金の額
補助対象事業費の1/2以内で、2万5千円以上30万
円以内（千円未満端数切捨て）
応募期間
10月30日（金）まで
審査の方法
提案された事業を審査会で審査し、
予算の範囲内
で補助対象団体および交付額を決定します。
詳しくは、東区役所総務企画課へ。

たくさんのご応募を
お待ちしています!!

対象事業
①防災対策に関連した事業や熊本地震で被災さ
れた方の地域交流を支援するための事業
②地域の連帯感に基づく自治意識醸成につなが
る事業
③住民の身近な課題を解決する事業
④地域の特性を生かした創意と工夫による事業
⑤地域における従来の取り組みを発展させる事
業
⑥地域コミュニティの活性化につながる事業
《対象外事業》
・他に公的な補助金・交付金等を受けている
事業、
または受ける予定の事業
・営利を目的とした事業
・祭りや運動会などのイベント等で既に毎年
恒例となっている事業（内容を大幅に拡充
する事業は除く）
・宗教活動、
政治宣伝活動、
選挙活動などに類
する事業

桜木校区納涼大会
長嶺校区ふれあいフェスタ
※これまでに支援した事業の一部を紹介しています。


（東区役所総務企画課

☎367-9121）

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問合わせ先
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2020.10 ◎ 区からのお知らせ

西 区役所

数十年に一度の花が咲きました

〒861-5292 西区小島2丁目7-1 ☎329-1111

血糖値が気になるあなたへ

食事で防ぐ糖尿病予防教室

か

無料

よい生活習慣は、
健康な体を作ります。
油断していると
気付かないうちに生活習慣病になってしまいます。
特に、高血糖はそのままにしておくと、
糖尿病を発症し、
やがて深刻な合併症が引き起こされます。
大切なのは、糖尿病になる前に生活習慣を改善し、
高血
糖状態を解消することです。
糖尿病に関心のある方、
“血糖値が高め”
と言われた方、
この機会に自分の生活を見直してみませんか。
日 時 11月6日
（金）
午前9時～正午
場 所 西区役所3階健康センター
内 容 計測（簡易血糖検査、体組成など）、
医師・栄養士・歯科衛生士からのお話、
個別相談（希望者）※参加者には塩分濃度が一目でわかる塩分チェッ
クシートを差し上げます
対 象 西区に住む40歳以上の方
（糖尿病治療中の方は除く）
定 員 15人
（先着順）
申 込 10月5日から電話で西区役所保健子ども課へ

（西区役所保健子ども課 ☎329-1147）

基本避難所

☎329-1142）

➡

代替施設
西部交流センター
（西区小島2丁目7番50号・
☎273-6996）

（西区役所総務企画課

☎329-1142）

現在、
南区役所庁舎内では、新型コロナウイルス
対策の一環として窓口応対時にフェイスシールド
の使用を取り入れています。
会話の際に言葉が聞き
取りにくい時もあるかと思いますが、
今後も引き続
き庁舎内の感染防止対策に努めてまいります。市民の皆さんにもご来庁の
際には、マスクを着用していただくよう、
あわせてお願いします。

（南区役所総務企画課 ☎357-4112）

無料

熊本県森林インストラクターが雁回山の森林ガイドを行います。
樹木や
草花等を観察しながら、
ゆっくり遊歩道を歩きませんか？
日 時 10月11日
（日）
午前9時半～正午
（受付：午前9時～）
場 所 六殿宮前の駐車場
（南区富合町木原2378）
申 込 当日直接会場へ
詳しくは、熊本県森林インストラクター協会事務
局（☎090-2582-9648）
へ。

（南区役所総務企画課 ☎357-4112）

プレパパ・ママ広場に参加しませんか
日時



従来施設
西部公民館
（西区小島2丁目7番1号・
☎329-7205）

南区役所勤務職員の
感染対策を紹介します！

〒861-4189 南区富合町清藤405-3 ☎357-4111

10月9日（金）
午前10時半～正午
※保健相談
10月27日（火）
午前10時半～正午
10月28日（水）
午前10時半～正午
※歯科相談

☎329-1142）

大雨や台風などによる避難情報発令時に開設する「基本避難所」に指定
している西部公民館大ホールにおいて、天井の改修工事を行っています。
そのため、下記の期間中に「基本避難所」を開設する場合は、西区役所に隣
接する西部交流センターを代替施設として使用することになります。
地域の皆さんには、ご不便をお掛けしますが、ご理解いただきますよう
お願いします。
期 間 ～来年1月29日（金）
まで
（予定）

南 区役所

雁回山の森林歩き

けい

基本避難所（西部公民館大ホール）の
工事に伴う変更について

三和中学校で水防避難訓練を行いました

7月3日（金）に三和中学校で、
全校生徒に
よる水防避難訓練を行いました。この訓練
の目的は、
河川の氾濫等により危険な状況
が発生したことを想定し、
学校から生徒が
安全に帰宅できるようにすることです。
当日は、多少雨が強く降り、
本番さながら
の状況の中、
訓練が行われました。
西区役所
職員による防災講話の後、
生徒はあらかじ
め決められた教室に学年関係なく町内ごと
に集まり、
先生方と帰宅の道順や危険箇所
などの情報交換を行い訓練が終了しました。

（西区役所総務企画課

皆さんはリュウゼツラン（竜舌蘭）という植物
をご存じですか？北アメリカ南西部からメキシ
コが原産地で、
100年に一度、
巨大な花茎を伸ば
して花を咲かせるといわれ、英語では「センチュ
リー・プラント（Century plant）
」と呼ばれてい
ます。実際日本では30～50年で開花し、
地面近
くで広がる葉にはアロエのようなとげがあり、
お酒のテキーラの原料にもなる植物です。開花
の2か月前ごろには花茎を伸ばしはじめ、
5メー
トル以上にまで成長。
薄黄緑色の花を咲かせ、花
の中央からは黄色のおしべを伸ばします。しか
し、花が終わると栄養をすべて使い果たし枯れ
てしまうため、その前に子株を根元近くに作り
子孫を残すそうです。数十年も栄養を蓄えてよ
うやく開花したのに枯れてしまうなんて、何だ
か寂しい気もしますが、それでも人生に一度見
られるかどうかの貴重な花です。このたび、
河内
老人福祉センターで開花しました。

（西区役所総務企画課

場所

さくらっこ子育て支援センター
（力合さくら子ども園内）
南区合志3-6-26（☎357-9616）
城南子育て支援センター（小木こども園内）
南区城南町塚原994-19（☎0964-28-2147）
だいいち子育て支援センター（第一幼育園内）
南区富合町新256-1
（☎357-1245）

定員

子どもたちの
安心・安全な学校生活のために

8 月 27 日（木）に 、
日吉小学校にて熊本西南
ロータリークラブ（石田誠人会長）から「子ども
たちに、安心・安全な学校生活を送ってほしい」
と南区の小学校（全21校）へ除菌用
アルコール消毒液（約630ℓ）が贈呈
されました。
多くの児童の皆さんが手指衛生に
努め、
新型コロナウイルスやさまざ
まな感染症の予防に役立ててほしい
と大いに期待しています。
熊本西南ロータリークラブの皆様、
本当にありがとうございました。

（南区役所総務企画課 ☎357-4112）

4組
2組
6組

内 これから赤ちゃんを迎える妊婦さんや家族と子育て中の先輩ママや赤ちゃ
んとの交流会 対 南区に住む妊婦や家族など 申 前日までに電話で各子育て支援
センターへ

（南区役所保健子ども課 ☎357-4138）

火の君マルシェ

■11月から期間限定のしょうゆ
ソフトクリーム販売します!!
■料理教室
当面の間、中止しています。
再開のお知らせは館内やホー
ムページ等をご覧ください。

検索

■ホームページ、
Facebookもぜ
ひご覧ください。
http://hinokimi-marche.com/
火の君マルシェ事務局（☎096428-8831）
（西南部農業振興センター

☎329-1158）

市外局番 096 を省略しています◦
「〒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。

※9月9日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。

区からのお知らせ ◎ 2020.10

北 区役所

〒861-0195 北区植木町岩野238-1 ☎272-1111

3『北区を見守る樹木』

寄贈されたマスクとクラフトバッグ
人吉の被災地へ

じゃく しん

8月5日（水）、北区植木町大和にお住
まいの板井 生子さんと戸野口 庄子さ
んから、マスクとクラフトバッグを北
区役所へ寄贈していただきました。
板井さんは、
新型コロナウイルスの
感染防止に役立ててもらおうとマス
ク約200枚、
戸野口さんも紙製のバッグ6個を作製されました。
同月8日、200枚のマスクと6個のバッグは、豪雨で被災した人吉
市に北区役所職員が派遣される際、
避難所に届けられています。
お2人は寄贈の経緯について、
「年齢的に被災地でのボランティ
アは難しいと感じた。
現地には行けなくてもマスクとバッグが人吉
で使われ、
役に立てばうれしい。
」
とお話しされていました。

（北区役所総務企画課 ☎272-1110）


樹 齢 約 800 年。幹 周 り 13.3m、高
さ29mにもおよぶ熊本県の指定天
然記念物の大きなクスノキです。
戦
国時代、
「隈本城」の城主となった鹿
子 木 親 員（後の寂心）の墓を、その根
元に巻き込んでいると伝えられてい
ることから、
「寂心さんの樟」と呼ば
れるようになりました。
所在地 北区北迫618
JR「植木駅」下車、徒歩20分

かの

こ

新しい自治会長さんです（7月16日までの届出分） （敬称略）
（北区役所総務企画課 ☎272-1110）

梅本 光春
（高平台3-6）

くすのき

「寂心さんの樟」

ぎ

ちか かず

たる みず

「滴水のイチョウ」
幹 回 り 14m、
高さ42mを誇
るとても大き
な雄株です。
龍
雲庵という寺
跡で、現在も樹
の下に一宇の
阿弥陀堂があります。このイチョウは5本もの
雄株が集合し成長したもので、近くで見ると
複雑な形になっています。
数百年前に、ある男が切り倒そうとしたと
ころ、イチョウの主である白蛇が美しい女性
に姿を変え、切らないでほしいと哀願したと
いう伝説が残っています。
所在地 北区植木町滴水 滴水公民館前
（北区役所総務企画課

☎272-1110）

“きた”
くなるお知らせ♪
無料

内

容

対

象

担当行政機関とは異なる立場から苦情や意見、
どなたでも
要望等を受け、改善に生かします
無料

家族介護者のつどい
（北部まちづくりセンター）

介護者同士の交流・情報交換
無料

場

10月14日（水）
午前10時～午後3時半

所

申

込

北区役所3階第5会議室

当日直接会場へ
詳しくは、北区役所総務企画課（☎272-1110）へ

北部まちづくりセンター
1階奥 北部保健相談所

電話でささえりあ北部（☎275-6355）へ

10月22日（木）
午前10時～午後3時

北区役所3階大会議室

10月5日から電話または直接北区役所区民課国保年
金班（☎272-6905）へ ※予約制

10月26日（月）
午前11時～午後4時

北区役所1階ロビー

当日直接会場へ
詳しくは、登録相談員等管理委員会（☎385-7301）へ

家族を介護して 10月17日
（土）
いる方
午後1時半～3時半

熊本西年金事務所による年金相談窓口
（区民課）

年金相談（予約の際、相談者・配偶者の年金番号
市内に住む方
を準備ください）
無料

期日・時間

行政相談員による行政相談
（総務企画課）

熊本県行政書士会による無料相談会
（総務企画課）

交通事故、相続・遺言、成年後見等に関する相談

どなたでも

子育て・心の健康相談会
育児相談

お問合せ
（各区保健子ども課）

中央区 ☎328-2419
東 区 ☎367-9134

区 ☎329-1147
区 ☎357-4138

北

区 ☎272-1128

心の健康相談
日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、育児相談の実施を中止しています。
当面の間は電話等で個別に相談を受け付けま
すので、お住まいの区の保健子ども課へ問い合
わせください。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご
理解ご協力をお願いします。

西
南

西
南
北

場

所

対

象

定

員

申

込

10月5日～
精神的な
中央区役所3階
22日
不安や悩
保健子ども課
に電話で
みのある
2組
方または （先着順） 10 月 20 日
11月13日（金）
東区役所3階
その家族
～11 月 11
区
午後1時半～3時半 保健子ども課
など
日に電話で

中央区
東

時

10月26日
（月）
午後2時～4時

区 ※精神科医不在です。
相談希望の方は問い合わせください。
10月16日
（金） 南区役所3階
10月5日～
精神的な
区 午後1時45分
保 健 子 ど も 課 不安や悩
15日

～3時45分 相談室
に電話で
みのある
2組
方または （先着順） 10月5日～
10月19日
（月） 北区役所1階
その家族
区
16日
午後2時～4時
小会議室
など
に電話で

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問合わせ先

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）
を募集中。
販売代理店の
（株）
ホープ
（☎092-716-1401）へ。
※広告内容などは本市が推奨するものではありません。
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2020.10 ◎ 動植物園だより・熊本城かわら版・お知らせ

熊本城かわら版

水辺の動植物園

動植物園

熊本城総合事務所

vol.16
あか

☎096-352-5900

小天守の外観復旧作業を行っています。

現在、小天守は、屋根瓦葺き
や屋根の目地漆喰塗り、外壁
は黒の下見板張りなど、被災
前の状況を確認しながら、来
年3月の完成を目指して復旧
作業を行っています。
特別公開では、昨年10月に
外観復旧が完了した大天守と
ともに、小天守の外観復旧作業も見ることができます。

（熊本城総合事務所 ☎096-352-5900）

たん じょう

［ プレーリードッグの
プレーリードッグの赤
赤ちゃん
ちゃん誕
誕生！］

江戸期の大天守附櫓台石垣が出現しました！

大天守出口の石段・石垣は昭和35年の天守再建時に築かれた
もので、平成28年熊本地震で被災しました。
復旧作業に伴う確認調査を行った際に、石段の下から本来の
天守への進入路であった江戸期の大天守附櫓台石垣が初めて確
認されました。現在は、大天守出口の石段・石垣の復旧が完了し
たため、見ることはできませんが、江戸期の石垣は測量等の記録
をした上で、元の場所に大切に保存されています。

プレーリードッグのおのちゃん（♀）としんちゃ
あいだ

あか

とう う

ん（♂）の間 に赤 ちゃんが1頭産 まれました
かく にん

おそ

がつ ちゅうじゅん

はじ

す あな

確 認 できたのは5月 中 旬 。初 めのうちは巣 穴 から
おそ

かお

だ

あか

げん ざい

恐 る恐 る顔 を出 していた赤 ちゃんでしたが、現 在
かあ

いっ しょ

た

ほう し じょう

は、お母 さんと一 緒 にごはんを食 べたり、放 飼 場 の
ころ

げん き

あそ

おお

おと

パイプを転 がしたりと元 気 に遊 びまわっています。大 きさはほぼ大
な

か

せい ちょう

かお

人 と変 わらないぐらいまで成 長 しましたが、まだ顔 にあどけなさが
のこ

み

わ

残 っているのが見 分 けるポイントです
あか

な まえ

も

じ

赤 ちゃんの名 前 はおのちゃんとしんちゃんから1文 字 ずつとっ
めい めい

て『しの』と命 名 しました
ちか

大天守出口の石段復旧完了状況

さが

そーっと近 づいて探 してみてください



Youtube の“Kumamoto Zoo Channel”はこちらから➡

大天守附櫓台石垣検出状況

（熊本城調査研究センター

☎096-355-2327）

はあもにいフェスタ 「ONE PIECE」
2020
チ
ョ
ッ
パ
ー像除幕式
11 月 8 日（日）

参加者募集

期日

場所

男女共同参画センターはあもにい

男女共同参画センターはあもにい
開館30周年記念講演会

参加者には

無料

限定オリジナルペンライト をプレゼント

時間 午後2時～3時半
講演 「一人ひとりが輝こう
私らしく あなたらしく」
講師 住田 裕子さん（弁護士）
定員 会場内聴講（メインホール）
：150人
映写による聴講（多目的ホール）
：70人
インターネット聴講：100人
※全て抽選。
※託児あり（要予約）。
申込 10 月 5 日～19 日 ま で に 電 話 ま た は
ホームページで男女共同参画センター
はあもにい
（☎096-345-2550）
へ

離婚問題に詳しい女性弁護士が個別の質問や相談に
答えます。
時間 午前10時～（2時間程度）
定員 20人（先着順）
申込 当日直接会場へ

（男女共同参画課 ☎096-328-2262）

日時

11 月 7 日（土）正午～

場所

動植物園

対象

熊本県内在住者

定員

50組100人（応募者多数の場合抽選）

申込

10月11日までに特設サイトから応募

さあ みんな 知ってる ひ ご

ま

る

ひごまるコール ☎ 096-334-1500
配布に関するお問い合わせ

市政だより配布センター

FAX



096-370-2002

電子メールアドレス

申込は
こちら➡

※除幕式への出席には、市が指定する新型コロナウイルス感染対策の実施等が条件と
なります。
※チョッパー像は、除幕式終了後一般開放します。

（動植物園

ひごまるコール
1500＠higomaru-call.jp
ホームページ

☎096-368-4416）

公式ホームページ・SNS 最新情報をお届けします

休日在宅当番医、
イベント情報、区の窓口業務など、いつでもお尋ねください

午前8時〜午後8時
（年中無休）

正門入口前

新型コロナウイルスの影響により延期となって
いた、チョッパー像の設置が決定しました。
設置に先立ち開催する除幕式に、50組100人を
招 待 し ま す 。い よ い よ や って 来 る チ ョッ パ ーを 、
みんなで一緒に迎えましょう！

©尾田栄一郎/集英社

女性のための法律講座
「知っておきたい法律知識～離婚問題～」 無料

熊本市コールセンター

©尾田栄一郎/集英社

検 索

☎ 0120-666-659 ［（ 土・日、祝日は除く）］
午前8時〜午後8時

ホームページ

フェイスブック

ツイッター

LINE

再生紙を使用しています

