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2021.6 ◎ 区からのお知らせ

西 区役所

6月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」です！
食育は、決して難しいことではありません。
「好きな食べ物を増やす」
「食べ残しを減らす」なども大切な食育です。
改めて食について考えてみましょう。

〒861-5292 西区小島2丁目7-1 ☎329-1111

令和3年度 地域コミュニティづくり支援補助金

熊本地震の経験から、
伝えたい食育

地域コミュニティモデル事業
地域の資源・魅力を活用したコミュニティビジネスや交流人口促進、
担い手
育成、
西区全体の交流を目的とした事業を支援します。
補助金額 1年目 対象事業費×2/3
（上限40万円）
2年目 対象事業費×1/2
（上限30万円）
3年目 対象事業費×1/3
（上限20万円）
（対象事業費15万円以上かつ継続した支援は3年目まで）
対
象 自治会、校区自治協議会および構成団体、実行委員会等、特定非営利活動法人
住民の身近な課題対応事業
地域の身近な課題解決に向けた事業を支援します。
補助金額 対象事業費×1/3
（上限20万円）
（対象事業費5万円以上かつ単年度の支援）
対
象 自治会、
校区自治協議会および構成団体
詳しくは、
西区役所総務企画課へ。

普段食べ慣れないアルファ化米や乾パンなどの非常食や紙コッ
プ・紙皿などを使っての食事は非常に難しく、日頃から「食べ慣れる」
ことが災害への重要な備えの一つと言えます。
西区では、食料の備蓄方法や
災害時に役立つパッククッキ
ングレシピが満載のガイドを
作成しました。
詳 し く は 、西
区ホームページ
の「防災」ページ
へ。


＊＊＊令和2年度の事例＊＊＊
地域コミュニティモデル事業

（西区役所保健子ども課

新しい自治会長さんです

～中島校区第9町内自治会
休耕地を利用した町内菜園作り事業～

（5月7日までの届出分）

公民館に隣接した休耕地を借
り受け、町内での野菜作りを行う
ための農園「さんばんいきいきふ
れあい農園」を開設し、
幅の広い
世代が交流を深めました。また農
園を安い料金で貸し付け、
農機具
の取り扱いの説明や野菜作りの
ノウハウを提供し、
交流人口の促
進を行いました。


～災害時にも「好き嫌いなく、なんでも食べることができる」ことの大切さ～

（西区役所総務企画課

☎329-1142）

南 区役所

田尻 照幸（池田3）
水本 幸穂（池上2）
原田 英姫（池上8）
上村 博治（小島1）
森 純子（小島4）
松本 誠（春日7）
荒木 英明（春日15）
桝永 清貴（河内1）
上村 一生（河内2）
中村 均（河内3）
古閑 伸明（河内5）

川上
松川
横田
中原
岡村
高沢
野尻
田上
上野
田上
近江

南区まちづくりセンターの新任職員です
飽田まちづくりセンター
井村 俊介（担当校区：飽田東、飽田南、飽田西）

日 6月25日
（金）午後2時～3時半（受
付は午後1時45分～）場 南区役所3
階ホール 内 離乳食の進め方、
赤ちゃ
んの歯の話 対 南区に住む令和2年12

月～令和3年1月生まれの乳児（原則
として第1子）と保護者 定 8組（先着
順）持 親子（母子）健康手帳、バスタオ
ル 申 6月3日から電話で南区役所保
健子ども課へ
（南区役所保健子ども課 ☎357-4138）

地域の皆さんとのコミュニケーションを大切にし、
課
題などに対して一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいと
思います。
これからいろいろなことを学び、
チャレンジ
していきたいと思います。
幸田まちづくりセンター
小田 英人（担当校区：田迎、田迎西、田迎南、御幸）

（敬称略）

喜久
（河内6）
貴
（河内10）
憲章
（河内11）
洋一
（城山5）
博之
（城西8）
康博
（城西9）
誠一
（白坪2）
俊一
（白坪7）
信高
（中島1）
講治
（中島2）
新治
（中島3）

中島
二見
中村
米村
野口
手島
村上
松本

浩二
（中島7）
幸二
（中島9）
邦博
（中島10）
建太郎
（中島11）
邦夫
（花園9）
勇二
（松尾8）
正人
（芳野2）
文昭
（芳野3）

（西区役所総務企画課

はじめての離乳食教室
～赤ちゃんのすこやかな
無料
成長のために～

〒861-4189 南区富合町清藤405-3 ☎357-4111

☎329-1147）

☎329-1142）

雁回山の森林歩き
～6月開催～

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す。雁回
山で豊かな自然と触れ合ってみませんか？
日 6月13日
（日）午前9時半～正午（受付：午
前 9 時）場 六 殿 宮 前 の 駐 車 場（南 区：富 合
町）定 60 人（先 着 順）申 当 日 直 接 会 場 へ
問 熊本県森林インストラクター協会事務局
（☎090-2582-9648）
※必ずマスク着用して参加ください
（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

不慣れなこともあり、
ご迷惑をおかけすることもある
かと思いますが、
幸田地区における課題、
問題解決と地
域の活性化に精一杯取り組んでいきたいと思いますの
で、
よろしくお願いいたします。

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丁目6-26 ☎357-9616

定員

南部まちづくりセンター
本田 智士（担当校区：城南・力合・力合西）

6月11日
（金）
午前10時半～11時半
6月11日
（金）
午前9時半～午後0時20分
（3枠制）
6月23日
（水）
午前10時半～11時半

地域の皆さんに寄り添いながら、
自主自立のまちづ
くりを支え、地域の課題解決に貢献できるように頑張
ります。

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）

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

火の君マルシェ

富合地区は心温かくて伝統ある地域という印象で、
転入される方も多く今後も発展が期待されます。
多様
な世代の交流を図り、
皆さんが安心していきいきと暮
らしていただけるよう尽力してまいります。

田代 政樹（担当校区：富合校区）
南区では地域住民の皆さん自らが主体的に取り組
むまちづくりを推進しています。
地域担当職員として、
富合校区の皆さんをしっかり
とサポートできるよう頑張ります。


（南区役所総務企画課

☎357-4112）

1枠
2組

だいいち子育て支援センター（認定こども園第一幼育
園内）南区富合町新256-1 ☎357-1245

富合まちづくりセンター
水町 美延（所長）
■城南新名物「パンdeレンコン」は土
日限定の販売です。数に限りがあり
ます。ぜひ、
一度ご賞味く
ださい！ 1個280円
■料理教室
期日 6月19日（土）
定員 10人
費用 1,000円 ※予約時に支払い
持参物 マスク、エプロン、三角巾、お
持ち帰り用の容器
※電話での申し込みはできません。

4組

10組

検索

■料理教室の内容は、前月の15日に当館
掲示板およびホームページで公開いた
します。
■ホームページ、Facebookもぜひご
覧ください。
http://hinokimi-marche.com/
問 火の君マルシェ事務局

（☎0964-28-8831）
 （西南部農業振興課 ☎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。

