くらしの情報
試験会場 熊本学園大学
費用 6,
000円
試験案内配布 9月1日（火）から
申込み 9月7日～30日午後5時までに持参
または郵送で〒8620950中央区
水 前 寺6丁 目245
（公 財）熊 本 市 下
水道技術センターへ
オフィス系ビジネス体験講座受講生募集 無料
※希望する方には講習会を行います（有料）。
詳しくは、
（公財）熊本市下水道技術センター
コールセンターの仕組みやビジネスマナー、
7362）へ。
電話応対などのスキルを楽しく学べる講座です。 （緯288（給排水設備課 緯3811153）
日時 10月17日（土） 午前9時～午後4時
場所 日本トータルテレマーケティング株式会
社（中央区水道町86朝日生命ビル11階）
対象 どなたでも
定員 20人程度（先着順）
申込み 9月21日から電話で日本トータル
市街地で
「サル」
に出会ったら
テ レ マ ー ケ テ ィ ン グ 株 式 会 社（緯
0120558040）へ
本市では年間に数件、市街地でのサルの目撃
（企業立地推進室 緯3282386）
情報が寄せられています。
出没するサルのほと
んどは「ハナレザル」と呼ばれる、新しい群れを
求めて移動中の若いオスのサルです。
騒いだり
排水設備工事責任技術者
して刺激しなければ、立ち去っていきます。
資格認定共通試験
サルに出会ったら、次のことを守りましょう
日時 11月8日
（日） 午前9時半～11時半  ○不用意に近づかない

書を持参か郵送で熊本商工会議所
6688）へ
（緯354詳 し く は、熊 本 商 工 会 議 所 ホ ー ム ペ ー ジ（ht
t
p
：
/
/
www.
kmt
-cci
.
or
.
j
p/
）の公募要領をご確認ください。
（産業政策課 緯3282375）

家庭教育地域リーダー養成講座受講生募集
～あなたの力が子どもを変える～
平成28年度熊本市立幼稚園園児募集
対象 3歳児～5歳児（平成22年4月2日～
25年4月1日生）
願書配付 9月1日（火）～10月15日（木）
願書受付 10月1日（木）～15日（木）
※願書の配布、
受付、問合せは各園にて平日のみ
行います
（申込み多数の場合は、抽選）。
※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。
園名

所在地

電話番号

碩台幼稚園

中央区南千反畑町15-23 3520511

一新幼稚園

中央区新町1丁目10-38 3229525

向山幼稚園

中央区本山4丁目52 3568803

熊本五福幼稚園 中央区魚屋町1丁目9 3522981
古町幼稚園

西区二本木4丁目4-13 3524907

川尻幼稚園

南区川尻4丁目170 3574634

隈庄幼稚園

南区城南町宮地1009 0964-28-2143

楠幼稚園

北区楠3丁目61

子育ての悩みや不安を抱える保護者に、
家庭
教育の支援や応援をするリーダーを育成します。
（全10回）
日時 9月30日～12月2日
毎週水曜日 午後7時～9時
場所 中央公民館
内容 ファシリテーション実践、親子のスキン
シップ、地域全体での子育てなど家庭の
教育力向上に向けた専門知識の習得
対象 市内に住むか通勤・通学し、学校や公民
館で行う家庭教育セミナーの進行役と
して活動する意欲のある方
定員 30人（抽選）
費用 2,
000円
申込み 9月16日（必 着）ま で に、住 所、氏 名
（ふりがな）、年齢、電話番号と講座名
を書いて往復はがきまたは電子メー
ル（ shogai
gakushu@ci
ty.
kumamot
o.
l
g.
j
p）
で 〒8608601
生涯学習推進課（緯3282736）へ

家の中に入らないよう窓や扉は閉める。
○目をあわさない
○食べ物を見せない・与えない
絶対に餌を与えてはいけません。庭の果実や
生ゴミも取り入れましょう。
○おどかさない
奇声や大声を出さない。
○興味本位でからかう行動はしない
指差しなどをしない。
（動物愛護センター 緯3802153）

ワンニャン相談コーナー（ペットの健康） 無料
獣医師が個別相談に応じます。
日時 9月29日（火） 午後1時半～3時
場所 動物愛護センター
内容 犬猫の健康への不安について
対象 犬猫の飼い主 ※ペット同伴は不可。
定員 6組
（選考） ※1組約20分程度
氏名、
申込み 9月15日までにはがきに住所、
年齢、電話番号、相談内容を書いて〒
8618045東 区 小 山2丁 目111動
物愛護センター（緯3802153）へ

オレンジリボンバッジを進呈します。
期間 来年3月末まで
対象 ・育児サークルや保育園・幼稚園、その
保護者や企業の方
・大学生や一般の方でこの講習に興味
のある団体
・地域の中で集まれる方 など
※いずれもおおむね20人以上の団体。
※皆さんが集まる会場へ講師を派遣します。
申込み 電話で子ども支援課（緯3282158）へ

エンゼル基金助成団体が決定しました
本市では子どもの健全育成や子育て支援活動
を行う個人や団体へ助成金を交付しています。
今年度は親子参加型講座、食育ツアー、人形劇、
育児相談、障がいを持つ子どもへの支援講座、親
子キャンプなどの活動を行う13団体を新たに
助成対象としました。
子育て支援活動などを行う団体の皆さん、
来
年度以降ぜひご活用ください。

3388230

※
「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。
※私立幼稚園では9月14日（月）から願書配付
を開始し、11月2日（月）から願書受付を開始
します。
※保育料・その他の経費については、市ホーム
ページや熊本市立幼稚園ホームページ
（ht
t
p
：
/
/
www.
kumamot
o-kmm.
ed.
j
p/
school
/
youchi
enn/
）
をご覧ください。
詳しくは、各幼稚園へ。
（保育幼稚園課 緯3282568）

保育料の減免制度
（みなし寡婦）
のお知らせ
保育園などを利用している方で、婚姻によら
ないで父または母になった場合は、
本人からの
申請で保育料が減免になる場合があります。
申請に必要なもの
印鑑・戸籍謄本
（申請書は窓口で配布）
受付場所 保育幼稚園課、区役所保健子ども課
※減免には条件がありますので、事前にお問い
合わせください。
（保育幼稚園課 緯3282568）

産後ホームヘルプサービスを
利用しませんか
市内に住む、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、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）
回数 20回まで（多胎出産の場合は40回まで）
時間 1回につき2時間以内（1時間以内で延長可）
料金 1回2時間以内で1,
200円
（1時間延長
の場合は、600円追加）
※生活保護受給中の方は無料です。
申請窓口 区役所保健子ども課
※サービスの利用には、事前の登録が必要です。
詳しくは、区役所保健子ども課へ。

オレンジリボンサポーター養成講習
無料
受講団体募集
オレンジリボンサポーターと
は児童虐待のない社会を応援す
る人のことです。
この講習会を
受けた方には認定証とくまモン
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今年度熊本市エンゼル基金助成決定書交付式の様子

詳しくは、子ども支援課（緯3282158）へ。

第2回「よかパパ料理教室」を開催します 無料
本市では、家事や育児に取り組む父親を職場
や地域、
市全体で応援する
「よかパパ応援プロ
ジェクト」を行っています。
その一環として、お父さんが楽しんで家事・育
児ができるよう、子どもと一緒に参加する「よか
パパ料理教室」を開催します。料理初心者も大歓
迎です。
日時 9月12日（土） 午前10時半～午後1時
（受付開始：午前10時）
場所 大江公民館2階調理実習室
対象 4歳から小学2年生までの子どもと父親
定員 10組（抽選）
申込み 9月7日午後6時までに電話で、よか
パ パ 料 理 教 室 事 務 局（緯2857846）
へ
（子ども支援課 緯3282158）

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。

