インフォメーション

I N F O R M AT I O N

インフォメーション

お 知 ら せ

てみませんか。
▼とき
月 日㈬
午後２時〜３時 分
▼ところ ふれあい館
▼対象 認知症の人、認知症
の人を介護している家族な
ど
▼参加費 １００円
▼申し込み・問い合わせ先
市社会福祉協議会
地域福祉課（ふれあい館）
☎（２４２）７０００

認知症家族のつどい
認知症の症状から起こるさ
まざまな行動に困惑したり、
対応に悩んでいることはあり
ませんか。一人で悩まず、同
じ介護をしている仲間と語り
合いませんか。
▼とき
月 日㈫
午後１時 分〜３時
▼ところ 泉ヶ丘市民センター
▼対象 認知症の人を介護し
ている人、家族が認知症と
診断された人
▼内容 意見交換
▼参加費 無料

料。誰でも参加できます。詳
しくはホームページをご覧く
ださい。
http://www.kumayuken.org/
▼とき
月 日㈰
午前 時〜午後３時 分
▼ところ
農業公園カントリーパーク
▼内容
◦講演会やライブ演奏などの
ステージイベント
◦物販 （有機野菜、有機米、有
機食材を使った惣菜・軽食・
乳製品、フェアトレード商品、
エコライフ関連商品・書籍）

日は年金の日

▼申し込み・問い合わせ先
市社会福祉協議会
地域福祉課（ふれあい館）
☎（２４２）７０００

月

月 日は国民一人一人が
ねんきんネットなどを利用し
ながら、高齢期の生活設計に
思いを巡らせてもらう年金の
日です。この機会に、ねんき
ん定期便やねんきんネット、
一日年金出張相談所を利用し
て、自身の年金記録や年金受
給見込額を確認し、未来の生
活設計について考えてみませ
んか。
年金ネット
日本年金機構のホームペー
ジでご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp
一日年金出張相談所
熊本西年金事務所が無料の
出張相談を行ないます。年金
に関する相談、質問など気軽
にお尋ねください。
▼とき
月 日㈬
午前 時〜午後３時
▼ところ ゆめタウン光の森
本館２階ショップＴＫ前
※ 個 人の記 録に関 する相 談の
際は基礎年金番号が分かる
ものと身分証明 書が必要で

第 回熊日菊池郡市マラソン
募
集
大会 参加者募集

非常勤職員募集
▼業務 フロアマネージャー
（市民課窓口対応業務など）
▼募集人数 １人程度
▼任用期間
平成 年１月 日㈫
～３月 日㈮
▼勤務日数 時
･間
月 日以内
午前８時

分～午後５時 分

回合志市民健康カントリー
参加者募集

す。詳しくはお尋ねください。
▼問い合わせ先
熊本西年金事務所
☎（３５３）０１４２

月 日は世界エイズデー
無料・匿名で検査できます
エイズはＨＩＶというウイ
ルスに感染して起こる病気で
す。現在、無料・匿名での検
査を受け付けています。
感染から発病まで数年の潜
伏期があり、感染しても早期
に発見し治療を始めることで、
発病を防ぐことができます。
▼検査内容 採血のみ
▼申込方法 電話予約
▼申し込み・問い合わせ先
菊池保健所 保健予防課
☎０９６８（２５）４１３８

一人で悩まず相談を
女性の人権ホットライン
女性をめぐるさまざまな人
権 問 題 解 決 の た め、 全 国 一
斉、女性の人権ホットライン
強化週間に合わせ、電話相談
の受付時間を拡大します。
▼とき
月 日㈪〜 日㈮
午前８時 分〜午後７時
月 日㈯〜 日㈰
午前 時〜午後５時
▼内容 夫・パートナーから

▼ところ
農業公園カントリーパーク
※ 参加費や申込方法など、詳し
くは後日各世帯に配布するチ
ラシや市ホームページをご覧
ください。

▼申し込み・問い合わせ先
生涯学習課
スポーツ振興班
（ヴィーブル）

☎（２４８）５５５５
第 回熊日菊池郡市マラソン
大会 参加者募集

の暴力（ＤＶ）
、ストーカー
行為による被害、職場での
セクハラなど
▼専用電話
☎０５７０（０７０）８１０
※通常は平日の午前８時 分
から午後５時 分まで同じ
電話番号で相談に応じてい
ます。秘密は厳守します。
▼問い合わせ先
熊本地方法務局
人権擁護課
☎（３６４）２１４５

第４回世界糖尿病デー
きくち

15

月 日の世界糖尿病デー
に合わせ、糖尿病の予防・治
療啓発イベントを行ないま
す。入場は無料です。気軽に
お越しください。
▼とき
月 日㈭
午後１時〜３時 分
▼ところ
菊池郡市医師会立病院２階
多目的ホール
▼ 内 容 栄 養 指 導、 運 動 療
法、血糖・血管測定、フッ
トケア、専門スタッフによ
る健康教室など
▼問い合わせ先
菊池郡市医師会立病院
糖尿病センター
☎０９６８（２５）２１９１

今回は
「竹迫歴史ウォーキン
グ」と名付け、竹迫周辺の文化
財をゆっくり歩いて巡ります。
健康 づ く り を 兼 ね て、歴史探
訪の散歩道を一緒に歩きませ
んか。
５㎞ほど歩きますので、運
動靴や歩きやすい服装でご参
加ください。
▼とき
月９日㈮
午前９時〜午後３時 分
▼集合
◦午前９時 御代志市民センター
◦午前９時 分 ヴィーブル
※出発地点までと解散地点ま
ではバスを利用します。
▼対象 市民（ 人）
※応募者多数の場合、初めて
の参加者を優先して抽選
▼参加費
６００円程度（昼食代）
※昼食は地元の料理を上庄公
民館でいただきます。
▼申込方法 電話申し込み
▼申込期限
月 日㈬ 午後５時
▼申し込み・問い合わせ先
生涯学習課 生涯学習班
（ヴィーブル）
☎（２４８）５５５５

第３回ふるさと探訪
まちめぐりバス参加者募集
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住宅の応急修理
申請期限決定・工事完了
期限の延長
熊本地震で被災した住宅の
応急修理の申請期限が決まり
ました。また、工事の完了期
限は 月 日㈫となっていま
したが、延期となりました。
▼申請期限
平成 年４月 日㈭
※半壊・大規模半壊・全壊の住
宅が対象です。支払い済みの
修理は対象になりません。
▼申し込み・問い合わせ先
都市計画課（西合志庁舎）
☎（２４２）１１０４

認知症カフェ
認知症の人やその家族が気
軽に集い、ゆったりとした雰
囲気でお茶を飲みながらおし
ゃべりを楽しむ場です。
一人で悩まず、介護をして
いる仲間に気持ちを打ち明け

熊本県ハンセン病問題
啓発フォーラム２０１６
ハンセン病に関する正しい認
識を持ってもらい、差別や偏見
を解消することを目的に開催
します。参加は無料です。
▼とき
月 日㈰
午後１時 分〜４時 分
▼ところ 熊本テルサ（熊本
市中央区水前寺公園 ‐ ）
▼内容
◦教育現場の取り組み（帯山
西小学校、菊鹿中学校、熊
本大学による発表）
◦家族の問題（回復者と家族に
よるリレートーク、弾き語り）

▼申込方法 県ホームページ
から申込書をダウンロード
し、必要事項を記入して提
出。当日参加もできます。
http://www.pref.kumamoto.jp/
▼申し込み・問い合わせ先
県健康づくり推進課
☎（３３３）２２１０

▼勤務場所 市民課（合志庁
舎・須屋支所・泉ヶ丘支所）
▼報酬 日額 ６、５００円
▼条件資格 なし
▼選考方法 書類審査と面接
月９日㈮まで
▼申込方法
に申込書（市民課に有り）
と写真付き履歴書を市民課
へ提出してください。
▼申し込み・問い合わせ先
市民課（合志庁舎）
☎（２４８）１１１３
第

マラソン大会

▼とき
月 日㈰
受付 午前８時〜８時 分
スタート 午前 時
※小雨決行
▼ところ 菊池市浄水センター
▼参加資格 合志市・菊池市・
菊陽町・大津町に住民登録を
有する一般・高校生・中学生
▼参加費 ２００円
（当日納入・保険料含む）
▼コース 菊池市浄水センター
◦一般＆高校男子の部 ８㎞
◦一般＆高校女子の部 ４㎞
◦中学生の部（男女） ４㎞
▼申込期限
月 日㈫
▼申し込み・問い合わせ先
菊池郡市体育協会事務局
（大津町総合体育館内）
☎（２９３）８０８８
30
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▼とき 平成 年１月７日㈯
受付 午前７時 分〜
※小雨決行
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◦ワークショップ （ぼかし肥
料・ミツバチの巣箱・生ごみ
ダンボールコンポスト作り）
◦新規就農支援ブース
◦新規就農相談コーナー
◦展示（くまもとグリーン農業）
※「使い捨てゼロ」を目標に、
マイバッグ・マイ食器の持
参にご協力ください。
▼問い合わせ先
熊本県有機農業研究会
ゆうきフェスタ２０１６
実行委員会
☎（２２３）６７７１
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熊本オーガニックの祭典
ゆうきフェスタ２０１６
生産者と消費者が収穫の喜
びを分かち合い、有機農業や
有機農産物への親しみを広げ
る祭りです。 回目となるこ
としは「食はいのち」をテー
マ に 開 催 し ま す。 入 場 は 無
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