平成

年度（前期）

親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた！」

講座３

6月11日㈰
9：30〜12：00

子どもの身体の発育と発達

講座４

6月20日㈫
10：00〜12：00

子どもの日常の関わりとリスクマネージメント

◦こども支援センター 保育士
◦ファミリーサポートセンター
アドバイザー

講座５

7月  7日㈮
10：00〜13：00

子どもの栄養と食生活を考える＆調理実習

食生活アドバイザー
管理栄養士 白土真澄さん

講座６

7月11日㈫
9：00〜12：00

普通救命講習

菊池広域連合西消防署

講座７

8月29日㈫
10：00〜12：00

保育講座（あそび・制作）

こども支援センター

講座８- ①

9月  5日㈫
9：30〜12：00

保育者の関わりとその問題

保健師

講座８- ②

9月19日㈫
10：00〜12：00

気になる子どもについて

講座９

9月26日㈫
10：00〜12：00

事業説明と登録

公開講座

公開講座
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県営住宅補充入居待機者募集

10

家族介護教室
受講者募集

保育看護

歳以上限定
元気アップ教室受講者募集
▼募集案内配布期間
５月 日㈪〜６月６日㈫
▼配布場所
①熊本県営住宅管理センター
②都市計画課（西合志庁舎）
③㈱コスギ不動産
㈱明和不動産
▼配布時間
①・② 午前９時〜午後５時
（土・日曜日を除く）
③各店舗により営業時間が異
なります。
▼申込期間
６月７日㈬〜 日㈫
▼申し込み・問い合わせ先
県営住宅管理センター
☎（２１３）２７１１

6月  6日㈫
10：00〜12：00

いきいき講座
男の料理教室 受講者募集
家族の介護をしている人、
介護や福祉に興味がある人を
対象に、介護に役立つ情報や
技術の習得を目的とした講
義・実習を行ないます。
▼とき ６月５日㈪
午後１時 分〜３時
▼ところ ふれあい館
▼内容
在宅介護の基礎知識
（食事や排せつの介助方法、
ベッド周りのケア）
▼定員 先着 人
▼参加費 無料
▼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

農地を「貸したい人」
「借りたい人」募集中

初めての赤ちゃんを育てて
いる人のための、仲間・絆・
学びの講座を開催します。
▼とき
６月２日㈮、９日㈮
日㈮、 日㈮
午前 時〜正午
▼ところ ふれあい館
▼対象 市内在住で平成 年
１月〜３月生まれの第１子
を持つ親のうち、４回の講
座を受講できる人（赤ちゃ
んと一緒に参加できます）
▼定員 先着 人
▼参加費 無料
（別途テキスト代８６４円）
▼申込期限 ５月 日㈪
▼申し込み・問い合わせ先
市社会福祉協議会
こども支援センター
☎（２４２）７００８

講座２- ②

高齢者の生きがいと健康づ
くりを推進のため、男の料理
教室の受講者を募集します。
▼とき（全 回）
６月〜３月 第４火曜日
午前 時〜午後１時
▼ところ ふれあい館
▼対象 市内在住でおおむね
歳以上の人（定員 人）
▼参加料（材料費別）
１、０００円
▼申込期限 ６月９日㈮必着
※定員を超えた場合は抽選し、
結果は郵送で通知します。
▼申込方法
講座名、氏名、住所、年齢、
電話番号を明記し、窓口へ
直接提出するか、郵送、フ
ァクスでお申し込みくださ
い。
▼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）
〒８６１‐１１０２
須屋２２５１‐１
☎（２４２）７００７
（２４２）６６３５
16

ファミリーサポートセンター
アドバイザー

県農業公社では農業経営を
縮小される人などから農地を
借り受け、担い手農家などに
貸し出しを行なっています。
「担い手農家に農地を貸したい」
「新 た な 農 地 が あれ ば 借 り た
い」という人はご相談ください。
▼問い合わせ先
県農業公社
農地中間管理機構
☎（２１３）１２３４

渡邉明子さん

小児看護の基礎知識

頭と体の元気づくりをした
い人や、今よりもっと元気に
なりたい人を対象とした、介
護予防のための運動教室です。
運動習慣を身に付けて、健康
づくりや認知症予防に取り組
んでみませんか。
▼とき（全 回）
６月 日〜９月７日
毎週木曜日
午前 時〜正午
※毎月第２木曜日は施設休館
日のため金曜日に実施
▼ところ
ユーパレス弁天
（２階トレーニング室）
▼ 内容 貯筋トレーニングや
コグニサイズ（認知症予防
と運動を組み合わせたもの）
歳以上で運動制限
▼ 対象
がなく、今まで受講したこと
がない人（送迎はありません）
▼定員 先着 人
▼参加費 １回２００円
▼持ってくるもの
運動靴、筆記用具、タオル、
飲み物
▼申し込み・問い合わせ先
高齢者支援課 包括支援セ
ンター班（西合志庁舎）
☎（２４２）１１２４

菊池圏域療育センター
センター長 桐 有子さん

13

保育士

5月30日㈫
10：00〜12：00

12

25

29

22

講座２- ①

29

※ 公開講座 は一般の人も参加できます。（要予約）

熊本再春荘病院
小児科医 島津智之さん

保育の心構え

29

※最終日（９月26日㈫）のみ印鑑と証明写真２枚をお
持ちください。

チャイルドケアサポート みるく
医療保育士 永野 和子さん

30

20

いけざわこどもクリニック
看護師 池澤千恵子さん

5月26日㈮
10：00〜12：00

12

●注意事項 協力会員が安心、安全に子どもの預か
りができるよう24時間以上の受講が必要です。ま
た、講師や日程が変わる場合があります。
●申し込み・問い合わせ先
合志市ファミリーサポートセンター
☎242‐7008
●と き 上記日程表のとおり
●ところ ふれあい館 交流ホール
●持ってくるもの 筆記用具

◦こども支援センター 保育士
◦ファミリーサポートセンター
アドバイザー
講座１

公開講座

師
講
容
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25
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65

ファミリーサポートセンターは子どもを預けたい人と、預かって手助
けしてくれる人の会員組織です。自宅での預かりや送迎の手伝いなどで
子育てをサポートする「協力会員」と、子育て中で子どもを預かっても
らうこともあるけど、時間があるときはサポートできる「両方会員」を
募集しています。年に１回の講習会です。養成講座を受講して、地域の
子育て応援団になりませんか。

10

11 20

子ども歴史・科学体験教室
ス ーパー竹とんぼ づ く り

17

10

ファミリーサポート協力会員になりませんか

10

国際竹とんぼ協会の指導で、
普通の竹とんぼとはちょっと
ちがう、驚くほど高く飛ぶ「ス
ーパー竹とんぼ」を作ります。
作った竹とんぼで「飛ばし
大会」も行ないます。汚れて
もいい服装でお越しください。
▼とき ５月 日㈯
午前９時〜 時
▼ところ 三つの木の家
▼対象 市内小学生 人
※３年生以下は保護者同伴。
応募多数の場合は抽選。
▼参加費 １５０円（材料代）
▼申込方法 電話申し込み
▼申込期限
５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
自分だけのオリジナル竹とんぼを作って
飛ばそう！

内
き
と

65

養成講座を受けて

65
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インフォメーション

