問い合わせ先に各課の直通番号を
記載しています。各総合支所の問
い合わせはこちらです。
七城総合支所 ☎0968（25）1000
旭志総合支所 ☎0968（37）3111
泗水総合支所 ☎0968（38）2112

﹁下水道 生きものすべての
いのちのわ﹂
については︑手続き完了の翌月以
降を対象に変更します︒なお︑連
絡がない場合は下水道料金の変更
ができない事がありますので︑あ
らかじめご了承ください︒
問い合わせ先 下水道課︵菊池市
浄水センター内︶
☎０９６８︵ ︶７２４４

・社会福祉法人熊本いのちの電話
☎０９６︵３５３︶４３４３
※毎月 日はフリーダイヤル
☎０１２０︵７３８︶５５６
・︵社︶熊本精神保健福祉協会
﹁熊本こころの電話﹂
☎０９６︵２８５︶６６８８
◆消費生活相談︵多重債務など︶
・菊池市消費生活センター
☎０９６８︵ ︶９４５０
◆職場における心の悩み相談
・熊本県産業保健推進センター
☎０９６︵３５３︶５４８０
問い合わせ先 福祉課
☎０９６８︵ ︶７２１３

相談
学習・就労サポートを
行います
菊池市中央公民館
◆と き ９月毎週土曜日
午後３時〜午後５時
◆ところ 婦人研修室
◆利用料 無料
◆内 容 個別相談︑学習サポー
ト︑就活セミナー
◆対 象
おおむね 歳から 歳未満の若
者と保護者で次に該当する人
・高校に復学したい
・高卒認定試験を受けたい
・職業訓練を受講したい

会員募集

市民の広場
女性の会

菊池市女性の会では﹁女性の
ネットワークづくりをすすめ︑男
女共同参画社会づくりに寄与する
こと﹂を目的にした活動を行うた
め︑会員を募集します︒
年会費 ２００円
問い合わせ・申込先 中原
☎０８０︵１７１９︶１５４３
☆リラックスヨガ☆

・正社員やアルバイトで働きたい
・面接の受け方や就職マナーを学
びたいなど
若者サポートステーション
専門の相談員が個別相談や支援
プログラム︑訪問を通じて支援を
行います︒
◆と き 月曜〜土曜日
午前 時〜午後６時
※日曜・祝日は休み
◆支援メニュー
・心理・キャリアカウンセリング
・高校生などの個別相談
・パソコン講座など
問い合わせ先
・福祉課福祉保護係
☎０９６８︵ ︶７２１３
・学校法人松本学園たまな若者サ
ポートステーション
☎０９６８︵ ︶０００７
・ＮＰＯ法人おーさあくまもと若
者サポートステーション
☎０９６︵３６５︶０１１７

納税相談夜間窓口を
開設します
と き ９月 日︵月︶
〜９月 日︵金︶
午後８時まで
ところ 徴税課
※各総合支所では開設していませ
ん︒
問い合わせ先 徴税課
☎０９６８︵ ︶７２０８

菊池北中学校吹奏楽部
第 回定期演奏会
と き
月２日︵日︶
午後２時開演
ところ 菊池市文化会館大ホール
入場料 無料
演奏曲 マーチ﹁ライヴリー ア
ヴェニュー﹂︑オペラ﹁メリー
ウィドウ﹂セレクション︑オペラ
﹁トゥーランドット﹂より︑映画
音楽・ポップスなど︑どなたにも
楽しんでいただけるプログラムで
す︒
問い合わせ先 菊池北中学校吹奏
楽部顧問 大橋・木場
☎０９６８︵ ︶２０４１
菊高ショップＫＫＳ開店します
月６日︵木︶から 月
と き
８日︵木︶の火・木・金曜日
開店時間
木曜日 午後１時 分
〜午後５時
火・金曜日 午後４時
〜午後５時
ところ
・御所通ホームセンターアワヤ隣
接店舗
よっこいしょ
・立町通﹁寄来処﹂
問い合わせ先 菊池一膳会 堀(田 )
☎０９０︵９７２９︶５３１２
12
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初心者でも安心して参加できま
す︒静的ポーズを中心に︑内側か
らキレイを目指します︒
と き 毎週水曜日
午後７時〜午後８時
ところ 泗水公民館和室
体験日 ９月 日・ 日︵水︶
料 金 月４回 ４︑０００円
問い合わせ先 牛嶋
☎０８０︵５２５０︶９３７０
電話相談
☎０９６︵３６４︶０８００
面接相談 熊本県司法書士会館
問い合わせ先
・司法書士 松尾英美
☎０９６︵２０１︶４９９２
さ な え
・司法書士 杉水沙菜映
☎０９６︵２９４︶９３０１
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９月 日から１週間は
﹁自殺予防週間﹂です

生活保護１１０番無料相談会
経済的な事情によりお困りの人
のために︑生活保護に関する無料
相談会を開催します︒
と き
月２日︵日︶
午前 時〜午後４時
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自殺と聞いても︑﹁自分とはか
け離れた話﹂と感じる人が多いの
ではないでしょうか︒しかし日本
では︑毎年３万人以上が自ら命を
絶っています︒１日当たり約 人︑
決して少なくはありません︒自殺
未遂者はさらにこの 倍はいると
されています︒誰にとっても無関
係とは言えない問題なのです︒
あなたにもできる
自殺予防のための行動 家族や仲
間の変化に気付いて声をかける︒
本人の気持ちを尊重し耳を傾け
る︒早めに専門家に相談するよう
促す︒温かく寄り添いじっくりと
見守る︒
相談機関をご利用ください
◆こころの悩み相談
・福祉課障がい福祉係
☎０９６８︵ ︶７２１３
※事前予約制
・熊本精神保健福祉センター
☎０９６︵３８６︶１１６６

熊本県八代地域振興局
５階大会議室

９月 日︵土︶は﹁下水道の日﹂
下水道は︑各家庭から流される
トイレや台所などから汚れた水を
安全無害のきれいな水に変え︑川
や海に返す役目を担っています︒
生活環境を改善するばかりではな
く自然を大切にした取り組みです︒
下水道への早期接続のお願い
下水道事業の本管や公共ますは
市で設置しますが︑各家庭から公
共ますへの接続︵個人負担︶を行
わないと︑多大な費用を要して建
設した施設が生かされないことに
なります︒下水道事業をご理解い
ただき︑早期の接続をお願いしま
す︒なお︑改修や新築などによる
家庭内の接続工事は︑条例により
市に届け出た下水道排水設備指定
店でなければ工事ができませんの
で︑指定工事店へ施工依頼をお願
いします︒
家庭の人数に変更があった場合は
すぐに連絡しましょう
下水道料金が﹁人数による定額
制﹂の家庭で人数に変更があった
場合は︑早急に下水道課または各
総合支所産業建設課へご連絡いた
だき手続きをお願いします︒特に
長期入院や単身赴任などで住民票
を異動しない人数の変更について
は︑期間を証明する書類を添付し
て確実に届け出てください︒料金

10月13日（木）
午後１時〜午後３時30分

内 容 専門医からの肝炎治療の
話や自由に情報交換する﹁語らい
の時間﹂などがあります︒
会 場 お住まいの場所に近い会
場を選択してください︒複数の会
場への参加も可能です︒

熊本大学医学部附属病院
山崎記念館

問い合わせ先
熊本県健康危機管理課
☎０９６︵３３３︶２７８３

10月６日（木）
午後２時〜午後４時30分
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熊本県玉名地域振興局
４階大会議室
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９月30日（金）
午後１時〜午後３時30分

全国一斉
﹁高齢者・障がい者 の
人権あんしん相談﹂
強化週間
高齢者や障がい者に対する虐待
などさまざまな人権問題の解決を
図るため︑全国一斉﹁高齢者・障
がい者の人権あんしん相談﹂強化
週間を実施します︒気軽にご相談
ください︒
期 間
・９月５日︵月︶
〜９月９日︵金︶
午前８時 分〜午後７時
・９月 日︵土︶・ 日︵日︶
午前 時〜午後５時
相談方法 電話相談
☎０５７０︵００３︶１１０
相談担当者 人権擁護委員・熊本
地方法務局職員
相談内容 虐待︑差別︑偏見など
高齢者や障がい者をめぐるさまざ
まな人権問題
※相談内容についての秘密は︑固
く守られます︒
問い合わせ先 人権啓発課
☎０９６８︵ ︶７２０９

肝炎患者やその家族が気軽に話
せる場所を提供し︑不安や悩みを
解消していただくことを目的とし
て肝炎患者サロンを開催します︒
事前の申し込みは不要です︒入場
無料︒

肝炎患者サロンを開催します
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天草地域医療センター
２階会議室

10

30

10

９月27日（火）
午後２時〜午後４時30分
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