各総合支所の問い合わせ先
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

金融広報アドバイザー︵講師︶
を派遣します
地域や学校で開催される学習会・
講演会へ消費者教育を行う金融広報
アドバイザー︵講師︶を派遣してい
ます︒悪質商法・生活設計・年金な
どのテーマ︑開催場所︑時間につい
て︑要望を連絡してください︒
問い合わせ先 熊本県金融広報委員
会︵消費生活課内︶
☎０９６︵３８３︶２３２３

乳幼児健診の日程変更
乳幼児健診の日程・場所が次のと
おり変更になります︒対象者には
月に通知しています︒ご迷惑をおか
けしますがよろしくお願いします︒
◆１歳６か月児健診
・対象児 旭志地区の平成 年３月
〜５月生まれ
・と き
月８日︵木︶
受付 午後１時 分
〜午後１時 分
・ところ 泗水総合支所
◆３歳児健診
・対象児
泗水地区の平成 年７月生まれ
・と き
月 日︵金︶
受付 午後１時 分
〜午後１時 分
・ところ 菊池市文化会館
問い合わせ先 健康推進課
☎０９６８︵ ︶７２１９

申請
菊池市ジュニアスポーツ育成
ゆうり基金補助金交付制度

ふ ど う ゆ う り

この基金は︑プロゴルファーの
不動裕理さんから頂いた寄付を基に
﹁ゆうり基金﹂として創設しました︒
本市におけるジュニアスポーツの育
成を図ることを目的としています︒
交付対象・金額
①本市内の小中学生を対象に︑会員
人以上で︑年間を通じて活動し
ている団体への補助金︒︵学校部
活動は除く︶１０︑０００円︵年
額︶
②本 市 の 小 中 学 生 を 対 象 に 行 う ス
ポーツ講習会などの講師謝礼に対
する補助金︒
３０︑０００円以内︵年間１回︶
③その他教育委員会が特に必要と認
める事業に対する補助金︒
３０︑０００円以内︵１事業︶
必要書類
・菊池市ジュニアスポーツ育成ゆう
り基金補助金申請書
・会員および指導者名簿
・団体の予算書
・年間の事業計画書
・その他教育委員会が必要と認める
もの
また交付決定後︑決算時に報告書
などの書類提出が必要です︒
※不動裕理さん
歳でプロテスト

に合格し︑プロデビュー戦で初優
勝︒平成 年〜 年の６年連続賞
金女王︒今年︑日本女子ツアー通
算 勝を達成︒
問い合わせ先 社会体育課
☎０９６８︵ ︶７２３４

相談
こころの相談
子育て︑家族のこと︑仕事のこと
や体のことなど︑悩みを一人で抱え
込んでいませんか？一人で悩まず︑
気軽にご相談ください︒専門の臨床
心理士︵カウンセラー︶が相談を受
けます︒
なお予約制ですので︑事前にご連
絡ください︒ご希望の相談日程など
を伺います︒相談は無料︑秘密は厳
守します︒
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係
☎０９６８︵ ︶７２１３

納税相談夜間窓口を開設します
と き
月 日︵月︶
〜 月 日︵木︶
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

多重債務無料相談会
借金問題でお悩みの人に対し︑相
談員︑弁護士や司法書士が相談をお
受けします︒経営指導員による事業
者向けの相談や臨床心理士による心
の健康相談もお受けします︒一人で
悩まず︑ご相談ください︒秘密は厳
守します︒
月 日︵月︶
と き
受付 午後０時 分
〜午後３時 分
ところ 八代市役所５階大会議室
※できるだけ予約をお願いします︒
問い合わせ先
熊本県消費生活センター
☎０９６︵３８３︶０９９９

友好都市・岩手県遠野市への
市民交流団員募集

多重債務者の問題は︑家庭崩壊︑
犯罪や自殺につながるケースも多く︑
深刻な社会問題となっています︒熊
本県では︑グリーンコープ生活協同
組合くまもとに委託し︑面談による
家計診断・生活指導や︑債務整理後
の生活再生中に発生した臨時的な生
活資金に対する貸し付けなど︑債務
整理から生活再生まで一貫した支援
を行っています︒
借金問題は必ず解決できます︒ま
ずはご相談ください︒
問い合わせ先
グリーンコープ生活再生相談室
☎０９６︵２４３︶２１００

多重債務者生活再生を支援します
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民話の里・岩手県遠野市への市民
交流団員を募集します︒受け継がれ
る昔話語り︑市民手づくりのミュー
ジカル﹁遠野ファンタジー﹂鑑劇の
ほか︑遠野市の各種グループとの意
見交換会など市民レベルでの心温ま
る交流を行います︒
と き
〜 日︵月︶
平成 年２月 日︵土︶
２泊３日
人︵ 人を超えた場合
募集人数
は抽選となります︶
参加費 約５０︑０００円
応募資格 菊池都市間交流の会に入
会し︑会員として遠野市など姉妹・
友好都市との相互交流や地域の歴
史・文化を学ぶことに意欲のある人︒
応募方法 応募票の提出が必要です︒
詳しくはお問い合わせください︒
応募期限
月 日︵水︶必着
問い合わせ・応募先 菊池都市間交
流の会事務局︵国際交流課内︶
☎０９６８︵ ︶７２５２
27

募集

募集対象 本市在住の人︵病気療養
中の人はご遠慮ください︶
人
定 員
参加料 １︑３００円︵２回分の食
事代２２０円︑試食代 円︑血液検
査料１︑０００円︶
※歩数計を各自ご用意ください︒お
持ちでない人は養生園でも購入で
きます︒
申込期限 平成 年１月 日︵火︶
※定員になり次第締め切ります︒
申込方法 各窓口の申請書に記入し
て︑提出してください︒
問い合わせ・申込先
・健康推進課国保・医療給付係
☎０９６８︵ ︶７２１８
各総合支所民生課衛生福祉係
・菊池養生園
☎０９６８︵ ︶２８２０
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30

26
2011 December

広報きくち
2011 December

27 広報きくち

放送大学４月生募集

29

10

80

10

平成 年度第１学期︵４月入学︶
の学生を募集中です︒放送大学は︑
テレビやラジオの放送を通して学ぶ
遠隔教育の大学であり︑これまでの
ＣＳ放送︑インターネット配信に加
えて︑今年度 月１日からＢＳデジ
タル放送で授業を配信しています︒
出願期限 平成 年２月 日︵水︶
資料を無料で差し上げています︒
詳しくはお問い合わせください︒
問い合わせ先
放送大学熊本学習センター
☎０９６︵３４１︶０８６０

遠野どべっこ祭り
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菊池市健康づくり教室﹁いきい
き養生塾﹂第４期生参加者募集

２月15日（水）
２月22日（水）
２月29日（水）
３月7日（水）
３月14日（水）
３月22日（木）

11

50

24

19

２月7日（火）

農地相談を実施します

11

生活習慣病を予防するための健康
づくり教室を開催します︒実際に体
を動かして体験する教室です︒運動
を通じて楽しく健康づくりをしてみ
ませんか？
とき・内容
別表のとおり 午前９時〜正午
ところ 菊池養生園

とき（平成24 年）
内容 ( 体験・学習 )
１月17日（火） 開講式、
体力測定、
血液検査 ( 検査後軽食あり )

22

農地の売買や貸し借り︑転用など
についての相談を実施します︒相談
は農業委員および農業委員会事務局
職員が対応します︒農地に関するど
んなことでも結構です︒気軽にご相
談ください︒また︑ 月に市内を４
つのブロックに分けて農地パトロー
ルを実施しました︒調査目的は︑無
断転用の早期発見や防止︑特に耕作
放棄地の把握を目的としたものでし
た︒ごみの不法投棄などは環境にさ
まざまな悪影響を与えますので︑農
地の適正な管理をお願いします︒
相談日
◆七城総合支所
月２日︵金︶
午後１時〜午後５時
◆本庁農業委員会
月６日︵火︶
午前９時〜正午
午後１時〜午後４時
※旭志・泗水地区は 月末に実施し
ています︒
問い合わせ先 農業委員会
☎０９６８︵ ︶７２３５

２月1日（水）

しなやかな筋肉を作るストレッチと
今日からはじめる筋トレ
わくわくエアロビクス
ドンドン血糖や脂肪が燃える、
健康づくりの速歩に挑戦
ドンドン歩こう！ 100キロカロリー消費に挑戦
貯筋にお勧め、
筋力トレーニング
家でやれる！おすすめのステップ運動
家でできるながら運動
楽しく運動しましょう！運動の効果を確かめよう !!
閉講式、
体力測定、
10 週間の運動効果の確認
１月25日（水）
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別表
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