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【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

6/1
市外（内）    0966（43）
役場 ☎ 4111　B&G   海洋センター ☎ 4555
保健センター ☎ 4112　中央公民館  ☎ 2050　

教育課

６/ ２（火）B&G 海洋センタープールオープン

泳ぐことはもちろん水中での歩行や運動は体への負担
が少なく健康づくりに最適です。友人や家族と利用し
てみませんか。

▶期間：６月２日（火）～９月 22 日（火）
▶場所：B&G 海洋センタープール
▶料金：中学生以下　午前・昼：   50 円　夜：100 円
　　　　高校生以上　     〃   ：100 円　〃：210 円
▶注意：
　・水泳キャップを必ず使用してください
　・閉館の 15 分前までにプールから上がってください
　・中学生以下は夜間は必ず保護者同伴です
　・利用は人吉球磨管内の住民に限定します

▶時間：
６月・９月（平日）

午前 閉館

昼 13:00 ～ 17:00

夜 18:00 ～ 21:00

６月・９月（祝・休日）、７月・８月

午前 10:00 ～ 12:00

昼 13:00 ～ 17:00

夜 18:00 ～ 21:00

※毎週月曜日は休館日。８月は月曜日（休館日）でも「昼の部」は開館
　します
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企画観光課

協力事業者を募集
ふるさと納税

「ふるさと納税」で本町に寄附した人には、町の魅力
や PR につながる特産品をお礼品として進呈していま
す。お礼品の提供に協力していただける事業者を募集
しています。くわしくはお問い合わせください。

問  企画観光課　ふるさと納税係

若者の「働きたい」を支援
若者サポートステーションやつしろ

心配ごとや不安に寄り添い「働きたい」という気持ち
を応援します。気軽に相談してください。

▶対象者：15 歳～ 49 歳の求職中の人やその家族
▶料金：無料
▶相談：電話・メール・ビデオ通話
▶時間：火～土曜日　10:00 ～ 17:00
問  若者サポートステーションやつしろ
　  ☎ 0965（37）8739
　  ﾒｰﾙ：wakasapo.yatushiro@kirari-co.info
　  HP：https://www.saposute-yatushiro.com

支援制度相談窓口を設置
コロナの影響を受ける事業者の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業
者の皆さんに国・県のいろいろな支援制度がありま
す。相談窓口を設置していますのでお問い合わせくだ
さい。

▶相談窓口：企画観光課

花いっぱい運動を支援
秋まき・秋植えの花

「花いっぱい運動」を行う団体に花の種子・球根・苗
を交付します。みんなで町を花いっぱいにしませんか。
※春まき・春植えの花は 12 月ごろお知らせします

▶花いっぱい運動とは：
　花を植えることで町の景観を良くする運動
▶対象団体：１、２に当てはまる地域住民団体※

　１ ボランティアで花いっぱい運動を行う
　２ 公共施設地（道路・公園・公民館・学校など）に
　　 花を植える
　※老人会・婦人会・子ども会・PTA・任意の住民グループなど

▶申し込み：申請書を企画観光課に提出
　※申請書は企画観光課にあります

▶申込期限：７月３日（金）
問  ① くまもと緑・景観協働機構事務局
　　  ☎ 096（333）2522
　  ② 企画観光課

メタボリックシンドロームなどの生活習慣病予防のた
めに基本的な食生活を学ぶ講座を開催します。「食」
を楽しく学び、食生活改善推進員として地域の健康づ
くりに役立ててみませんか。
※講座は多良木町・あさぎり町と合同で行います

▶日程：７～９月に８回開催
▶料金：無料
▶定員：10 人程度
▶プログラム：
　※講師の都合などにより日程を変更することがあります

　※準備物があるときは事前にお知らせします

日　時 内　容 場　所

７月３日（金）
13:30 ～ 16:00

〇開講式
〇総論・健康と栄養・食生活

多良木町
保健センター

７月 21 日（火）
13:30 ～ 16:00

〇食品衛生について
　（食中毒・食品表示など）

湯前町
保健センター

７月 28 日（火）
13:30 ～ 16:00

〇災害時に備えよう！
　（簡単パッククッキング）

あさぎり町
保健センター

８月 21 日（金）
13:30 ～ 16:00

〇生活習慣病の知識
　（メタボリックシンドロー
　  ムについて）

湯前町
保健センター

８月 31 日（月）
９:30 ～ 12:00

〇食事プラン：昼食メニュー
　（バランスのとれた食事）

多良木町
保健センター

９月 10 日（木）
13:30 ～ 16:00

〇身体活動、運動・腸活で
　健康な生活を
※運動実技・講話

あさぎり町
保健センター

９月 25 日（金）
９：30 ～ 12:00

〇歯と口腔に関する生活習
　慣について

多良木町
保健センター

９月 30 日（水）
９:30 ～ 12：00

〇生活習慣病予防のための
　食事
〇推進活動とは
〇閉講式

湯前町
保健センター

※７月３日、９月 10 日は調理実習は行いません

▶申し込み：保健福祉課に電話で申し込み
▶申込期限：６月 30 日（火）
問  保健福祉課（保健センター内）

水中では浮力が働くため足腰に負担をかけずに運動す
ることができます。ひざや腰に不安があることで運動
したいけれどなかなかできない人におすすめ。「楽し
く運動しているうちにいつのまにか痛みが取れる」教
室です。
※顔を水につけることはありません

▶日程：７月７日（火）～９月８日（火）毎週火曜日
▶時間：10:00 ～ 12:00
▶場所：B&G 海洋センタープール
▶料金：100 円（毎回：プール利用料）
▶定員：25 人程度
▶準備物：水着・水泳帽子
▶講師：
　公立多良木病院　村山  直　さん（健康運動指導士）
▶申し込み：保健福祉課に電話で申し込み
▶申込期限：６月 30 日（火）
問  保健福祉課（保健センター内）

企画観光課

企画観光課

企画観光課

「食」を楽しく学びませんか
食生活改善推進員養成講座

保健福祉課

水中運動教室の参加者を募集

保健福祉課

NO! 感染症ハラスメント

新型コロナウイルス感染症の影響で、他地域から来た
人に対する偏見や感染者やその家族などに対する差別
が生まれています。人吉球磨でも感染者が利用してい
た施設などを確認し、利用者を特定するという悲しい
出来事が起きています。人権侵害となりますので、正
しい情報に基づき冷静な行動をとることで偏見や差別
を無くしましょう。

保健福祉課



4 旬 報 湯 前 5旬 報 湯 前

▶現況届：児童手当を受給している人に「現況届」の
　提出についての書類を送付します。くわしくは送付
　する書類で確認してください。
　※提出がないと６月以降の手当が受けられません

問  保健福祉課（保健センター内）
　※公務員は勤務先で手続きしてください

【児童手当とは】
▶目的：児童を育てる人に手当を支給し生活の安定と
　児童の健全育成・資質向上につなげる
▶対象者：中学校卒業（15 歳になって最初の３月 31
　日）までの児童を育てている人
▶要件：所得要件の上限額を超えないこと
▶手当額（１人当たり月額）：
　３歳未満　１万 5000 円
　３歳以上～小学校終了前　１万円
            〃（第３子以降※）　１万 5000 円
　中学生　１万円
　※高校卒業（18 歳になって最初の３月 31 日）までの育てている児
　　童のうち３番目以降

▶支給月：６月（２～５月分）　10 月（６～９月分）
　２月（10 ～１月分）
▶手続：出生や転入の日の翌日から 15 日以内に窓口
　で手続きをする
　※ 15 日を過ぎたときは手続きした月の手当が受給できないこと　
　　があります

問  保健福祉課（保健センター内）
　※公務員は勤務先で手続きしてください　　

参加者を募集します
戦没者遺児による慰霊友好親善事業
戦没された旧戦域で慰霊追悼を行い、その地域の住民
と友好を深めるために行われます。
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止される可
　能性があります。くわしくは日本遺族会のホームページで確認し
　てください

▶対象者：戦没者の遺児
　※下の地域やその周辺の公海上で戦没した人の遺児のみ対象です

　※昨年度参加していない人は複数回応募できます

　※付き添い希望者がいるときは相談してください

地　域 時　期 募 集
人 数

申　込
締　切

ビスマーク
諸島

 10 月 10 日（土）～
 10 月 17 日（土）　 ７泊８日 10 ６月 10 日

（水）

ミャンマー  11 月 12 日（木）～
 11 月 20 日（金）　 ８泊９日 15 ６月 23 日

（火）

トラック
諸島

 10 月 23 日（金）～
 10 月 28 日（水）　 ５泊６日 15 ６月 24 日

（水）

硫黄島
（１次）

 11 月 10 日（火）～
 11 月 11 日（水）　 １泊２日 100 ７月 17 日

（金）

フィリピン
 来年
 ２月 19 日（金）～
 ２月 26 日（金）       ７泊８日

70 ９月 16 日
（水）

硫黄島
（２次）

 来年
 ２月 16 日（火）～
 ２月 17 日（水）      １泊２日

100 10 月 12 日
（月）

▶参加費：20 ～ 30 万円（硫黄島は２～３万円）
　※集合場所までの往復交通費・帰国時宿泊代・渡航手続き手数料
　　などは含まれていません

　※参加費は燃料費の高騰・円安などで値上げすることがあります

▶申し込み：熊本県遺族連合会に問合せください
　熊本県遺族連合会　☎ 096（352）6925
問  日本遺族会事務局　☎ 03（3261）5521
　　HP：http://www.nippon-izokukai.jp/

【パソコン事務習得科】
▶対象者：身体（視覚・聴覚・上下肢・内部）・精神・
　発達・難病・高次脳障がいのある人
　※知的の障がいのある人は相談してください

▶内容：就職に必要なパソコンの技術や事務の知識全
　般を習得
▶期間：８月４日（火）～ 10 月 30 日（金）
▶場所：パソコンスクールシステムランド人吉校
　　　　人吉市上薩摩瀬町 1472-1

▶料金：テキスト代　1 万 2100 円程度
▶定員：10 人
▶申し込み：ハローワーク球磨に相談
▶申込期限：６月 30 日（火）　　　　　
問  ①ハローワーク球磨　☎ 0966（24）8609
　  ②熊本県立高等技術専門校　☎ 096（297）9915

【パソコン習得科】
▶対象者：身体（視覚・聴覚・上下肢・内部）・精神・　
　発達・難病・高次脳障がいのある人で仕事をしている人
　※知的の障がいのある人は相談してください

▶内容：パソコンの基礎を学び資格（ワード・エクセル）
　をとる
▶期間：８月３日（月）～ 10 月 28 日（水）
▶時間：月・水曜日　午後６時 30 分～２時間程度
▶場所：パソコンスクールシステムランド人吉校
　　　　人吉市上薩摩瀬町 1472-1

▶料金：テキスト代　9900 円程度
▶定員：10 人
▶申し込み：問合せ先に相談
▶申込期限：６月 30 日（火）
問  熊本県立高等技術専門校　☎ 096（297）9915

アルコール・薬物・ギャンブル依存などへの専門的な
助言と正しい情報を聞くことができます。５回（４会
場）開催予定でどの会場でも参加できます。１人で抱
え込まず、ぜひご相談ください。

▶対象者：本人・家族・支援者など
▶日時：６月 25 日（木）　午前 10 時～正午
▶場所：八代保健所　　八代市西片町 1660

　※８月：有明、10 月：球磨、12 月：八代、2 月：天草で開催予定

▶参加費：無料
▶申し込み：電話で事前に申し込み
　※受付時間：平日午前９時～午後４時

問  熊本県精神保健福祉センター
　  ☎ 096（386）1166

新型コロナウイルス感染症予防で外出を控える生活が
続いています。足腰が痛い、ちょっとしたことで疲れ
るなど心当たりはありませんか。立つ・歩くといった
機能が低下している状態を「ロコモ（ロコモティブシ
ンドローム）」といいます。ロコモオンラインでロコ
モに関する情報を確認できます。インターネットで「ロ
コモチャレンジ！」と検索してみてください。
※高齢者向けの健康体操などのパンフレットを保健センター窓口に
　置いています。ご自由にお取りください

問  保健福祉課（保健センター内）

現況届の提出が必要です
児童手当

保健福祉課 保健福祉課

ロコモになっていませんか

保健福祉課

依存症相談会が開催されます

保健福祉課

職業訓練を受講しませんか
障がいのある人に

保健福祉課
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▶対象：人吉球磨に住んでいる 50 歳以上の人
▶内容：地域の歴史や文化・ボランティア入門・
　健康づくり・レクリエーション　など
▶日程：毎月第３月曜日　午後１時～３時
▶場所：中小企業大学校人吉校　など
▶料金：入学金：1000 円　受講料：6000 円（2 回払）
▶定員：100 人程度
▶申し込み：はがきに住所・氏名・生年月日・連絡方
　　法（電話など）を記入して問合先に郵送
▶申込期限：６月 10 日（水）
問  さわやか大学事務局　米津 　☎ 0966（22）4477
　  〒 868-0024　人吉市鶴田町 16                                  

登録すると県内で発生した事件などの情報が配信されます。

▶登録方法：
　① 登録する携帯・パソコンから下のアドレスに空
　　 メールを送信する
　ｱﾄﾞﾚｽ：k110@ansin.police.pref.kumamoto.jp
　※右の QR コードを読み取るとアドレスが自動で
　　入力されます

　② ①のアドレスから返信メールが届い
　 たら、その中の URL から登録画面に入り必要な情
　 報を入力する
▶登録のときに注意すること：
　メールをインターネット拒否にしている人はドメイ
　ン指定かアドレス指定で受信できるように設定して
　ください
　ﾄﾞﾒｲﾝ：ansin.police.pref.kumamoto.jp
　ｱﾄﾞﾚｽ：anzen@ansin.police.pref.kumamoto.jp
　・登録料や年会費は無料。通信費用は自己負担です
問  多良木警察署生活安全係
　  多良木地区防犯協会連合会
　  ☎ 0966（42）4110

皆さんへ分かりやすく防災情報を伝えるために避難情報と防災気象情報が５段階の警戒レベルに整理されました。
この情報を目安に行動してください。

警戒レベル 住民のとるべき行動 避難情報など 防災気象情報

５
 すでに災害が発生している状況。
 命を守るための最善の行動をとりましょう。

 災害発生情報
(町が発令)

 大雨特別警報
 氾濫発生情報 など

４
全員避難

 速やかに避難所へ避難しましょう。
 ※公的な避難所までの移動が危険なときは、近くの安全な場所や
     自宅内のより安全な場所へ避難してください

 避難勧告
 避難指示(緊急)

(町が発令)

 土砂災害警戒情報
 氾濫危険情報 など

３
高齢者などは

避難

 避難に時間を要する人(高齢者、障がいのある人、 妊婦の人、
 乳幼児など)とその支援者は、避難をしましょう。
 その他の人は、避難の準備をしましょう。

 避難準備・高齢者等
避難開始

(町が発令)

大雨警報 
洪水警報

氾濫警戒情報 など

２  避難に備えて防災マップなどで自分の避難行動を確認しましょう。
大雨注意報

洪水注意報など
(気象庁が発表)

１  災害への心構えを高めましょう。  早期注意情報
(気象庁が発表)

新型コロナウイルス感染拡大が心配される中、避難所
を開設するときは感染症対策に努めることが重要で
す。本町では避難所の換気やスペースの確保などの対
策を進めていますが、町民の皆さんもできる限り対策
をお願いします。
※命を守るための避難は積極的に行い、避難所は皆さんで安心安全
　な場所にしましょう

▶避難をする前に：
　① 避難する前に健康状態を確認してください。右
　　 の目安に当てはまる人は避難する前に「帰国者・
　　 接触者相談センター」に相談してください
　② 周りのリスクを確認して、避難所のほか安全な
　　 近くの親戚・知人宅への避難も検討してください
　③ 感染症が心配な人はできるだけ備蓄品（タオル
　　 ケットなど）を持参してください
▶避難した人は：
　① 基本的な対策（マスク・手洗い・せきエチケット・
　 　周りと十分な距離を保つ）の徹底をお願いします
　② 避難した後に発熱やせきなどの症状が出たとき
　　 はすぐに避難所の職員に報告してください

③ 避難したときの検温や問診の結果によっては避難
　 所を変更していただくことがあります
※避難中に体調が悪くなった人も同じです

▶帰国者・接触者相談センターに相談する目安：
　〇息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状がある　　
　〇重症化しやすい人【注１】で、発熱やせきなどの
　　比較的軽いかぜの症状がある
　〇【注１】以外の人で、発熱やせきなどの比較的軽
　　いかぜの症状が続いている
　※症状が４日以上続くときは必ず相談してください。強い症状と
　　思うときはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けな
　　ければならない人も同じです

　【注１】重症化しやすい人
　・高齢者　　
　・透析を受けている人
　・糖尿病、心不全、呼吸器疾患のある人
　・免疫抑制剤や抗がん剤などを使用している人
　※妊婦の人も念のため同じように対応

▶相談先：帰国者・接触者相談センター　
　　　　　☎ 0966（22）3107

ニート・ひきこもり・不登校などの社会参加や社会的
自立が難しい子ども・若者を対象とした総合相談窓口
です。医療・就労・生活・学校などの支援機関をネッ
トワークでつなぎますので安心してご相談ください。

▶対象者：① 主に 15 歳～ 39 歳の人
　② 家族、友人、知人、支援者など
▶料金：無料
▶相談：月～金曜日
　来所（要予約）　午前８時 30 分～午後５時 15 分
　電話　午前８時 30 分～午後９時　　　　　　　　
　ﾒｰﾙ　 午前８時 30 分～午後５時 30 分
　※メールは 24 時間受け付けしますが返信は上の時間で行います

問  熊本県子ども・若者総合相談センター
　  「COCON  ここん」
　   熊本市東区月出３丁目１-120　熊本県精神保健福祉センター２階

　  ☎ 096（387）7000
　  ﾒｰﾙ：kowaka-cocon@wind.ocn.ne.jp
　  HP：http://kowaka-cocon.jp/

６月４日（木）～ 10 日（水）は「歯と口の健康週間」で
す。歯の健康管理を見直し、むし歯や歯周病の予防に
努めましょう。

歯の健康管理を見直しましょう
歯と口の健康週間

保健福祉課

子ども・若者向け相談窓口
熊本県子ども・若者総合相談センター

保健福祉課

ゆっぴー安心メールを登録しませんか

総務課

健康・生きがいづくりを学びませんか
人吉球磨さわやか大学

総務課

レベル４で全員避難 水害・土砂災害の警戒レベル

総務課

避難のときの新型コロナウイルス感染症対策

総務課
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新型コロナウイルスの影響で直接的な営農相談や農業
情報の提供が困難な状況です。県では農業情報サイト

「アグリくまもと」で緊急情報をはじめ技術情報、ス
マート農業などの営農情報を提供しています。メール
マガジン配信もしていますので利用してください。

問  県農業技術課
　  ☎ 096（333）2380
     HP：https://agri-kumamoto.jp/about/

（アグリくまもと HP）

住宅の新築や空き家の改修で下水道接続工事をする人
は補助の対象となることがあります。工事を予定して
いる人は事前に相談してください。

▶対象：
　・下水道区域内で住宅の新築をする人
　・空き家を購入して下水道接続工事をする人
▶対象とならない例：
　・下水道供用開始から３年経過している土地で、以
　　前からその土地に住んでいた人が新築するとき
　・すでにこの補助を利用した人が同じ土地で新築・
　増改築するとき
▶相談期限：11 月 30 日（月）
問  建設水道課　

▶農家の皆さんへ：堆肥を使用するときは周りへの配
　慮として次の点に注意してください。
　① 堆肥は十分発酵させ、できるだけ完熟させたも
　　 のを使用する
　② 農地に運んだ堆肥はすぐにすき込む
　③ 悪臭・粉じん・ハエなどの害虫・汚水が発生し
　　 ないように処理する

▶町民の皆さんへ：堆肥散布は農作物の作付け前など
　に行われます。気象条件などにより臭いが流れてく　
　ることがあります。農地の周りでは窓の開け閉めな
　ど不自由を感じることがあるかと思われますが、ご
　理解とご協力をお願いします。

田植えの準備などで草刈りが多くみられるようになり
ました。毎年、草やごみなどが水路に詰まって水が溢
れたり、詰まったものを片付ける作業が必要になって
います。刈り取った草やごみなどは流さず適切に処理
をお願いします。

個人所有の農地や住宅でアナグマによる生活環境の被
害を防ぐため捕獲用の箱わなを貸し出します。数に限
りがございますので順番待ちになることがあります。

▶料金：無料
▶基数：1 戸につき１基
▶期間：最長１カ月
▶申し込み：借用申請と捕獲許可申請を問合先に提出
　※申請書は農林振興課にあります

問  農林振興課

アナグマ捕獲用箱わなを貸し出します

農林振興課

堆肥散布についての注意とお願い

農林振興課

草や物を流さないでください

農林振興課

農業情報を掲載しています   
アグリくまもと

農林振興課

下水道接続を補助   
水洗便所改造・新設工事費等助成

建設水道課

◆健康相談・健康教室（６/ １～ 20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

１日
（月）

 総合健康相談
 ※毎週月曜日開催

９:00 ～
11:30

湯前町保健センター

 古城区いきいき健康教室 10:00 ～ 古城区公民分館

４日
（木）

 離乳食教室
 ※通知があった人

９:30 ～ 湯前町保健センター
　　〇母子手帳　〇問診票
　　〇エプロン　〇三角きん

８日
（月）

 金色の会（男性料理教室）
 ※申込者

10:00 ～ 〃
　　〇エプロン　〇三角きん
　　〇200円

11日
（木）  中猪区いきいき健康教室 10:00 ～ 中猪区公民分館

12日
（金）  下城区いきいき健康教室 10:00 ～ 下城区公民分館

15日
（月）  野中田２区いきいき健康教室 10:00 ～ 野中田２区公民分館

16日
（火）  瀬戸口区いきいき健康教室 13:30 ～ 瀬戸口区公民分館

19日
（金）  上里１区いきいき健康教室 10:00 ～ 上里１区公民分館

日 内　容 時　間 場　所 準備物

２日
（火）

 ３カ月児健診
 ▶令和２年１、２月生

13:00 ～ 多良木町保健センター
　　〇母子手帳
　　〇予診票

４日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶令和元年10、11月生

12:50 ～ 〃
　　〇母子手帳
　　〇予診票

９日
（火）

 幼児健診
 ▶平成27年６、７月生
 ▶  〃  28・29・30年10、11月生

13:00 ～ 湯前町保健センター
　　〇母子手帳
　　〇予診票

10日
（水）

 幼児歯科検診※
 ▶２歳以上の１、５、９月生

9:00 ～ 〃
　　〇母子手帳　〇問診票
　　〇歯のアンケート　など

12日
（金）

 日本脳炎予防接種
 ▶平成27年６月16日～
　   〃  29年６月11日生

13:00 ～ 〃
　　〇母子手帳
　　〇予診票

◆検診（６/ １～ 20） ※幼児健診と重なる場合はお呼びしません

※健康相談と健康教室に参加する人は、健康手帳を持参してください

日 内　容 時　間 場　所 準備物

６日
（土）  狂犬病予防注射（第２回）

９：00 ～
10:00

湯前町保健センター
改善センター

　　〇料金
　　〇送付した書類一式

◆催しなど（６/ １～ 20）
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人　口 /3767 人　
男 /1763 人　女 /2004 人
世帯数 /1579 戸
※４/30 現在

◆休日当番医と当番薬局（６/１～20）
※旬報配布後に医療機関が変更になることがあります。
　受診時は医療機関に確認してください（市外局番：0966）

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

７日
（日）

あさぎり
増田耳鼻咽喉科クリニック 45-

8001

清風薬局サンロード免田店 49-
9600

錦 ほづみ皮膚科医院 26-
5300

人吉

万江病院 22-
2357

平井整形外科リハビリテー
ションクリニック

24-
8213

人吉医療センター小児科 22-
2191

さくら調剤薬局瓦屋店 22-
1677

エスエス堂薬局城本店 22-
0337

さくら調剤薬局
医療センター前店

32-
9657

14 日
（日）

あさぎり

東病院 45-
5711

やまむら医院 45-
0005

岡原けんこう堂薬局 45-
6023

きりん薬局岡原店 45-
1280

エスエス堂きりん本町薬局 45-
6330

錦 小川整形外科医院 38-
3455

人吉

光永医院 22-
2366

愛甲産婦人科麻酔科医院 22-
4020

エスエス堂薬局瓦屋店 22-
6550

まえだ薬局 23-
2987

日 内　容 時　間 場　所

２日
（火）  書道教室 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

３日
（水）

 パソコン・タブレット
 教室 13:00 ～ 中央公民館

（パソコン室）

４日
（木）

 カラオケ教室 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 英会話（子供）教室 19:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

９日
（火）  写真教室 10:00 ～ 改善センター

（中会議室）

10日
（水）

 パソコン・タブレット
 教室 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

11日
（木）

 健康マージャン教室 13:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 英会話（成人)教室 19:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

12日
（金）

 レクリエーション
 ダンス教室 19:30 ～ 改善センター

（大会議室）

15日
（月）

 フラワーアレンジ
 メント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

16日
（火）  書道教室 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

17日
（水）

 水彩画教室 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 パソコン・タブレット
 教室 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

18日
（木）  英会話（子供）教室 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

◆生涯学習（６/１～20）
※民謡教室と３B 体操教室は個別にお知らせします
※社交ダンス教室は休講です

日 内　容 時　間 場　所

10日
（水）

 ジョブカフェ・   
 球磨ブランチ
 inゆのまえ

 10:00 ～
 16:00

 湯前駅レールウイング
 展示体験販売施設

◆就労支援相談（予約制）（６/ １～ 20）
※ジョブカフェ・球磨ブランチ　☎ 0966（22）0555

◆年金相談（予約制）（６/ １～ 20）
※八代年金事務所 お客様相談室　
☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

１日
（月）  人吉市　東西コミュニティセンター

9:00 ～
17:00

３日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター）

８日
（月）  人吉市　東西コミュニティセンター

10日
（水）  多良木町役場（町民相談室）

15日
（月）  人吉市　東西コミュニティセンター

17日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター）


