「ふるさとの川をきれい
にしたい！」を応援

家族介護者教室・交流会
在宅で介護されている人、介護

県管理の河川で美化活動をする

に関心のある人などお気軽にご

ボランティア団体などを募集して

参加ください。新型コロナウイル

います。軍手やごみ袋などの支

スの影 響で中止するときは有線

給、傷害保険の加入、ごみの運搬・

放送でお知らせします。

処分などの支援が受けられます。

▶開催日

問芦北地域振興局維持管理調整課

▶場所

3/15 ㈫

☎８２－２５３０

農業就業改善センター

集会場

▶申込 3/14 ㈪までに電話

※参加人数を制限することがあ
ります。

病気や病気回復期の子どもを家
庭で保育できない場合、看護師

▶内容 「健康は腸から～いいウ

▶対象

▶講師

▶日時

ンチのつくり方～」

児玉 知子氏（川内ヤク

ルト販売株式会社宅配営業部）
家族介護者交流会

▶時間

▶内容

生（水俣市勤務の保護者のみ）

包括職員から運動の紹

介（予定）
問 津 奈 木 町 地 域 包 括 支 援 セン
ター

月～土曜 8:00~18:00

※祝日・年末年始除く。
▶利用料 2,500 円
▶申 込

14:30~15:30

生後 3 か月～小学 6 年

事 前 登 録・事 前 予 約・

医療機関で受診・利用当日で異
なります。詳しくはお問い合わせ
ください。
問病児・病後児保育もくれん

つなぎ温泉

四季彩

つなぎ地魚フェア

3/12 ㈯

県と県内企業などが協力し、県

10:00~16:00

内に就職する若者の奨学金返還

②ストーブの周りに燃えやすいも

・電話相談（予約不要）

録を受付中。就職内定前に制度

のを置かない。

の登録が必要です。

③こんろを使うときは火のそば

▶支援内容（最大）

を離れない。

☎０９６－３６４－０８００
☎０９６－３６４－２８８９

・奨学金返還支援額

456 万円

④コンセントはほこりを清掃し、

※受付は平日 9:00~17:00。

・赴任費用等支援額

50 万円

不必要なプラグは抜く。

▶相談料 無料

問県企画課

問県司法書士会

入浴券購入時に大当たりマークが出ると入浴
優待券をプレゼントします。
▶期間 3/24 ㈭～ 25 ㈮

問い合わせ先：つなぎ温泉四季彩 ☎ 78 ｰ 4126
営業：10:00~21:00 休業日：第 1 水曜日

の拡大を防ぐために防炎品を使用。
④火災を小さいうちに消すために

水俣市立総合医療セン
ター停電作業

防集合注射が 開かれることがあ
ります。予防注射は動物病院で
も接種できます。飼い犬の死亡
や飼い主変更時には市町村に申
請してください。
問水俣保健所
☎６３－４１０４

停電でレントゲン撮 影や各種検
査などが できませんので、救 急
外来を休止します。
▶日時

3/13 ㈰

9:00~19:00

問水俣市立総合医療センター

消火器を設置し、使い方を確認。
⑤お年寄りや身体の不自由な人

▶時間

15~49 歳の求職者、家族
13:30~16:30

▶相談料 無料
水俣市会場

▶相談日 3/15 ㈫

▶場所 ハローワーク水俣
芦北町会場

▶相談日 3/24 ㈭

▶場所 総合コミュニティセンター

問若者サポートステーションやつしろ
☎０９６５－３７－８７３９

を守るために避 難経 路・方法を
確保する。
⑥防火防災訓練に参加し地域ぐ
るみの防火対策を行う。
問水俣芦北広域行政事務組合消防本部
☎６３－１１９１

☎６３－２１０１

つなぎ百貨堂
旬の名産 完熟パール柑（送料無料）

さが特徴です。果肉は抜群のプリプリ感！期間

Ⓒ 2010 熊本県くまモン

熊本市の緑や水、歴史・文化を象徴する３つのエリアをメーン会場とし、花とみどりに関するイベントが盛り
だくさんです。県内市町村の緑豊かな場所や名所がパートナー会場となり、くまもとの魅力を発信します。
▶熊本市内３つのメーン会場

▶津奈木町のパートナー会場

無農薬有機栽培サラダたまねぎ

３月中旬から春一番のサラダ
たまねぎが入荷予定。もぎた
てのみずみずしいサラダたま
ねぎを直売します。

問い合わせ先：つなぎ百貨堂 ☎ 78 ｰ 2000
営業：9:00~18:00 休業日：第１水曜日

※来館時は新型コロナウイルスの感染対策にご協力をお願いします。
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③寝具・衣類・カーテンからの火災

があります。４～６月に狂犬病予

限定販売のため予約はお早めにお願いします。

春の特別感謝 Day

点検し、10 年を目安に交換。

犬病予防注射を受けさせる義務

みなまた・あしきた 春の牡蠣フェア

▶期間 3/5 ㈯～ 4/3 ㈰

②住宅用火災警報器を定期的に

犬を飼っている人は、毎年１回狂

樹上完熟のパール柑は爽やかな香りと上品な甘

濃厚な地元産マガキをご堪能ください。

置の付いた機器を使用する。

飼い犬には
狂犬病予防注射

▶期間 【第１弾】～ 3/11 ㈮

【第２弾】3/12 ㈯～ 31 ㈭

①ストーブやこんろなどは安全装

☎０９６－３６４－２８８９

若者サポートステーション
やつしろ出張相談会
▶対象

６つの対策

☎０９６－３３３－２０１８

くらしの
情報

４つの習慣

2022~23 年度に就職する人の登

▶相談方法

Life Information

★住宅防火いのちを守るポイント
①寝たばこは絶対にしない。

☎８３－８０１０

☎７８－５３３３

3/1~7 は
春季全国火災予防運動

や 赴 任 費 用など を支 援します。

的に預かります。

13:30~14:30

「くま活サポート」
登録者募集

▶場所 県司法書士会館

や保育士の専門スタッフが一時

家族介護者教室

▶時間

▶日時

・面談相談（前日までに要予約）

ご利用ください
病児・病後児保育

▶参加料 無料

女性のための女性司法
書士による無料相談会

街なかエリア

熊本城公園・花畑広場一帯

水辺エリア

水前寺江津湖公園一帯

詳しくは公式ホームページまで
くまもと花博

検索

https://kumaryokkafair.com/

まち山（立田山）エリア
立田山

▶問い合わせ

舞鶴城公園

第 38 回全国都市緑化くまもと

フェア実行委員会事務局
☎０９６－３２８－２５２５
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