
　　　　　　　　　　　　　　　　　                   技　能　習　得　講　座

講　座　名 期　日 受講場所 定員 申込受付

６月12日～  ８月8日（主に火・木）

（全1８回）18:30～20:30

検定　8月8日（水）

６月11日～ 8月3日（月・水・金）

（全２０回）18:30～20:30

検定　8月3日（金）

9月3日～ 10月１２日（月・水・金）

（全15回）18:30～20:30

検定　10月12日（水）

７月３１日 ～ 11月１５日（火・木）

（全３０回）18:30～20:30

検定　11月18日(日)　外部受験

６月２９日～  １１月９日(金)

（全2０回）　9:00～16:00

検定なし

８月９・１６・２３・３０日(木）

（全４回）9:30～15:30

検定なし
※介護支援専門員受験準備講習会は、平成30年度本試験の受験を予定している方が対象です。

７月２１日～11月17日（土）
（全１６回）9:00～13:00
検定　10月27日（土）　医療事務
　　　11月24日（土）　調剤事務

講座名 期日 時間 定員 対象

  6月  3日               11月   4日
  7月 １日               12月   2日
  8月 ５日                1月   ６日  5歳から小学6年生まで
  9月 ２日                 2月   3日
10月 ７日                 3月   3日
 6月  17日             11月  18日  ひとり親家庭の児童
  7月 １5日              12月  16日
  8月 19日                1月  20日 6
  9月 16日                2月  17日  兄弟姉妹は家族単位でお申し込みください。
10月 21日                3月  17日

講座名 期日 時間 定員 対象

     6月  24日              12月  23日  ひとり親家庭の親子

     8月  26日                2月  24日  材料費がおひとり３００円かかります。

   11月  25日                3月  24日  ◆8月・3月は父子家庭の方が 対象となります。

講座名 期日 時間 定員 対象

   6月　9・23日       11月10・24 日

   7月 14・28日       12月  8・22 日

   8月  　 　25日         1月12・26 日

   9月  8・ 22 日         2月  9・23 日

 10月13・ 27 日        3月  9・23 日 

カウンセリング 毎月2回　第1・3土曜

家庭一般相談 火曜日～日曜日

求職者登録バンク 火曜日～日曜日

来館・電話可

　　　　                           ※申込方法－電話可（先着順）

母子・父子
休養ホーム
しらゆり

16

介護福祉士実務者研修
＋試験対策講座

ピアノ

７月3日(火)～10日(火)
母子・父子
休養ホーム
しらゆり

20

日商簿記3級
検定対策講座

　 8月1日(火)～8月７日(火)

　6月5日(火)まで20

第1日曜日

マリオネット

求人情報の提供、希望の職種や時間等を登録していただきます。
来館・電話可

20

７月3日(火)～10日(火)

　　　　　                        ※申込受付－5月22日(火)～5月28日(火)　　※託児有２歳～（事前申し込み）

　　　　                           ※申込方法－電話可（先着順）

ワード3級検定
対策講座

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　          親　子　ふ　れ　あ　い　講　座

母子・父子
休養ホーム
しらゆり

教　　養 　講　 座

　6月5日(火)まで

ひとり親家庭の親及び寡婦の方

健　康　講　座

第2・4
土曜日

スローヨガ

14:30～
16:00

PowerPoinｔ
技能認定初級
取得講座

　　　　　　　　　　※申込方法－往復はがき（期限内必着）または来館（はがき持参）　※　申込多数の場合は抽選

　                           ※受講は原則としておひとり1講座（2講座希望の方は往復はがきに記入可。定員に満たない場合には重複受講可）

20

20

　　　　　　　　　　　　        ※託児（２歳から小学４年生程度）をご利用いただけます。事前申し込みが必要です。

マリオネット

マリオネット 20 　6月5日(火)まで
エクセル3級検定
対策講座

第3日曜日

10:00～
12:00  5歳児から

硬　筆

介護支援専門員
受験準備講習会

10:00～
12:00

                              ※申込受付－5月22日(火)～5月28日(火)　期限内必着

 ひとり親家庭の児童

第１土曜日は臨床心理士予約要
第３土曜日はキャリアカウンセラー　 予約要

　 弁護士による法律にかかわる相談です。予約が必要です。お気軽にお尋ねください。

各　種　相　談

法律相談

　　　　　                        ※毎回前月の16日から（8月は7月17日から申し込み受付）

親子でクッキング

16

医療&調剤事務講座
母子・父子
休養ホーム
しらゆり

20 ７月3日(火)～10日(火)

 硬筆を学びます。

6組
10:00～
12:00

※対象-ひとり親家庭の親及び寡婦の方

※申込-往復はがき（期限内必着）または来館（はがき持参）※申し込み多数の場合は抽選です。



熊本市母子家庭等就業・自立支援センター

平成30年度

講 座 等 ご 案 内

　　　　　   　　     
　　　　　◆利用費               無料（講座に必要な教材費・材料費・検定費は自己負担）

　　　          

 ◆お申込み方法

　　　　　              
　　　　　◆開館時間            火曜日～金曜日    9：00～19：00

　　　　　◆休館日               毎週月曜日・祝日・年末年始（１２/２9～１/３）

　　　　　◆利用できる方　    熊本市にお住まいのひとり親家庭の親と子及び寡婦の方

◆バスのご利用

産交バス 県13・15・16・18
『自衛隊前』 下車１分

駐車場有

〇 来館でお申込みの場合

・宛名(申込者の住所･氏名)を記入したハガキをご持参ください。

〇往復はがきでお申込みの場合

【往信うら】 【返信おもて】

・希望講座名 ・宛名

・住所 (申込者の住所・氏名)

・氏名

・電話番号

・託児有無

※申込みはがきは

『 期限内に熊本市母子家庭等就業・自立支援センター必着 』

熊本市母子家庭等就業・自立支援センター
（母子・父子休養ホームしらゆり内）

○メルマガ配信中

役立つ情報を配信します。

ホームページよりメルマガ登録をご案内しています。

《お問合せ・申し込み》

熊本市母子家庭等就業・自立支援センター
〒862-0912 熊本市東区錦ヶ丘３４－２３

母子・父子休養ホームしらゆり内

TEL.096-331-6737／FAX.096-331-6738

〈 ホームページ 〉 http://shiboshi-kumamoto.com
〈 メールアドレス 〉 info@shiboshi-kumamoto.com


