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土曜日

受講後、同院への就職で受講料免除！ 受講希望者は同院でコロナワクチンを接種

「第4回アジア・太平洋水サミット」熊本市での開催を記念して！

成城介護の学校「介護職員初任者研修」受講生募集 ８月１日
（日）は「水の日記念イベント」
くまもと成城病院（旧 竜山内科リハビリテーション病院）

医療法人 山部会

日時／８月1日（日）13:00 ～ 16:00
場所／ホテル日航熊本 5階「阿蘇」
対象／どなたでも参加可能 ※事前申込みが必須
定員／ 200人（先着順）

平日の月・水・金の夜間講座

コーディネーター /スタディライフ熊本 水野直樹さん
パネリスト/豊かな地下水を育むネットワーク会長

大田黒忠勝さん

通潤橋丹精工房代表 下田美鈴さん
百姓家まつもと代表 松本智治さん
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●日時／ 7月29日（木）14:00 ～
8月1日（日）13:00 ～
●対象／小中高校生、学生
●場所／あいぽーとなど
●定員／ 20人（先着順）
●料金／無料

て、課題の解決を図るた

ボランティア人材育成事業
熊本の宝「水」の魅力について学んでみよう

ワークショップなどのイ

ダイイチライフ

☎096
（227）
6678

コロナ感染症の状況により中止、開催方法を変更する可能性があ
ります。会場では感染症予防対策を実施していますが参加の際に
はマスクの着用、来場前に体調チェックをお願いします

めの水の国際会議です。

問合せ／くまもと地下水財団

ウォーターボトル１本分999円の料金で２本お届け

ベントも開催。いずれの

申込み 電話又はメールにて申込み（定員になり次第終了）
➡info@kumamotogwf.or.jp

水サミットの開催を記

検索 ←

くまもと成城病院

地下水保全顕彰制度認定書交付式
無印良品のESGの取り組みについて
パネル討議「農業と地下水」

「水」
を学ぶイベントが盛りだくさん！

介護の職場体験も随時受付中。詳細は問合せを

第1部
第2部
第3部

念して、８月１日（日）の

分、日祝

2021 年8/18（水）～ 11/12（金）
毎週月・水・金曜、祝祭日は除く
18:30 ～ 21:30 募集人数 20 人
4 万3000 円（テキスト代・税込）
※ 3 回の分割払い可
●申込みは電話で連絡下さい。申込書・日程表・
案内が送付されます（申込書到着後受付）

容

実施期間
講義日
講義時間
受講料

内

ます。詳細は問合せを。

第4回アジア・太平洋水サミット開催記念

キリッと冷たくておいしい水は「アクアクララ」
アクアショップ

検索 ←

熊本市 水サミット

水の日記念イベント【参加料無料】

研修は自宅学習＋通学
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● 桜間
脳神経外科

〔北区室園町10-17〕

０９６
（３４４）
３３１２

至ルーテル
大学

☎０９６
（３４４）
３３１１

整形外科

雇用保険「教育訓練給付

至水道町

●

授業は全て同院内で行

浄行寺
交差点

くまもと
成城病院

● あさはら

国道３号線

ベスト電器 ●
●
TKU住宅展示場
住まいランド

金」対象の講座ですよ。

い、平日月・水・金の夜

間に実施。仕事や家庭と
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講することも可能。研修

後同院に就職すれば受講

料が全額返還されます！

D

至植木

第4回アジア・太平洋水サミット熊本市運営委員会事務局

街なかイベントも開催されます！
無印良品とタイアップ！

事前申込みが必要です
（有料・定員あり） 「街なか商店街で使えるキッズパス」

●
「水にまつわるワークショップ」 ●
「ウォーキングイベント」
①熊本の水でコーヒーを入れよう
②イ草でアクセサリー作り
③マイボトルのしるし作り
日時／ 8月1日
（日）10:00 ～ 16:00
（上通アーケード内）
場所／オケモンパーク

世界に誇る地下水都市「熊本の水」を
ウォーキング・講義・食を通して学
びます
日時／ 8月1日
（日）7:50 ～ 11:00
場所／熊本城二の丸広場 ほか

問合せ／無印良品 COCOSA熊本下通 ☎ 096
（351）
6264

●水サミットグッズと特別お子様ラン
チ購入券が付いたキッズパスを販売
日時／ 7月22日～ 8月29日
販売予定／ 2000枚
料金／ 500円
問合せ／くまもと・まち魅力向上協議会
☎ 090
（9575）4926（安田）

