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　令和3年2月から令和3年5月
分までの児童手当・特例給付を、
受給対象者の口座に振込みますの
でご確認ください。
■支給日
　令和3年6月10日（木）
※児童手当・特例給付は、年3回
（2月・6月・10月）の支給月に
4カ月分ずつ支給されます。
※令和2年10月から、支払通知書
の送付は年1回となりました
（10月に1年間の支払予定額を
記した通知を送付）。
■手当月額（対象児童1人につき）
〈児童手当〉
•3歳未満（一律） 15,000円
•3歳から小学校修了前まで
　第1子・第2子 10,000円
　第3子以降 15,000円
•中学生（一律） 10,000円
〈特例給付（所得制限を超えた場合）〉
•0歳から中学生（一律）
 5,000円
■問い合わせ
子育て支援課　℡（67）2715

【募集団地】
一本杉二号団地 1戸（昭和54年築）
室町団地 1戸（平成12年築）
高野台団地 3戸（平成12年築）
  （平成19年築）
馬立団地 2戸（平成31年築）
上ノ原団地 1戸（平成12年築）
※募集団地は変更される場合があ

ります。最新の情報につきまし
ては、村ホームページをご覧に
なるか、役場建設課にお問い合
わせください。

【申込み資格】
　本村に住所または勤務場所があ
る人で、村営住宅の入居基準を満
たす人。（詳細は役場定住促進課に
お問い合わせください）
【申込み期間】
　令和3年5月31日（月）から6月
18日（金）の午前8時30分から午
後5時まで
※申込みされる人は直接、南阿蘇
村役場定住促進課にご来庁くだ
さい。
■申込み・お問い合わせ先
定住促進課　℡（67）2705

　飼い主のいない猫に対して間
違った世話をすると、近隣の生活
環境が悪化し、猫にとっても不幸
な結果を招きかねません。
　避妊去勢を徹底するとともに、
餌を与える場合、置きエサは絶対
にやめましょう。
　また、県では、飼い主のいない
猫に対する避妊去勢手術費の補助
をおこなっています。詳細は、下
記までお問い合わせください。
■問い合わせ
阿蘇地域振興局 衛生環境課
（阿蘇保健所内）
℡（24）9035

　熊本県では、令和3年（2021年）
10月1日以降、県内で自転車を利
用する全ての人に、「自転車保険」
への加入が義務付けられます。
　「自転車保険」は、保険代理店や、
コンビニなどで加入できます。「自
転車保険」という名称でなくても、
自動車保険や火災保険、傷害保険
などの特約で補償される場合があ
ります。詳しくはご加入の保険会
社にお問い合わせください。
■問い合わせ
県くらしの安全推進課
℡096（333）2293

　熊本県では、新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響により、保健
所などでの健康観察などの短期支
援をおこなっていただける保健師
を募集しています。
　ご協力いただける人は潜在保健
師等人材バンク「とどけるん」への
登録をいたしますので、まずは、
熊本県ナースセンターへご連絡く
ださい。
■問い合わせ
熊本県ナースセンター
℡096（365）7660

　「食」は、私たちが生きていくう
えで欠かせない命の源です。
　熊本県では、「第3次熊本県健康
食生活・食育推進計画～くまもと
食で育む命・絆・夢プラン～」に基
づき、食育の取
組を推進してい
ます。
　この機会に、
食を楽しむこと
の大切さ、食の
持つ多様な役割
など、家族や身
近な人と大事な
「食」について話
し合ってみま
しょう。
■問い合わせ
熊本県健康づ
くり推進課
℡096（333）
2252

　熊本県が実施するこの講習会は、
失語症者が地域の一員として安心
して暮らすることができるように、
失語症の症状や対応方法を理解し、
会話や日常生活での外出の際に、
意思疎通の支援をおこなえる人材
を養成するものです。6月から受
講者の募集を開始します。
■問い合わせ
熊本県　障がい者支援課
℡096（333）2235
FAX096（383）1739

　無人ヘリコプターやマルチロー
ター（ドローン）などの無人航空機
による農薬散布などをおこなう場

合は、国土交通大臣の許可・承認
が必要となります。また、併せて
県への散布計画の提出も必要です。
　さらに、散布にあたっては、基
本ルールを守り、周辺住民やミツ
バチの巣箱などに農薬が飛散しな
いように注意してください。
　詳しくは、下記までお問い合わ
せください。
■問い合わせ
熊本県農業技術課
℡096（333）2381
阿蘇地域振興局農林部
℡（22）1115

■出願期間
第1回募集：6月10日～
　　　　　  8月31日(必着)
第2回募集：9月1日～
　　　　　  9月14日(必着)
○学力試験はなく、書類による選
考のみで入学できます。

○10代から90代の幅広い世代、
約9万人の学生が、大学を卒業
したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で学んでいます。

○テレビによる授業だけでなく、
学生は授業をインターネットで
好きなときに受講することもで
きます。

○心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、約300の
幅広い授業科目があり、1科目
から学ぶことができます。

○卒業すれば学士の学位を取得で
きます。

○放 送 授 業1科 目 の 授 業 料
11,000円(入学金は別)。半年
ごとに学ぶ科目分だけの授業料
を払うシステムです。

○半年だけ在学することも可能で
す。

○全国に学習センターが設置され
ています。

○資料を無料で差し上げています。
お気軽に放送大学熊本学習セン

ターまでご請求ください。詳し
くはホームページまで。

■問い合わせ
放送大学熊本学習センター
〒860-8555
熊本市中央区黒髪2丁目40-1
℡096(341)0860

　6月1日は、人権擁護委員法が
施行された日です。
　全国人権擁護委員連合会では、
毎年6月1日を「人権擁護委員の
日」と定め、この日を中心として
特設の人権相談所を開設するなど、
一層の人権尊重思想の普及高揚に
努めることとしています。
　南阿蘇村には法務大臣から委嘱
を受けた下記の人権擁護委員がい
ます。人権擁護委員はいつでもあ
なたの相談に応じます。相談は無
料で、秘密は守られます。電話、
インターネットでお気軽にご相談
ください。
■阿蘇大津人権擁護委員氏名
　高橋　悦子
■問い合わせ
みんなの人権110番
℡0570（003）110

6月は児童手当の
支給月です

無人航空機による
農薬散布は
ルールを守りましょう！

放送大学
2021年10月入学生
募集中！

村営住宅補充入居者を
募集します

飼い主のいない猫との
向き合い方

自転車保険への加入が
義務化されます

「人権擁護委員の日」を
ご存じですか

保健師資格をお持ちの人、
ご協力をお願いします！

6月は「食育月間」です！

失語症者向け意思疎通
支援者養成講習会の
受講者募集

放送大学HP

熊本県HP

インターネット
人権相談窓口
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