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　南阿蘇村では、シニアの人でス
マートフォンを触ったことがない
人や、これから購入を検討してい
る人を対象にスマートフォン教室
を開催します。
　講師と役場職員が、初めてのス
マートフォン操作体験をサポート
します。スマートフォンは無料で
貸し出しますので、まずはお気軽
に体験してみませんか。
■日時
9月29日（水）午前9時から12時
■会場
役場2階大会議室
■参加料
　無料
■定員
　先着15人
■持参品
　筆記具
■申込期限
　9月24日（金）まで。下記連絡
先まで申し込みください。
■協力
　NTTdocomo
■問い合わせ
政策企画課
℡0967（67）2230

　80歳以上で、歯が20本以上あ
る健康な高齢者を募集しています。
■対象者
　本年4月1日現在、満80歳以上

で自分の歯が20本以上ある健康
な高齢者（ただし、前回までの県
大会出場者は除く）。
■実施方法
　上記対象者に該当すると思う人
は阿蘇郡市歯科医師会会員の歯科
医院に申し込むと、無料で診査が
受けられます。
■実施期間
　9月21日（火）から10月1日（金）
　※土・日を除く
■選出方法
【地区大会】
①歯科医院においての診査
※8020を達成している人には、
歯科医師会から後日表彰状と賞
品が贈られます。
②各郡市歯科医師会による選出
※各歯科医院で診査された8020を
達成している人から、代表者1人
を選出し県大会に推薦されます。

【県大会】
　各郡市歯科医師会からの代表者
を書類診査し被表彰者を選出。県
大会で、最優秀者には熊本県賞（1
人）、以下、県歯科医師会賞（2～
3人）、8020優秀賞（若干数）を贈
呈し、歯の祭典などにおいて次年
度表彰がおこなわれる予定です。
■問い合わせ
阿蘇郡市歯科医師会会員の歯科
医院または村健康推進課
℡0967（67）2704

　この事業は、担い手から経営を
継承し、発展させるための取り組
みを支援することを目的に、今年
度より農林水産省が開始した補助
事業です。
　補助上限は100万円、補助対象
者は令和2年1月1日以降に先代
事業者からその経営に関する主宰
権の移譲を受けた後継者で、以下
の要件などを満たす人となります。
•経営発展計画を策定している
•後継者の名義で税務申告などを
おこなっている
•青色申告者である
•家族経営協定を締結している
　など
　令和2年1月1日以降に経営を
継承された人やこれから継承され
る人は対象となる可能性がありま
すので、詳しい内容については、
村ホームページをご覧いただくか、
農政課にお問い合わせください。
■問い合わせ
農政課　℡0967（67）2706

　生涯学習の一つとして、10月よ
り「書道教室」を開催します。
■場所
　南阿蘇村図書室　実習ルーム

■日時
　①第2・第4土曜日
　②第2・第4日曜日
　①、②ともに午後1時から4時
■対象者
　小学生から大人まで(村内在住
者)
■参加費
　無料
■準備物
　書道道具・不要な新聞紙
※小学生は、上記以外に硬筆・
ノートもご準備ください。

■募集人数
　①、②ともに8人（先着順）
■申込み方法
　教育委員会へ電話にてお申込み
ください。
　申込み受付は、9月6日（月）午
前8時30分よりおこないます。
　定員になり次第、募集を締め切
ります。
■問い合わせ
教育委員会
℡0967（67）1602

　南阿蘇村などにお住まいの人を
対象に、LINE相談「こころの悩み
相談＠熊本連携中枢都市圏」が開
設されました。
　仕事、友人関係、恋愛関係、子
育て、家族関係、学校、病気に関
することなど、どんな小さな悩み
事でも結構です。ぜひご利用くだ
さい。
　住民福祉課窓口にもQRコード
入りのチラシおよびカードを設置
しています。
※匿名で相談できます。あなたの
写真もIDも相談員には見えない
システムを導入しています。

■相談受付日時
　毎週火曜日
　午後6時から午後10時まで
　毎週日曜日
　午後6時から午後10時まで

■相談方法
　LINEで友達に追加して、ご相談
ください。
※QRコードやIDに関しては、対
象の地域や住民が限られること
から、ホームページ上での公開
はしていません。下記のQRコー
ドから友達登録してください。

■問い合わせ
住民福祉課 福祉係
℡0967（67）2702

　取引や証明に使用する計量器は、
法律により2年に1回の定期検査
を受けることが義務付けられてい
ます。該当する計量器をお持ちの
場合、下記の日程でおこなわれる
検査を受検してください。
■日時
　9月15日（水）、16日（木）
　午前10時から午後3時
　※正午から午後1時は除く
■場所
　南阿蘇村役場　地下1階車庫・
倉庫
■持参物
•計量器（質量計など）
•手数料（1台あたり500円から
2,200円）

※手数料は計量器によって異なり
ます。詳細についてはお問い合
わせください。

■検査対象計量器
•商店などの商品の売買用
•病院、薬局などで使う調剤用
•学校、病院、保育所などで使う
体重測定用

•農協など流通物資の集荷、出荷
用

•宅配、運送業者などの貨物の運
賃算出用

•農業などの生産者が使う生産物

などの売買用
■問い合わせ
産業観光課　商工観光係
℡0967（67）1112
一般社団法人 熊本県計量協会
℡096（367）7816
熊本県産業技術センター
計量検定グループ
℡096（368）2101

　子供服のおゆずり、交換会を開
催します。
　もらうだけの人も大歓迎！
　パパママ、おじいちゃん、おば
あちゃん、プレママ＆パパさん、
どなたもふるっておいでください。
　今回は秋冬物メインです。防寒
具、保育園用品、学校用品大歓迎。
絵本とおもちゃはごめんなさい。
　おゆずりいただく人はレジャー
シートをご持参ください。
　新型コロナウイルスの状況に
よっては中止になる事もあります。
マスクの着用にご協力ください。
　詳しくはFacebookでご確認く
ださい。
■日時
　9月25日（土）
　午前10時から12時
■場所
　LOOPみなみあそ2階
　フリールームA
■注意
　おゆずりの仕方が前回から変
わっています！  最後に残った物
は持ち込んだ人が持って帰ります。
■問い合わせ
代表　椛島のりこ
℡090（9973）0926

「書道教室」生徒を
募集します！

計量器測定検査の
お知らせ

第7回
あそっこゆずりっこの会

「こころの悩み相談＠熊本連携中枢都市圏」
LINEアカウント

シニア向け
スマートフォン教室を
開催します

令和3年度「高齢者の
よい歯のコンクール」募集

農業経営を継承された人へ
経営継承・発展等支援事業補助金の
要望調査を実施します

LINEを活用した
『こころの悩み相談』の
ご案内

あそっこゆずりっこの会
Facebook

村HP
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　南阿蘇村では、シニアの人でス
マートフォンを触ったことがない
人や、これから購入を検討してい
る人を対象にスマートフォン教室
を開催します。
　講師と役場職員が、初めてのス
マートフォン操作体験をサポート
します。スマートフォンは無料で
貸し出しますので、まずはお気軽
に体験してみませんか。
■日時
9月29日（水）午前9時から12時
■会場
役場2階大会議室

■参加料
　無料
■定員
　先着15人
■持参品
　筆記具
■申込期限
　9月24日（金）まで。下記連絡
先まで申し込みください。
■協力
　NTTdocomo
■問い合わせ
政策企画課
℡0967（67）2230

　80歳以上で、歯が20本以上あ
る健康な高齢者を募集しています。
■対象者
　本年4月1日現在、満80歳以上

で自分の歯が20本以上ある健康
な高齢者（ただし、前回までの県
大会出場者は除く）。
■実施方法
　上記対象者に該当すると思う人
は阿蘇郡市歯科医師会会員の歯科
医院に申し込むと、無料で診査が
受けられます。
■実施期間
　9月21日（火）から10月1日（金）
　※土・日を除く
■選出方法
【地区大会】
①歯科医院においての診査
※8020を達成している人には、
歯科医師会から後日表彰状と賞
品が贈られます。
②各郡市歯科医師会による選出
※各歯科医院で診査された8020を
達成している人から、代表者1人
を選出し県大会に推薦されます。

【県大会】
　各郡市歯科医師会からの代表者
を書類診査し被表彰者を選出。県
大会で、最優秀者には熊本県賞（1
人）、以下、県歯科医師会賞（2～
3人）、8020優秀賞（若干数）を贈
呈し、歯の祭典などにおいて次年
度表彰がおこなわれる予定です。
■問い合わせ
阿蘇郡市歯科医師会会員の歯科
医院または村健康推進課
℡0967（67）2704

　この事業は、担い手から経営を
継承し、発展させるための取り組
みを支援することを目的に、今年
度より農林水産省が開始した補助
事業です。
　補助上限は100万円、補助対象
者は令和2年1月1日以降に先代
事業者からその経営に関する主宰
権の移譲を受けた後継者で、以下
の要件などを満たす人となります。
•経営発展計画を策定している
•後継者の名義で税務申告などを
おこなっている
•青色申告者である
•家族経営協定を締結している
　など
　令和2年1月1日以降に経営を
継承された人やこれから継承され
る人は対象となる可能性がありま
すので、詳しい内容については、
村ホームページをご覧いただくか、
農政課にお問い合わせください。
■問い合わせ
農政課　℡0967（67）2706

　生涯学習の一つとして、10月よ
り「書道教室」を開催します。
■場所
　南阿蘇村図書室　実習ルーム

■日時
　①第2・第4土曜日
　②第2・第4日曜日
　①、②ともに午後1時から4時
■対象者
　小学生から大人まで(村内在住
者)
■参加費
　無料
■準備物
　書道道具・不要な新聞紙
※小学生は、上記以外に硬筆・
ノートもご準備ください。

■募集人数
　①、②ともに8人（先着順）
■申込み方法
　教育委員会へ電話にてお申込み
ください。
　申込み受付は、9月6日（月）午
前8時30分よりおこないます。
　定員になり次第、募集を締め切
ります。
■問い合わせ
教育委員会
℡0967（67）1602

　南阿蘇村などにお住まいの人を
対象に、LINE相談「こころの悩み
相談＠熊本連携中枢都市圏」が開
設されました。
　仕事、友人関係、恋愛関係、子
育て、家族関係、学校、病気に関
することなど、どんな小さな悩み
事でも結構です。ぜひご利用くだ
さい。
　住民福祉課窓口にもQRコード
入りのチラシおよびカードを設置
しています。
※匿名で相談できます。あなたの
写真もIDも相談員には見えない
システムを導入しています。
■相談受付日時
　毎週火曜日
　午後6時から午後10時まで
　毎週日曜日
　午後6時から午後10時まで

■相談方法
　LINEで友達に追加して、ご相談
ください。
※QRコードやIDに関しては、対
象の地域や住民が限られること
から、ホームページ上での公開
はしていません。下記のQRコー
ドから友達登録してください。
■問い合わせ
住民福祉課 福祉係
℡0967（67）2702

　取引や証明に使用する計量器は、
法律により2年に1回の定期検査
を受けることが義務付けられてい
ます。該当する計量器をお持ちの
場合、下記の日程でおこなわれる
検査を受検してください。
■日時
　9月15日（水）、16日（木）
　午前10時から午後3時
　※正午から午後1時は除く
■場所
　南阿蘇村役場　地下1階車庫・
倉庫
■持参物
•計量器（質量計など）
•手数料（1台あたり500円から
2,200円）
※手数料は計量器によって異なり
ます。詳細についてはお問い合
わせください。
■検査対象計量器
•商店などの商品の売買用
•病院、薬局などで使う調剤用
•学校、病院、保育所などで使う
体重測定用
•農協など流通物資の集荷、出荷
用
•宅配、運送業者などの貨物の運
賃算出用
•農業などの生産者が使う生産物

などの売買用
■問い合わせ
産業観光課　商工観光係
℡0967（67）1112
一般社団法人 熊本県計量協会
℡096（367）7816
熊本県産業技術センター
計量検定グループ
℡096（368）2101

　子供服のおゆずり、交換会を開
催します。
　もらうだけの人も大歓迎！
　パパママ、おじいちゃん、おば
あちゃん、プレママ＆パパさん、
どなたもふるっておいでください。
　今回は秋冬物メインです。防寒
具、保育園用品、学校用品大歓迎。
絵本とおもちゃはごめんなさい。
　おゆずりいただく人はレジャー
シートをご持参ください。
　新型コロナウイルスの状況に
よっては中止になる事もあります。
マスクの着用にご協力ください。
　詳しくはFacebookでご確認く
ださい。
■日時
　9月25日（土）
　午前10時から12時
■場所
　LOOPみなみあそ2階
　フリールームA
■注意
　おゆずりの仕方が前回から変
わっています！  最後に残った物
は持ち込んだ人が持って帰ります。
■問い合わせ
代表　椛島のりこ
℡090（9973）0926

「書道教室」生徒を
募集します！

計量器測定検査の
お知らせ

第7回
あそっこゆずりっこの会

「こころの悩み相談＠熊本連携中枢都市圏」
LINEアカウント

シニア向け
スマートフォン教室を
開催します

令和3年度「高齢者の
よい歯のコンクール」募集

農業経営を継承された人へ
経営継承・発展等支援事業補助金の
要望調査を実施します

LINEを活用した
『こころの悩み相談』の
ご案内

あそっこゆずりっこの会
Facebook

村HP
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　6月13日、小国町の小国ドームで、第41回全日本バ
レーボール小学生阿蘇郡市大会が開催され、男子の部で
南阿蘇村の「チーム南阿蘇Jr.」と阿蘇市のチーム「阿蘇
ヤング」の合同チームが優勝し、女子の部で「南阿蘇
J.V.C」が優勝し、日ごろの練習の成果を発揮することが
できました。
　南阿蘇Jr.（男子）、南阿蘇J.V.C（女子）では、一緒にバ
レーボールを楽しむ仲間を随時募集していますので、興
味のある人は南阿蘇村バレーボール協会広報担当山口勝
也℡0967（62）8338（モアコネクト）までご連絡ください。

大会後にみんなで記念写真

6
13

　指導農業士をお辞めになる宮﨑明、そえ子さん夫妻（下
野）に対し、県知事から感謝状が贈られました。
　この感謝状は、長年指導農業士として地域の担い手の
育成、指導に尽力されるなど、熊本県の農業発展に大き
く寄与されたことに対し贈られます。宮﨑さん夫妻は、
地域農業のリーダーとして、農村青少年を指導、育成す
る指導農業士として5年間にわたり、村の農業育成に貢
献していただきました。

お二人のこれからの活躍にも期待されます

7
16

　7月31日、8月1日に第47回熊日学童五輪バドミント
ン大会が、芦北町しろやまスカイドームでおこなわれ、
南阿蘇ジュニアバドミントンクラブからは、5年男子シン
グルスの部で山村隆清くん（第九駐在）が前評判通りの実
力を発揮し見事優勝。また、5年男子ダブルスでも山村隆
清くん、丸山倫尚くん（第五駐在）ペアが3位入賞という
好成績を残すことができました。
　山村隆清くんは「今度は九州大会で優勝し、目標の全国
大会に出場したいです」と今後の抱負を語ってくれました。

写真左は山村隆清くん、写真右は丸山倫尚くん

　7月21日、くぎの保育園でJA阿蘇南部トマト部会の
部会長梅田浩孝さん（吉田二）と今村武博さん（第八駐在）
よりトマトの贈呈がありました。
　この、トマトの贈呈は毎年実施されているもので、村
内の3保育園に対して箱いっぱいのトマトをいただきま
した。トマトが大好きな光永征次郎くん（第六駐在）は「ト
マトをいつも家で食べてます。汁が美味しくて大好き」
と話すなど園児たちは大喜びでした。

箱いっぱいの美味しそうなトマトをありがとうございました

7
21 保育園児へ南阿蘇の旬の贈り物

第41回全日本バレーボール小学生阿蘇
郡市大会、男子の部、女子の部で優勝

普及指導協力員（指導農業士）
感謝状贈呈

第47回
熊日学童バドミントン大会優勝、
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阿蘇ブランチ相談窓口の
設置（仕事相談・支援）

Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

熊本県市町村職員共済組合HP

農大HP

■業務内容
　阿蘇地域振興デザインセンター
の事務局長として、公益事業の実
務にあたる
■応募資格
　高卒以上・要普通自動車免許所持
■給与
　月額38万円（程度）
■待遇など
　当財団の「職員就業規則」による
■応募締切
　10月15日（金）
■雇用期間
3年（次期事務局長募集へエント
リー可）
■応募方法
下記書類郵送
①履歴書（形式は任意・写真貼付）
②職歴書（形式は任意）
実施してきた地域づくり、観光
振興などについての職歴
③小論文　テーマが有ります
詳しくは、下記までお問い合わ
せいただくかホームページをご
覧ください
■問い合わせ
阿蘇地域振興デザインセンター
℡0967（22）4801

■職種
　一般事務
■採用予定人員
　若干名
■職務内容
　熊本県市町村職員共済組合に勤
務し、事務に従事します
　ただし、2年間程度、東京都区
内への派遣勤務となる場合があり
ます

■採用予定日
　令和4年4月1日
■受験資格
　平成9年4月2日から平成12年
4月1日までに生まれた者で、4年
制大学卒業程度の学力を有する者
■受付期間
　9月17日（金）まで
　受付時間は午前8時30分から午
後5時まで（土・日曜日を除く）
　郵送の場合は、9月17日（金）
午後5時までの必着分で、書類が
完備しているものに限ります
■詳細について
　下記に問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。
■受験の申込みおよび問合せ
〒862-0911 
熊本市東区健軍1丁目5番3号
（熊本県市町村自治会館別館3階）
熊本県市町村職員共済組合 総務課
℡096（365）1900

　月に1回、役場庁舎での相談窓
口を設け、就職や転職で悩んでい
る方や障がいのある人の仕事探し
をサポートします。相談は無料で、
完全予約制となります。
■日時
　毎月第4木曜日
　（祝日の場合は翌週の木曜日）
■場所
　役場2階小会議室
■内容
　就職に関する相談全般
■問い合わせ
阿蘇ブランチ
℡0967（22）8178

　農大では、就農に必要な栽培技
術や経営のノウハウを基礎から学
べる農業研修を実施しています。
　充実したカリキュラムで仲間と
ともに農業を始めてみませんか。
　詳しくは下記の問い合わせ先ま
でお電話いただくか、農大ホーム
ページをご覧ください。
■プロ経営者コース（野菜専攻）
•研修期間
　4月から翌年3月（週5日）
•募集人員
　10人程度
■実践農業コース
1組：環境にやさしい野菜栽培と

麦・大豆などの作物栽培を
おこなう

2組：野菜栽培専攻
•研修期間
　4月から12月（週3日）
•募集人員
　各組20人程度
■募集期間
•前期募集
　令和3年9月21日（火）から10
月29日（金）まで
•後期募集
　令和4年1月5日（水）から1月
28日（金）まで
■問い合わせ
熊本県立農業大学校研修部
℡096（248）6600

熊本県市町村職員共済
組合職員を募集します

令和4年度農業大学校
新規就農支援研修生を
募集します

（公財）阿蘇地域振興
デザインセンター
事務局長募集

阿蘇地域振興デザインセンターHP
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