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■募集団地
（1LDK）
•馬立団地
　１戸　平成30年築
•下西原第2団地　
　1戸　令和元年築
（3DK）
•一本杉二号団地　
　1戸　昭和54年築
•南町上団地　　　
　1戸　平成５年築
•室町団地
　1戸　平成11年築
•高野台団地
　2戸　平成12年築
•立石団地
　1戸　平成15年築
（3LDK）
•上ノ原団地（特定公共住宅）
　1戸　平成11年築
※募集団地が変更される場合があり
ます。最新の情報や詳細について
は、村HPをご覧になるか、定住
促進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（詳細は定住促進課にお問
い合わせください）。
■申込み期間
　12月1日（水）から24日（金）ま
での午前8時30分から午後5時まで
※申込みをされる人は直接、定住
促進課にご来庁ください。
■申込み・お問い合わせ先
南阿蘇村役場　定住促進課
℡ 0967（67）2705

　消防法の規定に基づき、令和3
年度第3回危険物取扱者試験が次
の日程で実施されます。試験の詳
細は願書などをご覧ください。
■試験の種類
　甲種、乙種第1類から第6類、
丙種
■試験日
　令和4年2月6日（日）
■願書受付期間
　書面申請
　12月16日（木）から23日（木）まで
　電子申請
　12月13日（月）から20日（月）まで
■試験地
　熊本市
■願書などの配置場所
　受験願書などは、（一財）消防試
験研究センター熊本県支部、熊本
市消防局・熊本県内の各消防本部
および熊本県総務部市町村・税務
局消防保安課に配置しています。
■問い合わせ
（一財）消防試験研究センター熊
本県支部
℡096（364）5005

■日時
　令和4年1月3日（月）

　開式　正午
　受付　午前11時から
■場所
　ホテルグリーンピア南阿蘇
　（メインホール ヴァンヴェール）
■新成人の皆さまへ
　成人式の案内は、本村中学校卒
業者、または現在本村に住民票が
ある新成人に送付しています。新
型コロナウイルス感染症対策で出
欠票を提出していない人は参加で
きません。届いていない人は、教
育委員会までご連絡ください。
■保護者の皆さまへ
　今回につきましては、新型コロ
ナウイルスの感染拡大・予防の観
点から、会場内への保護者の参列
をお控え願います。ご理解とご協
力をお願いいたします。
　また、代替案としましてライブ
配信やDVDの配付といった方法
を検討しております。詳細につき
ましては別途通知を送付しますの
でご確認ください。
■問い合わせ
南阿蘇村教育委員会社会教育係
℡ 0967（67）1602

　「必ずチェック最低賃金！使用
者も、労働者も」熊本県最低賃金

が令和3年10月1日から時間額
821円に改定されました。
　この最低賃金は、県内すべての
事業所、労働者に適用されます。
　詳しくは下記までお問い合せく
ださい。
■問い合わせ
熊本労働局労働基準部賃金室
℡096（355）3202
菊池労働基準監督署
℡0968（25）2392

　ハローワーク阿蘇では、阿蘇地
域にお住まいの高年齢者の皆さん
のお仕事探しを応援します！阿蘇
地域のたくさんの事業所が、高年
齢者の皆さんの活躍に期待してい
ます。
　ハローワーク阿蘇では「あそ高
年齢者お仕事探しキャンペーン」
として、高年齢者向け求人の掲示
や事業所説明会（医療・福祉分野）
の定期開催、また相談窓口での情
報提供などで皆さんのお仕事探し
をお手伝いします。ぜひハロー
ワーク阿蘇にご来所ください。
　詳しい内容については、ハロー
ワーク阿蘇までお気軽にお問い合
わせください。
■実施期間
　令和4年1月31日（月）まで
■問い合わせ
ハローワーク阿蘇
℡0967（22）8609

　南阿蘇村図書室にて毎月第3土
曜日に開催している「おはなし会」
を12月は「クリスマス会」として、
下記のとおり開催します。
　みんなで楽しい時間を過ごしま
しょう！
※イベントについては、新型コロ
ナウイルス感染状況等により内

容変更や利用制限する場合もあ
ります。

■日時
　12月18日（土）
　午前10時30分から午後3時30
分まで
■場所
　LOOPみなみあそ内南阿蘇村図
書室絵本コーナー
■参加費
　無料
■イベント内容
•クリスマスのおはなし会
•ハンドベル演奏
•弦楽アンサンブルによるミニコ
ンサート

•人形劇
•おたのしみビンゴ大会
■問い合わせ
南阿蘇村図書室
℡0967（65）8581

　犬や猫をペットとして飼うとい
うことは、動物の命に責任を持つ
ことを意味します。ペットが健康
で快適に暮らせるようにするとと
もに、地域や周囲の人達に迷惑を
かけないようにすることも飼い主
の義務です。
　ペットを飼う前には、世話やし
つけを毎日欠かさずにできるか、
経済的負担や家庭状況など、最期
まで責任をもって飼育ができるか
しっかり考えておきましょう。
■問い合わせ
阿蘇保健所
℡0967（24）9035

　ペットを飼おうと思ったとき、
保健所や動物愛護センターから保
護犬や保護猫を迎え入れるという
選択肢があります。
　県では、譲渡対象となる犬や猫
をホームページで紹介しています。

詳しくは、熊本県動物愛護ホーム
ページ  で検索！
※最後まで大切に飼育していただ
ける人をお待ちしています。

■問い合わせ
阿蘇保健所
℡0967（24）9035
県動物愛護センター
℡096（380）3310

　「事業のPRをしたいけれど、何
をすればいいのか分からない…」
そんなお悩みを解決するセミナー
を開催します。
　サービス業や小売業など幅広い
事業者を対象とした2部構成とな
ります。
■日時
12月15日（水）

•第一部　SNSとは？ SNSPRの基
本（90分）
受付　午後0時30分から
開始　午後1時から

•第二部　PR用写真撮影講習（90分）
受付　午後2時40分から
開始　午後3時から

■参加費
　無料
■定員
　各部20人（先着順）
※通しの参加でも、どちらかだけ
の参加でも可

■場所
ICT交流センター（イデアITカ
レッジ阿蘇敷地内）
南阿蘇村大字河陽4518番地

■主催
　南阿蘇ITバレー協議会
■問い合わせ・申し込み
南阿蘇ITバレー協議会事務局
℡092（401）3456
※平日の午前10時以降にお電
話ください

「あそ高年齢者お仕事探し
キャンペーン」 実施！

「みんなで楽しい
クリスマス会」を開催
します！

ペットを飼う前に
考えること

事業のPRセミナーを
開催します！

新しい家族を
待っています！

村営住宅補充入居者を
募集します

危険物取扱者試験の
お知らせ

令和4年南阿蘇村
成人式のお知らせ

厳守!! 最低賃金が
改定されました
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