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　夜間の急な病気やけがなどに関
する電話相談を受け付け、医療機
関受診の必要性や応急手当の方法
などを助言するとともに、必要に
応じて対応可能な医療機関の情報
を提供します。
■対象者
　熊本県内に在住または滞在して
いる人（主に15歳以上が対象）
※15歳未満は、必要に応じて子ど
も医療電話相談（＃8000）を案内
■相談方法
•＃7400に架電
•ダイヤル回線の電話やIP電話、
光電話からは℡03（6730）5996
に架電
■相談日時
　毎日午後7時から翌朝8時まで
■相談員
　看護師が対応し、必要に応じて
常時待機している医師が二次的に
助言・指導をおこなう

■募集団地
（3DK）
•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
•長陽駅前団地
　1戸　昭和57年築
（1LDK）
•馬立団地
　1戸　平成30年築
（3LDK）
•上ノ原団地
　1戸　平成11年築（特定公共住宅）
※募集団地が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HPをご覧になるか、
役場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。（詳細は村HPをご覧にな
るか、役場定住促進課にお問い合
わせください）
■申込み期間
　6月6日（月）から6月30日（木）
の午前8時30分から午後5時まで
（土・日・祝日を除く）
※申込みされる人は直接、南阿蘇
村役場定住促進課に来庁してく
ださい。
■申込み・問い合わせ
定住促進課
℡0967（67）2705

　令和4年2月から令和4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4年6月10日（金）
※児童手当・特例給付は、年3回
（2月・6月・10月）の支給月に
各4カ月分ずつ支給されます。
■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
℡0967(67)2715

　村内における地域公共交通は、
南阿蘇鉄道、コミュニティバス、
乗合タクシーにより構成されてい
ますが、来年夏ごろに南阿蘇鉄道
が全線開通予定であることや利用
者の減少などに伴い、村では公共
交通の在り方について検討を重ね
ています。
　つきましては、より良い公共交
通施策を目指すため、村民の皆さ
まから利便性向上や利用促進につ
ながるアイデアやご意見を広く募
集します。
　日頃、鉄道やバスなどをご利用
いただく中で、「こうすればもっと

熊本県夜間安心医療
電話相談事業（＃7400）

村営住宅補充入居者を
募集します

6月は児童手当の
支給月です

「南阿蘇村の公共交通の
在り方」について
アイデアを募集します

谷人たちの美術館
2022年度参加者募集

放送大学入学生募集の
お知らせ

「マイタイムライン」を
作って早めに避難しよう！

住宅金融支援機構からの
お知らせ

熊本県HP

村HP

谷人たちの美術館HP

便利になる。使いやすくなる」と
いうアイデアをお寄せください。
■募集期間
　6月1日（水）から20日（月）まで
■提出方法
　役場窓口、郵送、FAX、メール
※提出する様式は自由です。
■問い合わせ、提出先
産業観光課
℡0967（67）1112
FAX0967（67）2073
Sangyo@vill.minamiaso.lg.jp

　村内在住の物づくりをされてい
る作家さんやギャラリーオーナー
の人、手作りの技をお持ちの人、
谷人たちの美術館に参加して村の
魅力を私たちと一緒に発信してい
きましょう。
　南阿蘇村の農産物、特産物を作
られている人、谷人たちの各参加
会場で展示販売し、村自慢、腕自
慢をしてみませんか(参加費無料)。
詳しくはお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。
■展示期間
　10月1日（土）から10日（月）まで
■谷人たちの美術館参加費
　5,000円
※新規入会者は別途6,000円が必
要です（入会金3,000円・ホー
ムページ作成費3,000円）。

　村自慢・腕自慢は無料です♪
■募集締め切り
　6月15日（水）
■問い合わせ
谷人たちの美術館実行委員会
℡080（6409）7003

　放送大学は、2022年10月入学
生を募集しています。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、さまざまな目的
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科目の授業料は
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℡096（341）0860まで請求
してください。
■出願期間
　第1回が8月31日（水）まで
　第2回が9月13日（火）まで

　「マイタイムライン」は、大雨や
台風などの自然災害から身を守る
ため、あらかじめ一人ひとりの避
難行動をまとめておく「防災行動
計画」です。
　マイタイムラインを作成するこ
とで、いざという時あわてずに避
難でき、自分や家族の命を守るこ
とに繋がります。専用WEBサイ
トで作成できます。詳しくは くま
もとマイタイムライン  で検索！

　住宅金融支援機構では、平成28
年熊本地震で被災した住宅を復旧
するための「災害復興住宅融資（建
設資金、購入資金、補修資金）」の
借入申込の受付を継続しています。
　申し込みを検討されている人は、
お早めにご相談ください。
■申込受付期限
　令和5年4月30日（日）まで
■問い合わせ
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター
℡0120（086）353（通話無料）
午前９時から午後5時まで
（祝日・年末年始除く）

放送大学HP

くまもとマイタイムラインHP
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