
消防職員の服を着たお父さん、お母さんと“はいチーズ”

阿蘇地区保護司南部分会・村更生保護女性会の皆さん　山口シズエさん（喜多）が100歳を迎えられ、村から
表彰状とお祝いが贈呈されました。
　山口さんは、大正11年6月6日生まれ。デイサービ
スに週5で通いながら自宅で一人暮らしをされていて、
何でも自分でこなされます。また、ゲートボールで群馬
県の大会に出場され、審判免許も持っているゲートボー
ル選手でした。対応いただいた時は、お話を明瞭に力強
くされ励ましていただきました。
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　6月5日、小国町で、第42回全日本小学生バレーボー
ル大会阿蘇郡市大会が開催され、南阿蘇村のチーム 南
阿蘇Jr.が優勝しました。コロナ禍で練習が制限される
なか、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。
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立野地区を元気に！
熊本復興応援「ロアッソ花畑」プロジェクト

第42回全日本小学生バレーボール大会
阿蘇郡市大会 優勝

　6月18日、南阿蘇鉄道見晴台駅で南阿蘇鉄道㈱とキ
リンビバレッジ㈱の共同による特別列車「午後ティー
HAPPINESS号」の運行と記念式が開催されました。
　今回のイベントは「キリン午後の紅茶熊本産いちご
ティー」の発売記念として開催。いちごティーの売り上
げ一本につき3.9円が復興応援として熊本県内の各団体
に寄付されます。
　昨年度の取り組みでは、「地域活性化」と「子どもの笑
顔づくり支援」として、南阿蘇鉄道立野駅周辺整備事業
や村内小中学校に対し多額の寄付をいただきました。

　6月22日、ちょうよう保育園で園内消防大会が開催
されました。この行事は合併前の旧長陽村で昭和の時代
から続くもので、近年はコロナ禍により、園児のみでの
開催でしたが、今回3年ぶりに保護者や南部分署の消防
職員も参加しての開催となりました。
　園児による「幼年消防クラブ」が設立されたほか、通
常点検やミニポンプ操法の実演もおこなわれ、大人顔負
けの整然とした動きで、保護者や先生たちに大きく成長
した姿を見せてくれました。
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22 100歳の表彰とお祝い7
3キリン、南鉄共同イベント開催

100歳の表彰とお祝い

　平成24年7月に発生した九州北部豪雨災害から10年
となることを受け、7月2日、役場大会議室において追
悼式を執りおこないました。式にはご遺族の7人をはじ
め、村議会議員、村区長会、消防団本部、当時の消防団長、
立野を管轄する16分団などが参列されました。
　式では災害によって犠牲となられた人々への哀悼の意
を表し黙祷が捧げられ、村長が追悼の辞を述べたのち、
参列者が祭壇へ献花をおこないました。
　村として、ひとりの犠牲者も出さないため、引き続き
早めの避難を呼びかけていきます。

7
2 H24九州北部豪雨災害追悼式

　7月の「社会を明るくする運動強調月間」に併せ、運動
の啓発を目的として、7月1日に役場庁議室で総理大臣
と熊本県知事のメッセージの伝達式がおこなわれました。
　この運動は、すべての国民がそれぞれの立場において
力を合わせて犯罪や非行のない明るい社会を築こうとす
る全国的な取り組みであり、非行防止や薬物の危険性な
どを訴える活動がおこなわれます。

7
1 みんなで支える明るい地域作り

　7月2日、ロアッソ熊本、南阿蘇鉄道㈱、㈲木之内農
園の共同企画により、熊本地震で大きな被害を受けた立
野地区に復興のシンボルとして「ロアッソ花畑」を作り
ました。当日はロアッソ熊本のターレス選手、宮原選手、
クラブ南阿蘇の子どもたち、ロアッソ熊本ジュニアユー
ス阿蘇のコーチ・選手たちが一緒にコスモスの種をまき
ました。
　種まきの後はミニサッカー教室が開催され、選手と一
緒に元気いっぱいに走る子どもたちで大いに盛り上がり
ました。
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Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

　山口アイ子さん（第八駐在）が100歳を迎えられ、村
から表彰状とお祝いが贈呈されました。
　山口さんは、大正11年7月3日生まれ。「これまで長
生きできたのは、自然豊かな南阿蘇村に住んでいるおか
げ」と話されます。また、少し前までパソコンで囲碁を
されていたほか、現在は音楽を聞いたり韓国ドラマを見
て過ごすなど日々を若々しく穏やかに過ごされています。
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　7月12日、役場庁議室にて南阿蘇村と慶應義塾大学
大学院メディアデザイン研究科と熊本県畜産農業協同組
合連合会の三者による「阿蘇の農畜産業と環境保全に関
する相互連携協定」の締結式がおこなわれました。
　今回の協定は、あか牛の生産農家数が減少している現
状をふまえて、あか牛の生産と草原環境維持をテーマに
連携し、阿蘇の草原を活かす「エシカル（人や社会・環境
などに配慮した）な農業」の創出などを目的に締結され
たもので、今後さまざまな取り組みが期待されます。
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　7月11日、白水小学校で株式会社丸美屋による納豆
の贈呈式がおこなわれました。この贈呈式は、南阿蘇村
と株式会社丸美屋の間で今年の3月に締結された包括連
携協定による「次世代への食育分野に関した取り組み」
の一つとして納豆の日（7月10日）の翌日におこなわれ、
納豆は村内の小中学校全てに贈呈されました。
　株式会社丸美屋の東健社長からは「食育などを通して、
子どもたちが地元に愛着を持ってくれるような取り組み
に協力していきたい」と挨拶をいただきました。
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納豆の日、美味しい納豆を
たくさんいただきました

慶應義塾大学との
相互連携協定締結式

Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

〈問い合わせ〉（一社）みなみあそ観光局　℡0967（67）2222

みなみあそ観光局便り
今年はオリジナルグッズがもらえるスタンプラリーも！「南阿蘇のやさしい氷プロジェクト2022」
　2019年から始まった「南阿蘇かき氷マップ」。3年目となる
2021年には「南阿蘇のやさしい氷プロジェクト」として活動をグ
レードアップさせ、『山をのぼってでも食べたいかき氷』をコンセプ
トに、南阿蘇で素材にこだわって作られたかき氷を『南阿蘇のやさ
しい氷』としてまとめ、多くの人に楽しんでいただきました。4年
目となる今年は、更に楽しみを加えた「南阿蘇のやさしい氷プロジェ
クト2022」としてお届けします！
　例年可愛らしい手描きイラストが特徴の「かき氷マップ」は、今
年は2店舗増えて計9店舗に。昨年、かき氷を食べると店頭でマッ
プの店舗欄に押してもらえた“ごちそうさまスタンプ”は、今年は
バージョンアップし「ごちそうさまスタンプラリー」になりました。
掲載店舗にてスタンプラリーの台紙を配布しており、お店で該当のかき氷を食べると1店舗につき
1つ、店舗欄にスタンプを押してもらえます。集めた個数に応じてそれぞれオリジナルグッズ（ステッ
カー、手ぬぐい、Tシャツ）と引き換えができます。
　かき氷マップは観光案内所と掲載店舗にて配布中。ごちそうさまスタンプラリーは8月31日まで
掲載店舗にて実施しています。ぜひ、暑い夏の楽しみの一つとして、各店こだわりのかき氷を味わっ
てみてください。
※オリジナルグッズの引き換えは、道の駅あそ望の郷くぎの内のアクティビティセンター南阿蘇にて実施しています

南阿蘇村子育て支援センター わくわくひろば
℡0967（65）8580

段ボールでお気に入りの車を作りました！

〈お知らせ〉
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、開
所日時の変更や、行事予定の変更、中止の可能性
があります。村ホームページ、またはわくわくひ
ろば℡0967(65)8580にてご確認ください。

4日
10日
13日
18日
25日

（木）
（水）
（土）
（木）
（木）

風船遊び
大きくなあれ（身体測定）
閉所
新聞紙で遊ぼう
図書室へ行こう

参加の際には、必ず事前予約を!!

　「わくわくひろば」は、乳幼児から就学前のお子さんと保護者が一緒に遊べる、親子の交流や育児の情報交
換の場です。毎月楽しい行事などをおこなっておりま
す。どなたでも無料で利用できますので、子育てに不
安を感じたとき、一緒に子育てをする友だちが欲しい
ときなどお気軽にお越しください。

■開設日時　毎週火～土曜日（祝日は閉所）
　　　　　　午前10時～午後3時
■場　　所　LOOPみなみあそ2階
　　　　　　大字河陰145番地3

8月行事予定（午前10時30分から）

※8月の毎週火曜日をプールの日とします

〈申し込み・問い合わせ〉総務課 総務係　℡0967（67）1111

南阿蘇村職員採用試験のご案内
１．第1次試験日
２．第1次試験会場
３．受付期間

４．試験区分、受験資格など

５．申込用紙など

※1次試験の合格者は、10月下旬から11月中旬（予定）に2次試験を実施します。
※新型コロナウイルス感染症の影響で変更となる場合がありますので、最新情報は村ホームページからご確認ください。

9月18日（日）
熊本県立阿蘇中央高等学校（阿蘇校舎）　阿蘇市一の宮町宮地2460
8月12日（金）まで
【窓口】土・日曜日、祝日は除く午前8時30分から午後5時まで
【郵送】8月12日（金）までの消印のあるものに限り受け付けます

試験案内と申込用紙は、役場総務課に用意しています。また、村のホーム
ページからもダウンロードできます。

職　種 採用予定数 受験資格 勤務先および職務内容区　分

高等学校
卒業程度

一般
事務

1人
程度

平成5年4月2日から平成17年4月1日までに生まれ
た人

長部局または
教育委員会な
どに勤務し、
一般事務に従
事します。

高等学校
卒業程度

障がい者対象
一般
事務

1人
程度

平成5年4月2日から平成17年4月1日までに生まれ
た人で下記の①から③の要件のいずれかを満たす人
①身体障害者手帳の交付を受けている人
②都道府県知事または政令指定都市市長が発行する療
育手帳の交付を受けている人
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

村HP
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