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　村では、公立3保育園を運営し
ていますが、保護者の就労状況や
ライフスタイルの多様化による保
育ニーズの変化、少子化による園
児数の減少および施設の老朽化に
伴う将来的な財政負担などの課題
があります。
　このため、保育園存続の課題な
ど今後の保育園のあり方を検討す
るため「南阿蘇村公立保育所のあり
方検討委員会」を組織し、第1回委
員会を7月14日に開催しました。
　委員会では、吉良村長が公立保
育所のあり方に関する検討を諮問
するため、委員長に選任された笠
野眞喜委員（村議会文教厚生常任
委員長）に諮問書を交付しました。
今年度において、公立保育所のあ
り方を検討していき、年度末に委
員会の検討結果をまとめ、村長に
答申する予定です。詳しくは村の
ホームページをご覧ください。
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967（67）2715

　里親制度とは、さまざまな事情
で親と離れて暮らす子どもを自分
の家に迎え入れ養育する制度です。

「里親」の種類のひとつとして、「養
育里親」があります。養育里親は
子どもを自分の家に迎え入れ、温
かな愛情と正しい理解を持ち、さ
まざまなサポートを受けながら公
的な責任のもとで養育しています。
　全国にさまざまな事情で親と離
れて暮らす子どもは、約45,000人、
養育里親として子どもを受け入れ
ている世帯は、約4,000世帯です。
社会的養護の子どものために、一
緒に子どもの健やかな成長をサ
ポートしてくださる里親を必要と
しています。
　慈愛園養育家庭支援センターき
らきらでは、熊本県から委託を受
けて、里親に関する総合的な支援
をおこなっています。興味のある
人はご相談ください。
■問い合わせ
慈愛園養育家庭支援センター
きらきら
℡096（383）8100

　現在、庁舎1階に設置してある
「ゆうちょ銀行ATM」が、11月
30日（水）をもって営業終了とな
ります。
　これまでご利用されていた皆さ
んには不便をおかけしますが、今
後は河陽郵便局内設置のATMを
利用していただきますようお願い

します。
　なお、現在設置してある肥後銀
行ATMについては、12月1日以
降も利用いただけます。
■河陽郵便局ATM営業時間
　平日　午前8時45分～午後6時
　土曜　午前9時～午後5時
　日曜　午前9時～午後0時30分
■問い合わせ
総務課
℡0967（67）1111
河陽郵便局
℡0967（67）0042

　熊本県では、「くまもと農業経営
継承支援センター」を設立して、
農業経営の継承を支援していま
す。
　「後継ぎへの代替わりの方法」や
「農業後継者がいない」などでお悩
みの人や「これから経営を引き継
いで農業を始めたい」あるいは「経
営規模を拡大したい」といった人
に、継承に向けたさまざまなサポー
トを無料でおこなっています。
　また、南阿蘇村農業みらい公社
でも農地のあっせんなどをおこ
なっていますので、詳しくは下記
までお問い合わせください。
■問い合わせ
農政課農政係
℡0967（67）2706

第1回南阿蘇村公立保育所の
あり方検討委員会を
開催しました

村庁舎ゆうちょ銀行
ATMの営業終了の
お知らせ

里親制度を
知っていますか

農業経営の継承を
支援します

　南阿蘇村では、行政区または敬
老会の対象者が5人以上所属され
ている団体において、敬老会を実
施された際に助成金を交付してい
ます。
　詳しくは、ホームページをご覧
いただくか、健康推進課までお問
合せください。
■対象者
　9月15日（木）時点で70歳以上
の南阿蘇村にお住まいの人
※対象者1人につき、年に1回限
り対象となります。

■申請者
　行政区の代表または敬老会対象
者が5人以上所属される団体の代
表者
■助成金額
•敬老会開催の場合
　1人あたり2,000円
•記念品配布のみの場合
　1人あたり1,000円
※いずれかの助成になります
■問い合わせ
健康推進課
℡0967（67）2704

　今年の夏は、厳しい電力の需給
状況となっています。熱中症予防
などに留意しつつ、支障のない範
囲でできる限りの節電にご協力い
ただきますようお願いします。
■節電をお願いしたい期間・時間帯
　7月1日～ 9月30日
　特に、午後5時～8時
■具体的な節電方法の例
•エアコン
　設定温度を1～2℃上げる
•照明
　不要な照明を消す

■日頃から取り組める省エネ・節
電方法の例

•エアコン
カーテン、すだれなどで日差し
を和らげる
フィルターの清掃を2週間に1
回程度おこなう

•冷蔵庫
　温度設定を強→中に見直す
　扉の開閉時間は短く

　子供服と絵本の交換会　もらう
だけの人も大歓迎！今回のテーマ
は絵本、衣類は秋冬物、保育園、
幼稚園、小中学用品、中学校の制
服、入園入学用品、防寒具などの
季節品など。新生児～高校生サイ
ズまでです。
■日時
　10月2日（日）
　午後3時30分～5時
■場所
　あそ望の郷　芝生の広場にて
■譲り方、もらい方
①譲る人も、もらうだけの人も
当日体温計測と受付を済ませ
る

②譲る人はレジャーシートを持
参して、その上に譲る物を並
べる

③各自自由にもらう
④帰る時に自分のレジャーシー
トに残っている物ごと責任
持って持ち帰る

■その他
•万全の体調でご参加ください
•コロナの流行具合によっては中
止します

•雨天中止
•午後5時からは南阿蘇の夜会も
始まります。ぜひ！

■問い合わせ
あそっこゆずりっこの会　椛島
℡090（9973）2926

　「子どもだけでなく、誰でも通
える場をつくりたい」そんな思い
から南阿蘇食堂（地域食堂）を始め
ます。
　第1回目の内容は、村内在住の
外国人が村民との交流を通して、
南阿蘇に来てよかった！良い思い
出になった！と感じてもらえる機
会になればと思っています。二部
以降はどなたでも参加OKなので、
お気軽にご参加ください（要予約）。
■期日
　9月25日（日）
■内容（複数参加可、定員各50人）
【第一部】（外国人向け）
　午後1時～2時30分
　災害対策講座
【第二部】（地域住民向け）
　午後3時～4時30分
　外国人交流会～世界を知ろう～
【第三部】（50食限定）
　南阿蘇食堂
　子どもは無料、大人300円
■場所
南阿蘇村ICT交流センター・専
門学校イデアITカレッジ阿蘇
河陽4518番地3

■予約・問い合わせ
南阿蘇ケアサービス　古澤
℡070（7892）6403

　南阿蘇村社会福祉協議会の主催
により、10月1日（土）に「南阿蘇
村福祉運動会」を開催する予定で
したが、新型コロナウイルス感染
の拡大防止のため中止します。
■問い合わせ
南阿蘇村社会福祉協議会
地域福祉係
℡0967（67）0294

敬老会事業助成について

節電のご協力を
お願いします

南阿蘇食堂と
定期イベント開催

第9回
あそっこゆずりっこの会
＋南阿蘇の夜会

南阿蘇村福祉運動会
中止のお知らせ

村HP

慈愛園乳児ホームHP

南阿蘇村農業
みらい公社

くまもと農業経営
継承支援センター

村HP

予約申込はこちらから
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