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　心と体は、どちらも自分自身で
す。寒い冬、閉じこもり、体が硬
くなると心までも縮こまってしま
います。
　心の元気アップ教室は、体をほ
ぐし楽しむと、自然と心に活力、
活気が湧いてくることを実感する
教室です。ぜひ、この機会に「心
に活力と活気の注入」をお試しく
ださい。
■申し込み・問い合わせ
　2月10日（金）までに役場住民
福祉課福祉係 ℡0967（67）2702
に申し込みください。
■開催日・時間
　2月17日（金）、3月17日（金）
　午前9時30分から11時30分
■開催場所
　LOOPみなみあそ
　フリールームA
■講師
　熊本県レクレーション協会

　山火事は、例年春先のほか秋か
ら冬にかけて発生しています。空
気が乾燥し、森林内の落葉などが
燃えやすい状態になっており、強
風などによりたき火が燃え移り、
山火事発生の危険性が高くなりま
す。山火事の原因の多くが、ちょっ
とした火の取り扱いの不注意で発
生しています。一人ひとりが森林
の大切さを認識し、防災意識を高
めることが大切です。

　山火事予防にあたっては、次の
ことにご留意ください。
①枯草などのある火災が起こりや
すい場所では、たき火をしない
②強風時および乾燥時には、たき
火や火入れをしない
③火入れをする際は、許可を必ず
受け、十分な実施体制をとる
④たばこは、指定された場所で喫
煙し、吸い殻は必ず消して、投
げ捨てない

　SNSをもっと活用したい！ SNS
ユーザーを理解して、事業PRとし
ての活用法について事例を交えな
がら話すセミナーです。
　2回講座で、事業者はもちろん、
社会人としてSNSを理解したい人
も大歓迎です。連続参加すると、
よりSNSを理解できます。
■第一回講座
SNSを理解し、ユーザーを理解
する
1月17日（火）
午後1時30分～2時30分
（受付午後1時15分～）
■第二回講座
SNSを活用し、事業をPRする
1月24日（火）
午後1時30分～2時30分
（受付午後1時15分～）
■参加費
　無料
■定員
　各20人（先着順）
　※どちらかだけの参加でも可
■場所

　イデアITカレッジ阿蘇
　河陽4518
■主催
　南阿蘇ITバレー協議会
■申し込み・問い合わせ
南阿蘇ITバレー協議会事務局
（担当：廣瀬）
℡090（7441）4674
※平日午前10時～午後4時。
support@idea-p.co.jp

　1月～2月は「はたちの献血」キャ
ンペーンの期間です。みんなで、
献血の輪を広げましょう！　
400mL献血・成分献血にご協力く
ださい。
　献血者が減少しがちな冬期は、
輸血用血液が不足しやすい季節で
す。このため、熊本県では1月か
ら2月の2カ月間、「はたち」の若
者を中心に、広く県民の皆さんに
対して献血を呼びかけています。
特に若い人たちで、献血をしたこ
とがない人は、ぜひご協力をお願
いします。

　近年、悪質業者の手口は複雑か
つ巧妙化しており、消費生活相談
は年々増加しています。本村では

心の元気アップ教室

山火事にご用心

SNSを使った
PRセミナー

「はたちの献血」
キャンペーン

平成22年度から専任の相談員を
配置し、問題解決のための助言や
関係機関への斡旋など、消費者保
護に努めております。また、平成
25年度からは高森町と連携し、相
談業務を広域的に処理することに
より、業務の効率化や消費生活に
おける安全性及び利便性を向上さ
せております。
　今後も継続して、消費者被害を
未然に防ぐための啓発活動の推
進、専任相談員の配置による相談
体制の充実を図ってまいります。

令和5年1月1日
南阿蘇村長　吉良清一

■消費者問題に関する問い合わせ
　南阿蘇消費者相談室
　℡0967（67）2244
■相談日・場所
　毎週火曜・木曜
　午前10時から午後3時
　南阿蘇村役場総務課

　ストレスケアの基本や、こころ
の基本的な構造、子どものこころ
の発達にも触れ、人が人を支援す
る際にベースとなる基本的な姿勢
について学びましょう。
■テーマ
「子ども・若者への心のケア」
～ストレスケアの基本と、子ど
も・若者たちが持つ力～

■講師
九州ルーテル学院大学人文学部
心理臨床学科教授
古賀香代子
（臨床心理士・公認心理師・精神
保健福祉士）

■日時
　1月21日（土）午後1時から
■会場
　菊池市中央公民館
　菊池市隈府872-1
■料金
　無料

■対象
　保護者および支援者
■連絡先
熊本県子ども・若者総合相談セ
ンター ～ COCON ここん～　

■問い合わせ
℡096（387）7000
月～金曜日
午前8時30分から午後9時

■第一次試験日
　2月4日（土）
■第一次試験地
　阿蘇広域行政事務組合
　大阿蘇環境センター未来館
■受付期間
　1月16日（月）から27日（金）ま
での午前8時30分から午後5時ま
で（土・日曜日を除く）
■採用日
　4月1日
■試験区分など
【区分】
資格免許職
【職種】
看護師
【採用予定人数】
1人程度
【職務内容】
事務部局福祉施設などに勤務
し、看護業務などに従事
【受験資格】
昭和47年4月2日以降に生まれ
た人で、看護師または准看護師
の免許を有する人
【第一次試験の内容】
作文試験
※第二次試験（面接試験）は、2
月下旬に実施します

■問い合わせ
阿蘇広域行政事務組合

事務局総務課人事係
℡0967（24）5111

　2月19日（日）、熊本市内にお
いて、「熊本城マラソン2023」が
開催されます。大会当日は、長時
間にわたり大規模な交通規制が実
施されますので、マラソンコース
沿線以外の通行可能な道路におい
ても、かなりの渋滞が予想されま
す。大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
　また、特に熊本市内へお出かけ
の際には、マイカーの使用を控え
るノーマイカーデーにご協力くだ
さい。交通規制についての詳細は、
「熊本城マラソンホームページ」を
ご確認ください。
■問い合わせ
熊本城マラソン実行委員会事務局
℡096（328）2373

令和4年度阿蘇広域
行政事務組合職員
採用試験案内

困難を有する子ども・
若者によりそいましょう
in菊池

「熊本城マラソン
2023」開催

申込はこちらから

熊本城マラソンHP

消費者行政に関する
意思表明
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