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　年間40講座、毎回異なるテー
マに沿った多彩な先生の講義や学
習活動を通して、新たな自分づく
り、仲間づくりをしてみませんか。
　安心して学べるよう、新型コロ
ナウイルス感染防止対策を講じた
うえで開講します。
■入学資格
　県内在住で、4月1日現在で60
歳以上の人
■募集人員
　熊本校：70人
　※定員を超えた場合は抽選
■募集期間
　3月10日（金）まで
■開催日時・場所
　毎週木曜日
　午後1時30分～3時30分
　熊本県総合福祉センター
　（熊本市中央区南千反畑町3-7）
■受講期間
　令和5年4月～令和6年3月
　毎週1講座×40回
■受講料
　入学金 5,000円
　受講料 16,000円
　（入学時に一括納入）
■申込方法
　健康推進課窓口に設置してある
入学申込書にて申し込み。
■問い合わせ
（一社）熊本さわやか長寿財団
℡096（354）3083
FAX096（354）3103

　死にたいと考えてしまうほど追
い詰められた時、人はどんな気持
ちになるのでしょうか。自分自身
のため、周りの人々のため、学び
を深めてみませんか。
■演題
　「自殺に傾くひとへの理解」
■講師
　札幌医科大学医学部 神経精神医
学講座主任教授　川西千秋 氏
■日時
　3月26日（日）
　午前10時30分～正午
■会場
　熊本市民会館シアーズホーム夢
ホール大会議室
　またはオンライン（ZOOM）参加
■参加者数（先着順）
　会場100人、オンライン400人
■申込方法
　二次元コードからホームページ
にて、または事務局へ電話にて要
予約、参加費無料
■申込期間・問い合わせ
2月1日（水）～3月23日（木）
熊本いのちの電話事務局
℡096（354）4343
平日午前10時～午後5時

　村内各小学校で実施している
「放課後子供教室」において、児童
の見守りや活動の補助をおこなう
スタッフを募集します。
　「放課後子供教室」とは、放課後
の空き教室を活用し、子どもたちが
安全・安心に過ごすための活動拠点
（居場所）を設け、地域の皆さんの
参画を得て「遊び」「学び」「体験」な
ど、さまざまな活動をおこないます。
　地域の子どもたちとふれあい、
一緒に活動しませんか。関心のあ
る人はお気軽にお問い合わせくだ
さい。
■活動場所
　村内各小学校（白水小学校・久
木野小学校・南阿蘇西小学校）
■活動時間
　概ね午後2時30分～5時
　月曜日～金曜日の週1日～2日
程度
※開催曜日は各学校と協議し、決
定します
■活動内容
　放課後子供教室プログラムの指
導補助、教室における安全管理、
下校時の確認など
■募集要件
　18歳以上の村民（高校生を除く）
で、子どもの健全育成に熱意があ
り、子どもと一緒に活動できる体
力のある人
■問い合わせ
教育委員会
℡0967（67）1602

　令和4年10月から令和5年10
月分の児童手当・特例給付を、受
給対象者の口座に振り込みますの
で確認ください。
■支給日
　2月10日（金）
※児童手当・特例給付は、年3回
の支給月（2月・6月・10月）に
4カ月分を支給します。

■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〉
•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

　出生時から南阿蘇村にお住まい
の第3子以降のお子さんに20万円
を支給しています（3歳になられた
年度末に支給します）。
■支給の要件
　第3子以降の子どもを扶養して
いる人で、次に掲げる要件を全て
満たす場合に支給します。
⑴全ての扶養義務者および支給対
象児が、支給対象児の出生日か
ら満3歳に達する年度の3月1日
まで連続して南阿蘇村に住所を
有し、かつ、居住していること

⑵全ての扶養義務者が、村税およ
び国民健康保険税を完納してい
ること

※子どもの人数については、18歳
以下のお子さんを数えることと
なりますのでご注意ください。

■申請の方法

　2月初旬頃に対象者宛てに申請
書を送付しますので確認してくだ
さい。
　なお、お子さんが就学などで村
外に住所があるなどがありました
ら、子育て支援課までお問い合わ
せください。
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967(67)2715

　令和4年11月8日に熊本県立劇
場において、令和4年度熊本県更
生保護事業功労者並びに本事業に
協力された以下の個人・団体が顕
彰されました。
■顕彰された人とその内容
　（順不同・敬称略）
　○法務大臣表彰
　　櫔𠩤優子（黒川）
　○熊本保護観察所所長表彰
　　古澤真紀（第四駐在）
　　甲斐八重子（第一駐在）
　　安達辰喜（中松二）
　○熊本自営会理事長表彰
　　南阿蘇村更生保護女性会
　○更生保護女性会会長表彰
　　長尾公代（中松一）

　去年の夏に引き続き、今冬も、
厳しい電力の受給状況となってい
ます。無理のない範囲での節電に
ご協力をよろしくお願いします。
■節電をお願いしたい期間
　3月31日（金）まで
■具体的な節電方法の例
•エアコンは、室内温度「20℃」
を目安に使用

•電気こたつは、設定を「強⇒中」
にして、上掛と敷布団を併用

•不要な照明は消す

　誰一人取り残さない持続可能な
熊本の実現に向け、熊本連携中枢
都市圏の市町村や「熊本県SDGs
登録制度」の登録企業などが連携
して、シーズ・ニーズ、希望する
プロジェクトのマッチングを支援
する「くまもとSDGsプラット
フォーム」を開設しました！
　ぜひ、会員となり、パートナー
シップによる取り組みを実現しま
せんか!?
　熊本の地域経済や地域課題に精
通するコンシェルジュが、プラッ
トフォームを活用して、SDGsに
関する取組等の情報共有や学びの
促進、会員同士のシーズ・ニーズ・
プロジェクトのマッチングを支援
します。
　詳細や申し込みは、下の二次元
コードからお願いします。

　令和4年12月15日に特定（企
業別）最低賃金が改定されました。
　詳しくは熊本労働局労働基準部
賃金室 ℡096(355)3202 にお尋
ねください。
■電子部品・デバイス・電子回路
など製造業

　896円
■自動車・自動車附属品・船舶製
造業など

　931円
■百貨店、総合スーパー
　855円

令和4年度
熊本県更生保護功労者
顕彰式

令和4年度
すこやか成長祝金の
支給

くまもとSDGsプラットフォーム
ホームページ

2月は児童手当の
支給月です

令和5年度
熊本さわやか大学
入学生募集

熊本いのちの電話
オンライン講演会

令和5年度
南阿蘇村放課後子供教室
スタッフ
募集

申し込みフォーム

くまもとSDGs
プラットフォーム

節電のご協力を
お願いします

必ずチェック最低賃金
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