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■募集団地（全７戸）
（3DK）
•高野台団地
　2戸　平成12年築
•立石団地　　　
　1戸　平成15年築
（1LDK）
•馬立団地　　　
　1戸　平成30年築
（3LDK）
•室町団地　　　
　1戸　平成10年築
•上ノ原団地（特定公共住宅）　　
　1戸　平成11年築
　1戸　平成16年築
※募集団地の最新情報や申込み資
格などは村ホームページをご確
認いただくか、お問い合わせく
ださい。
■申込み期間
　3月1日（水）から10日（金）の
午前8時30分～午後5時（土日祝
日を除く）
■申込み・問い合わせ先
定住促進課
℡0967（67）2705

　生きる力や希望を失いつつある

人に寄り添う「熊本いのちの電話」
では、電話相談員を養成する講座
の受講生を募集中。カウンセリン
グの基礎や電話対応を学びます。
　事前説明会も開催されます。詳
しくはホームページをご確認くだ
さい。
■時間
　毎週火曜日
　午後6時30分～8時30分
■会場
　熊本YMCA中央センター
　（熊本市中央区段山本町4-1）
■費用（学割有）
　前期／ 10,000円
　後期／ 12,000円
■期間
　前期／5月9日（火）～9月19日（火）
　後期／10月3日（火）～令和6年
　　　　3月19日（火）
■年齢
　20歳～70歳
■募集締切
　4月28日（金）
■事前説明会
　4月13日（木）
　午後2時、6時30分
　4月15日（土）午前10時30分
　各回1時間30分で定員20人、
　会場は、市民会館シアーズホー
ム夢ホール会議室
■問い合わせ・資料請求
熊本いのちの電話事務局
℡096（354）4343
平日午前10時～午後5時

　村内の学童クラブにおいて、以
下の通り会計年度職員を募集しま
す。詳しくは村ホームページをご
覧ください。
■職務内容
　学童クラブ指導員（補助）
■就労場所
　村内4放課後児童クラブ
■募集人員・年齢
　若干名
　18歳以上（資格不問）
■募集期限
　3月17日(金)
■問い合わせ
子育て支援課
℡0967（67）2715

　令和5年度の加入受付が3月か
らインターネットにて開始されま
す。万一のケガや賠償責任に備え
て加入しましょう。
　スポーツ活動・文化活動・ボラ
ンティア活動・地域活動をおこな
う4人以上の団体で加入できます。
　掛金は中学生以下の子どもが年
額800円から、高校生以上の大人
については活動内容によって金額
が異なります。詳しくはお問い合

わせください。
■問い合わせ
3月31日（金）まで
スポーツ安全協会熊本県支部
℡096（213）9015
4月1日（土）以降
（公財）スポーツ安全協会
【固定電話から】
0570（087）109
【携帯電話から】
03（5510）0033

 

　飼い犬には、毎年1回狂犬病予
防注射を受けさせることが狂犬病
予防法で義務付けられています。
　予防注射は、例年5月におこな
われる狂犬病予防集合注射または
かかりつけの動物病院で接種でき
ますので、広報誌などでご確認の
うえ、飼い主の責務として必ず受
けさせてください。
　また、飼い犬の死亡や飼い主変
更の際は、水・環境課に届出が必
要です。
■問い合わせ
阿蘇保健所
℡0967（24）9035
水・環境課
℡0967（67）3176

　県では「2050年県内CO₂排出
実質ゼロ」を目指し、地球温暖化
対策に取り組んでいます。
　このたび、温暖化や気候変動の
現状、対策の必要性、家庭で実践
していただきたい行動やCO₂削減
効果をまとめた「くまもとゼロ
カーボン行動ブック」を作成しま

した。
　県庁や水・環境課などで配布中
です。ホームページからもダウン
ロードできますので、みんなで
CO₂削減に取り組みましょう！
■取り組みの例
•シャワーの流しっぱなしはやめ
て、節水しましょう

⇒ガソリン約12ℓの使用に相当す
るCO₂削減（ガス・水道代　約
4,300円／年節約）

•近所は徒歩か自転車で移動しま
しょう

⇒ガソリン約38ℓの使用に相当す
るCO₂削 減（ガソリン代　約
6,000円／年節約）

■問い合わせ
県環境立県推進課
TEL096（333）2264

　子供服と絵本の交換会。もらう
だけの人も大歓迎！記念すべき第
10回は南阿蘇ケアサービス地域食
堂とコラボします。
　コロナの流行状況によっては中
止します。おゆずりの仕方などの
詳しくはFacebookからご確認く
ださい。
■日時
　3月19日（日）
　午後3時30分～5時
■場所
　LOOPみなみあそ2階
■今回のテーマ
　絵本、衣類は春夏物、保育園・
幼稚園・小中学用品、中学校の制
服、サンダルや水着、靴、バッグ
など。
※おもちゃはご遠慮ください。
■南阿蘇ケアサービスイベント
　午後1時からは南阿蘇ケアサー

ビスの第6回定期イベント、5時
からは地域食堂の食事提供スター
ト（テイクアウトのみ）子ども無
料。大人300円。食事のお申し込
みは南阿蘇ケアサービスまで℡
070（7892）6403
■問い合わせ
あそっこゆずりっこの会 椛島
℡090（9973）2926

　今年で19回目になる谷人たち
の美術館に参加してモノづくりの
仲間づくりしませんか。谷人たち
の美術館を通じてみなみあそ村の
活気ある魅力を一緒に育みましょ
う。
■会員資格
•みなみあそ村でモノづくりして
いる美術・工芸作家

•みなみあそ村在住の通年展示販
売しているギャラリーオーナー

•グループでの参加も可
　（詳しくは問い合わせください）
■募集期間
　1次募集　3月31日（金）まで
■開催期間
　10月1日～10日（予定）
■イベント参加費　
　5,000円
　別途、新規入会費5,000円・新
規ホームページ掲載費3,000円
■問い合わせ
谷人たちの美術館実行委員会
℡090（9507）5875 松山まで
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