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南阿蘇村地域支え合いセンター
南阿蘇村大字久石２７０５
（南阿蘇村社会福祉協議会内）
☎    ０９６７－６７－３６０７
Fax ０９６７－６７－０８０６

相談窓口のご案内（心配事、気になることがありましたらお気軽にご相談下さい）
　　　名　　　称
熊本こころのケアセンター
法テラス（高森）
熊本県消費生活センター
熊本地震いのちの電話

　　電話番号
０９６－３８５－３２２２
０５０－３３８３－０４６９
０９６－３８３－０９９９
０１２０－８７－４３４３
０９６７－６７－３０９９
０９６７－６２－９３９７
０９６７－６７－２５０１

　　　　　　備　　　　考
平日　９：００～１６：００
平日　９：００～１７：００
平日　９：００～１７：００
２４時間受け付け（無料）
久木野地区：南阿蘇村社会福祉協議会
白水地区：特別養護老人ホーム水生苑
長陽地区：特別養護老人ホーム陽ノ丘荘

2017年3月
第１号 南阿蘇村南阿蘇村

お 問 い 合 わ せ

お気軽にご相談ください。

そば道場

南阿蘇村役場

白川

南阿蘇村
社会福祉協議会

ＪＡ

　熊本地震で被災された方々が安心した日常生活を取り戻し、
生活再建できるよう、見守りや生活支援、健康づくりや地域交流
の促進など総合的な支援を行うところで、様々な事業に取り組ん
でいます。

●総合相談受付
　（関係機関へのつなぎ）　　　
●見守り安否確認
●個別訪問、巡回訪問による
　困りごと発見
●各仮設団地でサロン活動
●支え合いセンター
　連携会議の実施等

みなし仮設住宅、
　　　在宅のみなさんへ

皆様の生活の様子や
健康状態などを
お聞かせください。

被災された方々の生活再建をめざして
支え合いセンターが
活動しています。

こんなことに困っていませんか？
★最近、体調がよくない
★気軽に世間話が出来る相手がほしい
★なかなか仕事が決まらない
★福祉サービスを利用したい
★その他（何でも気になること）

お 知 ら せ コ ー ナ ー

自動車取得税災害免除制度 生活再生へ向けた相談窓口案内
・仕事が決まらない
・生活費が不足している
・義援金、支援金を使いきった
・保険証がなく病院に行けない
・一人暮らしで収入がなく
　今後の生活が不安・・・

お悩みの方に、生活再生の支援をします。

【県の委託事業】
グリーンコープ生活再生相談室
☎０９６－２４３－２１００
月～金、第３土曜　９：３０～１８：００

　日々の生活の中で不安や困りごとをお聞
かせください。一人ひとりに合わせた支援
内容を考え、専門の機関・団体と連携して、
解決に向けた支援を行います。
　仕事のこと、住まいのこと、生活費のこ
と、子ども・家族のことなど一人で抱えこま
ずにご相談ください。

【総合相談窓口】　
南阿蘇村社会福祉協議会
☎０９６７－６７－０２９４

　熊本地震で債務の返済が困難になった人
が、一定の財産を手元に残したまま、債務の
一部または全額免除を受けられる場合があ
ります。

（例）・住宅ローン　　
　　・カードローン
　　・自動車ローン など

【弁護士会の無料法律相談】
フリーダイヤル　０１２０－５８７－８５８
平日　１０：００～１６：００
（H２９.２.２１　熊本日日新聞）

生活困窮者自立支援制度被災ローン減免制度

　災害により減失または損壊した自動車の
所有者等が、その自動車に代わる自動車を
取得した場合、一定の条件を満たすものに
ついては、代替自動車に課税される自動車
取得税の全額を免除する制度が設けられま
した。
　申請期間等の要件は電話にてお問い合わ
せください。

【熊本県自動車税事務所】
☎０９６－３６８－４０２０
（「県からのたより」２０１７・２月号）

主
な
活
動

地域包括支援センター
（Ｈ２９.４.１～）
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サロンの予
定

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

（大津支え合い合同サロン
                    はれる～や） 

　支え合いセンターは、自由に集まれる場、住民同士の見守り、相談活動、サロンなどで、孤立防
止や生活不活発病防止などのお手伝いをします。これからも皆様の生活再建支援に取り組んで
いきます！

支え合いセンターの活動
みなし仮設訪問

　みなし仮設にお住まいの方々を訪問し、お話
やお悩みごとをお伺いします。
　支援情報・地域のことなどもお伝えしていき
ます。
　何かあればいつでもご連絡下さい。日程調整
後、お伺いいたします。

楽しくみなさんと交流しませんか？
お茶を飲みながらお話しや、健康体操等も実施しています。

訪問や電話による見守り支援

　生活支援相談員や生活支援補助員（14名）が各仮設
団地を定期的に巡回訪問し、困りごとや各種相談ごと
への対応をします。
　各仮設に１～2名の生活支援補助員がいます。

ＡＥＤ講習会開催

支え合いセンターの様子

　生活支援相談員、生活支援補助員でＡＥＤの使用
方法、心肺蘇生法など、いざというときに役立つ
知識を学びました。

AEDは、
各仮設ごとの
集会所に設置
してあります。

主任生活支援員１名、
生活支援相談員６名、
事務職員１名が配置
され、電話や訪問に
よる見守り支援、生活
課題の把握に努めて
います。

地域支え合いセンター連携会議の実施

支え合いセンターに関わる関係機関が、情
報共有・課題対応を図る為、毎月連携会議を
実施しています。

みなし仮設
在宅の方も　
お気軽にご参加ください

各仮設の集会場でサロンを開催しています！

サロンの様子
創
作
活
動
を

行
い
ま
す
。 体操や、

お茶の時間

楽
し
く
交
流

し
て
い
ま
す
。

生活不活発病とは？

災害や体調不良などをきっかけに生活が不
活発になり、体を動かさない状態が長く続
くことで心身の機能が低下する病気です。

予
防
の
ポ
イ
ン
ト

９：３０～１１：３０
１３：３０～１５：３０

９：３０～１１：３０
１３：３０～１５：３０

９：３０～１１：３０
１３：３０～１５：３０

１３：３０～１５：００

陽ノ丘仮設団地
長陽運動公園仮設団地

室南出口仮設団地

下野山田仮設団地
加勢ノ上仮設団地

室南出口仮設団地
岩坂仮設団地
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シリーズ健康雑学

◉毎日の生活の中で活発に動く
　ようにしましょう

◉動きやすいよう、身の回りを
　片づけておきましょう

◉歩きにくくなっても、杖などで
　工夫をしましょう

◉気分転換を兼ねて
　散歩や運動を
　しましょう
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