
　社協では昨年設置された潮湯憩いの場で６５歳以上の
方を対象にした介護予防体操教室とサロンを実施してい
ます。体操は毎週月、水、木曜の午前中に、サロンは毎
月第２木曜の午前中に開催しています。４月８日開催の
サロンでは防災講座を実施、防災マップの説明や防災カ
ードゲームを行いました。潮湯憩いの場ではこれからも
皆さんの役に立つプログラムを企画していきますので、
参加ご希望の方は社協までお問い合わせください。

「潮湯憩いの場」で
介護予防体操教室、サロンやってます！
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令和３年度　事業計画及び収支予算が承認されました
　３月に理事会・評議員会が開催され、令和３年度事業計画及び収支予算が承認さ
れました。社協では次の基本方針を掲げ、住民が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、地域福祉を発展・充実させていきます。

【基本方針】

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

貸付事業収入

事業収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス事業等収入

受取利息配当金収入

その他の収入

サービス区分間繰入金収入

勘定科目 金額

合　計

1,113,000
5,340,000
45,589,000
78,159,000
2,500,000
32,317,000
53,916,000
121,526,000
338,000
1,931,000
1,546,000

344,275,000

【収入】

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業支出

共同募金配分金事業費

助成金支出

固定資産取得支出

積立資産支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

252,433,000
48,216,000
27,507,000
2,500,000
3,180,000
7,662,000
660,000
1,659,000
1,546,000
8,495,000

353,858,000

勘定科目 金額

合　計

【支出】

○地域共生社会の実現に向けたささえあいの推進
○成年後見制度事業における中核機関機能の強化
○総合相談事業の体制整備と支援事業の強化
〇介護保険事業等の業務継続計画の作成及び介護職員の養成

　荒尾市共同募金委員会では令和３年３月に行われた配分委員会において、次の団
体の福祉活動に対する助成を決定しました。今回は公募枠に新たに２団体から応募
があり、より多くの福祉活動を支援することができました。共同募金委員会ではこ
れからも安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進するため多くの福祉団体の活動
支援を支援します。

令和３年度赤い羽根共同募金助成団体が決定しました

※令和４年度の助成団体の募集については９月号の社協だよりでご案内します。事業実施のための資
金が必要な方からの応募をお待ちしております。

団体名 助成決定額

荒尾市子ども会連合会
社会を明るくする運動荒尾市推進委員会
荒尾市青少年育成市民会議
荒尾地区保護司会
荒尾市老人クラブ連合会
荒尾市更生保護女性会
荒尾市手をつなぐ育成会
若竹会
荒尾市遺族会連合会
荒尾市民生委員児童委員協議会連合会
荒尾市ボランティア連絡協議会
荒尾市行政協力会
【公募】朗読サークルあらお
【公募】特定非営利活動法人道しるべの会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会

59,000円
34,000円
50,000円
36,000円
225,000円
18,000円
100,000円
45,000円
36,000円
540,000円
50,000円
45,000円
247,000円
300,000円
928,800円
160,000円
450,000円
735,955円
60,000円
225,000円
620,000円

親子野外指導者研修事業
荒尾市社会を明るくする運動実施
活動啓発事業
活動啓発事業
会員加入促進、活動啓発事業
市内巡回活動
会員研修事業
子育てフォーラム開催他
会員研修、啓発事業
会員研修、啓発事業
ボランティア研修事業
連携強化事業
朗読イベントの開催
難病患者コミュニケーション支援
福祉委員設置事業
ボランティア養成講座の開催
ボランティア団体育成事業
共同募金啓発事業
心配ごと相談
子どもサロン事業
歳末たすけあい事業

事業名

※事業計画、収支予算の詳細については荒尾市社会福祉協議会ホームページにて公開していますので、
そちらもご覧ください。

（単位：円） （単位：円）

募

　
　集
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△カーブスイオンタウン荒尾様からは
会員のフードドライブ活動により集め
られた食品をご寄付いただきました。

フードバンク事業へのご寄付ありがとうございました
　次の方からフードバンク事業へ
食品を寄付していただきました。
いただきました寄付は生活に困っ
ている方への支援に活用します。
ありがとうございました。

▽カーブスイオンタウン荒尾　様
▽（株）セブンイレブン
　　　　　　　　ジャパン　様
▽匿名（新生西区）
▽匿名（原区）

お

　
　礼

一般寄付のお礼
　次の方から社会福祉事業資金に役立ててほしいと心温まるご寄
付をいただきました。皆様からいただいた寄付はフードバンク事
業やレスキュー事業など、様々な社協活動の財源として活用させ
ていただいています。皆様の善意に厚くお礼申し上げます。

お

　
　礼

△荒尾青年会議所様、荒尾水害青年団体連合
様からご寄付をいただきました。

▽一般社団法人　荒尾青年会議所　様
▽荒尾水害青年団体連合　様
▽匿名

支援活動の財源に役立てられます

令和３年度ボランティア養成講座が開催されます

朗読ボランティア養成講座
〇開講式　　令和３年5月１０日（月）10：00～
〇開講日　　5月～11月　第２、第４月曜日
〇場　所　　荒尾市ふれあい福祉センター
　　　　　　荒尾市川登1777-12
〇受講資格　荒尾市在住の方
〇内　容　　視覚障がい者の方に広報紙や新聞等の書物
　　　　　　を朗読してCDに録音し、お届けするボラ
　　　　　　ンティアの養成講座です。※詳しい養成講
　　　　　　座の内容は開講式で説明を行います。
〇受講料　　無料
〇申し込み　荒尾市社会福祉協議会までお電話ください。
　　　　　　☎66-2993

令和３年度も次のとおりボランティア養成講座が開催されます。多くの方の受講をお待ちしております。

〇開講式　　令和３年5月１３日（木）13：00～
〇開講日　　5月～12月　毎週木曜
〇場　所　　荒尾市総合福祉センター
　　　　　　荒尾市下井手193-1
〇受講資格　荒尾市在住の方
〇内　容　　パソコンを利用して、視覚障がい者の方
　　　　　　に新聞や単行本の点訳をするボランティ
　　　　　　アの養成講座です。※詳しい養成講座の
　　　　　　内容は開講式で説明を行います。
〇受講料　　テキスト代1,520円
〇その他　　パソコンは各自ご持参ください。
〇申し込み　荒尾市社会福祉協議会までお電話ください。
　　　　　　☎66-2993

点字ボランティア養成講座

まだ間に合います！

「特殊詐欺ゲキタイかるた」を作りました

△セブンイレブンジャパン様からは食
品とともに日用品もご寄付いただきま
した。

生活にお困りの方への支援に活用しています

サロンなどの地域活動でご活用ください

　社協ではこの度、「特殊詐欺ゲ
キタイかるた」を作成しました。
このかるたは宮城県警が作成した
もので、同県警からデータをダウ
ンロードして作りました。かるた
を楽しみながら詐欺行為などを撃
退できる内容となっていますの
で、サロン等でぜひご活用くださ
い。詳しくは社協までおたずねく
ださい。

〇お問合せ　荒尾市社会福祉協議会
　　　　　　☎６６ー２９９３

△かるたで楽しみながら振り込め詐欺
などを撃退することができるような内
容になっています！

△一枚一枚職員が手作りをしました。
サロン等でご活用ください。

社協だより　2021・5・1　②
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告
令和３年度　事業計画及び収支予算が承認されました
　３月に理事会・評議員会が開催され、令和３年度事業計画及び収支予算が承認さ
れました。社協では次の基本方針を掲げ、住民が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、地域福祉を発展・充実させていきます。

【基本方針】

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

貸付事業収入

事業収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス事業等収入

受取利息配当金収入

その他の収入

サービス区分間繰入金収入

勘定科目 金額

合　計

1,113,000
5,340,000
45,589,000
78,159,000
2,500,000
32,317,000
53,916,000
121,526,000
338,000
1,931,000
1,546,000

344,275,000

【収入】

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業支出

共同募金配分金事業費

助成金支出

固定資産取得支出

積立資産支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

252,433,000
48,216,000
27,507,000
2,500,000
3,180,000
7,662,000
660,000
1,659,000
1,546,000
8,495,000

353,858,000

勘定科目 金額

合　計

【支出】

○地域共生社会の実現に向けたささえあいの推進
○成年後見制度事業における中核機関機能の強化
○総合相談事業の体制整備と支援事業の強化
〇介護保険事業等の業務継続計画の作成及び介護職員の養成

　荒尾市共同募金委員会では令和３年３月に行われた配分委員会において、次の団
体の福祉活動に対する助成を決定しました。今回は公募枠に新たに２団体から応募
があり、より多くの福祉活動を支援することができました。共同募金委員会ではこ
れからも安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進するため多くの福祉団体の活動
支援を支援します。

令和３年度赤い羽根共同募金助成団体が決定しました

※令和４年度の助成団体の募集については９月号の社協だよりでご案内します。事業実施のための資
金が必要な方からの応募をお待ちしております。

団体名 助成決定額

荒尾市子ども会連合会
社会を明るくする運動荒尾市推進委員会
荒尾市青少年育成市民会議
荒尾地区保護司会
荒尾市老人クラブ連合会
荒尾市更生保護女性会
荒尾市手をつなぐ育成会
若竹会
荒尾市遺族会連合会
荒尾市民生委員児童委員協議会連合会
荒尾市ボランティア連絡協議会
荒尾市行政協力会
【公募】朗読サークルあらお
【公募】特定非営利活動法人道しるべの会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市社会福祉協議会

59,000円
34,000円
50,000円
36,000円
225,000円
18,000円
100,000円
45,000円
36,000円
540,000円
50,000円
45,000円
247,000円
300,000円
928,800円
160,000円
450,000円
735,955円
60,000円
225,000円
620,000円

親子野外指導者研修事業
荒尾市社会を明るくする運動実施
活動啓発事業
活動啓発事業
会員加入促進、活動啓発事業
市内巡回活動
会員研修事業
子育てフォーラム開催他
会員研修、啓発事業
会員研修、啓発事業
ボランティア研修事業
連携強化事業
朗読イベントの開催
難病患者コミュニケーション支援
福祉委員設置事業
ボランティア養成講座の開催
ボランティア団体育成事業
共同募金啓発事業
心配ごと相談
子どもサロン事業
歳末たすけあい事業

事業名

※事業計画、収支予算の詳細については荒尾市社会福祉協議会ホームページにて公開していますので、
そちらもご覧ください。

（単位：円） （単位：円）

募

　
　集
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△カーブスイオンタウン荒尾様からは
会員のフードドライブ活動により集め
られた食品をご寄付いただきました。

フードバンク事業へのご寄付ありがとうございました
　次の方からフードバンク事業へ
食品を寄付していただきました。
いただきました寄付は生活に困っ
ている方への支援に活用します。
ありがとうございました。

▽カーブスイオンタウン荒尾　様
▽（株）セブンイレブン
　　　　　　　　ジャパン　様
▽匿名（新生西区）
▽匿名（原区）

お

　
　礼

一般寄付のお礼
　次の方から社会福祉事業資金に役立ててほしいと心温まるご寄
付をいただきました。皆様からいただいた寄付はフードバンク事
業やレスキュー事業など、様々な社協活動の財源として活用させ
ていただいています。皆様の善意に厚くお礼申し上げます。

お

　
　礼

△荒尾青年会議所様、荒尾水害青年団体連合
様からご寄付をいただきました。

▽一般社団法人　荒尾青年会議所　様
▽荒尾水害青年団体連合　様
▽匿名

支援活動の財源に役立てられます

令和３年度ボランティア養成講座が開催されます

朗読ボランティア養成講座
〇開講式　　令和３年5月１０日（月）10：00～
〇開講日　　5月～11月　第２、第４月曜日
〇場　所　　荒尾市ふれあい福祉センター
　　　　　　荒尾市川登1777-12
〇受講資格　荒尾市在住の方
〇内　容　　視覚障がい者の方に広報紙や新聞等の書物
　　　　　　を朗読してCDに録音し、お届けするボラ
　　　　　　ンティアの養成講座です。※詳しい養成講
　　　　　　座の内容は開講式で説明を行います。
〇受講料　　無料
〇申し込み　荒尾市社会福祉協議会までお電話ください。
　　　　　　☎66-2993

令和３年度も次のとおりボランティア養成講座が開催されます。多くの方の受講をお待ちしております。

〇開講式　　令和３年5月１３日（木）13：00～
〇開講日　　5月～12月　毎週木曜
〇場　所　　荒尾市総合福祉センター
　　　　　　荒尾市下井手193-1
〇受講資格　荒尾市在住の方
〇内　容　　パソコンを利用して、視覚障がい者の方
　　　　　　に新聞や単行本の点訳をするボランティ
　　　　　　アの養成講座です。※詳しい養成講座の
　　　　　　内容は開講式で説明を行います。
〇受講料　　テキスト代1,520円
〇その他　　パソコンは各自ご持参ください。
〇申し込み　荒尾市社会福祉協議会までお電話ください。
　　　　　　☎66-2993

点字ボランティア養成講座

まだ間に合います！

「特殊詐欺ゲキタイかるた」を作りました

△セブンイレブンジャパン様からは食
品とともに日用品もご寄付いただきま
した。

生活にお困りの方への支援に活用しています

サロンなどの地域活動でご活用ください

　社協ではこの度、「特殊詐欺ゲ
キタイかるた」を作成しました。
このかるたは宮城県警が作成した
もので、同県警からデータをダウ
ンロードして作りました。かるた
を楽しみながら詐欺行為などを撃
退できる内容となっていますの
で、サロン等でぜひご活用くださ
い。詳しくは社協までおたずねく
ださい。

〇お問合せ　荒尾市社会福祉協議会
　　　　　　☎６６ー２９９３

△かるたで楽しみながら振り込め詐欺
などを撃退することができるような内
容になっています！

△一枚一枚職員が手作りをしました。
サロン等でご活用ください。

社協だより　2021・5・1　③



香典返し寄付のお礼
　次のとおり、金一封を社会福祉事業にお寄せいただきました。厚くお礼
申し上げますとともに故人のご冥福をお祈りします。（受付順・敬称略）
※香典返し寄付は、荒尾市社会福祉協議会と荒尾市福祉課にて受付けています。

この社協だよりは、赤い羽根共同募金により発行しています。

　社協では令和３年度から祝日も各種相談に応じるこ
とができるようになりました。生活資金の貸付けやフ
ードバンクの食材提供などへの対応もできますので、
お困りの方はご相談ください。

職員採用のお知らせ

【介護支援専門員】
〇業務内容　介護を必要とする方が介護保険サービスを
受けられるように、ケアプラン（サービス計画書）の作
成やサービス事業者との調整を行います。
〇募集人数　1人
〇雇用形態　正規職員
〇勤務　8時30分～17時15分　月～金曜日　週5日
〇就業場所　荒尾市下井手１９３番地１
　　　　　　荒尾市社会福祉協議会

　社協では、現在次の職種の求人を行っております。
興味のある方の相談や見学を受け付けます。詳しくは
社協のホームページをご覧ください。

一緒に働きませんか！
お
知
ら
せ

【登録ヘルパー】
〇業務内容　利用者宅に訪問して高齢者や障がい者など
の家事援助または身体介護を行います。
〇募集人数　1人
〇雇用形態　パート職員
〇必要な資格　介護職員初任者研修または介護職員実務
者研修（ヘルパー1、2級を含む）を修了している方、
あるいは介護福祉士の資格を有している方
〇勤務　①8時～18時のうち3時間程度（週3日程度）
②8時～13時のうち2～3時間程度（週3日程度）
③13時～18時のうち3時間程度（週3日程度）
※勤務の日数や時間は希望に応じる場合がありますので
ご相談ください。
〇就業場所　荒尾市下井手１９３番地１
　　　　　　荒尾市社会福祉協議会

【学童保育指導員】
〇業務内容　子どもの外遊び、部屋遊びの見守りなど
〇募集人数　2人
〇雇用形態　パート職員
〇勤務　13時30分～19時のうち4時間 月～土曜日 週5日
〇就業場所　荒尾市荒尾１０７４番地
　　　　　　交流拠点あおば

祝日も各種相談に応じます

お
知
ら
せ

○連絡先　荒尾市社会福祉協議会
　　　　　☎６６－２９９３

社協だより　2021・5・1　④この社協だよりは、赤い羽根共同募金により発行しています。　

（２月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

野　口　和　子 亡母 野口　喜代子 97 新生西

嶋　川　武　志 亡父 嶋川　喜代春 102 市屋

山　田　　　朗 亡母 山田　セツ子 90 大東

堤　　　將　人 亡母 堤　美代子 71 福岡市東区

田　上　小夜子 亡義兄 村口　満義 86 水島

小　﨑　トミカ 亡夫 小﨑　忠勝 73 深瀬丘

猿　渡　絹　子 亡夫 猿渡　英敍 92 大平町二丁目

髙　木　イツ子 亡母 髙木　ヒサ子 98 大島町四丁目

坂　上　公　満 亡母 坂上　紅美子 108 田倉

前　田　正　子 亡母 嘉藤　フイ子 86 玉名郡長洲町

山　﨑　トシ子 亡夫 山﨑　俊之 93 下赤田

森　　　和　広 亡母 森　ハツヨ 85 蔵満

藤　木　純　子 亡夫 藤木　清春 73 桜山町四丁目

猿　渡　伴　子 亡夫 猿渡　正人 65 開

（３月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

遠　藤　宏　文 亡妻 遠藤　由美子 63 上小路

末　吉　　　徹 亡父 末 吉 　 榮 85 大島下

不　破　日支子 亡夫 不破　博憲 82 高浜

江　上　篤　彦 亡母 江 上 　 照 94 月田

北　野　律　子 亡夫 北野　典爾 93 野原北

青　山　日出男 亡母 青山　惠美 94 上井手下

河　口　重　憲 亡母 河口　ミスエ 101 熊本市中央区

藤　井　和　信 亡母 藤井　美代子 93 宮内出目東

石　橋　美佐子 亡夫 石 橋 　 讓 68 唐池

福　島　和　子 亡夫 福島　博元 83 四ツ山町三丁目

井　上　敏　子 亡夫 井上　繁廣 72 新生

野　中　義　浩 亡父 野中　奎剛 89 野中

相　浦　サキ子 亡夫 相浦　傳生 89 大和

（３月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

八　尋　一　子 亡母 近藤　初子 90 八幡台四丁目

井　上　悠　二 亡母 井上　笑子 98 上井手上

池　田　マチ子 亡母 渡邉　喜代子 101 大正町一丁目


