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　荒尾市共同募金委員会では令和３年度の赤い羽根募金を財源に、地域で安心して暮らせ
る福祉のまちづくりを推進するため、福祉活動や福祉団体・ボランティア団体等の福祉活
動に係る事業費の一部を助成します。

令和４年度赤い羽根共同募金助成事業募集のお知らせ

○助成対象団体及び事業
　荒尾市内の福祉または福祉に関連する保健・医療・教育等の団体が令和４年度に行う
先駆的・開拓的な事業
○助成額
　１事業あたり助成額　上限３０万円
○助成対象事業の制限
　次の事業は対象となりません。
　（１）当該年度内に完了できない事業
　（２）会員、構成員のみを対象とする親睦や交流を目的とした事業
　（３）営利を目的とする事業
○対象経費
　助成金の対象となる経費は次のとおりです。
　（１）諸謝金：講演会や研修会等の講師への謝金
　（２）印刷製本費：事業実施のためのチラシや資料の作成費用
　（３）通信運搬費：切手、ハガキなど事務連絡等に係る費用
　（４）消耗品費：事務用品等の購入に係る費用
　（５）賃借料：施設、物品、車両の借用に係る費用
　（６）材料費：こども食堂等で必要な食材料に係る費用
　（７）保険料：損害保険等に加入する費用
○申し込み
　（１）申請期間　令和３年９月１日（水）～１１月３０日（火）
　（２）申込方法　申請書類を荒尾市社会福祉協議会に提出ください。
○申請の流れ

○その他
　応募については新型コロナウイルス感染拡大の影響などを考慮に入れて、実施時期等を
十分に検討したうえでご応募ください。
○お問合せ　荒尾市社会福祉協議会　☎６６ー２９９３

令和３年１１月末日まで

　低所得世帯に属する方が、高等学
校や大学等への進学に必要な経費や
入学に際し必要な経費を貸付する制
度です。原則として他の貸付制度の
利用が優先となりますが、まずはご
相談ください。また、資金の決定に
は一月以上を要しますので早めのご
相談をお願いします。

貸付限度額等資金の種類 償還期間 貸付利子

高等学校　　　月額35,000円以内

高等専門学校　月額60,000円以内

短期大学         月額60,000円以内

大学　　　　　月額65,000円以内

据置期間
経過後
20年以内

無利子
教育支援費

就学支度費 500,000円以内

教育支援資金（生活福祉資金）のご案内

【申し込み・問い合わせ】　荒尾市社会福祉協議会　☎66-2993

 

申請受付開始 審査委員会で
審査

運営委員会で
承認

助成金の交付
決定通知

事業の実施

令和４年２月ごろ 令和４年３月ごろ 令和４年４月ごろ
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再就職や転職を目指す方へ「職業訓練を受講しませんか」

　求職者支援制度とは、月10万円の給付金を受け
ながら、無料の職業訓練を受講できる制度です。新
型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされてい
る方や勤務日などが減少した方が、働きながら訓練
を受講しやすくするため、収入要件と出席要件に特
例措置が設けられています。（令和3年9月30日ま
で）詳しくは次のQRコードからホームページでご
確認のうえハローワークまでご相談ください。

詳しくは、QRコードからホー
ムページをご覧ください。

【お問い合わせ】
　　ハローワーク玉名　
　　☎0968-72-8609

仕事をやめて
職探し中

雇用保険
（求職者給付）

求職者支援制度
（職業訓練受講給付金）

雇用保険が
対象外だった

休業手当が
もらえなかった

休業支援金

これらの雇用関係の給付金以
外にも、緊急小口資金等の特
例貸付、住居確保給付金、生活
保護制度がありますので、こ
ちらもご覧ください。

（緊急小口資金等
の特例貸付、住居
確保給付金）

（生活保護制度）

朗読ボランティア養成講座開講！

　ボランティア養成講座を７月１２日（月）に開
講しました。昨年度はコロナウイルスの影響によ
り講座の開催を中止しましたので、２年ぶりの開
催となります。今年度は４名の方から申し込みが
あり、１２月までの約５カ月間で朗読の基礎を学
んでいただきます。受講生の皆さんどうぞよろし
くお願いします。
　また、点字、朗読講座は毎年５月に開講してお
り、次年度以降も開催する予定にしています。点
字や朗読に興味ある方からの受講をお待ちしてい
ます。

　

令和３年度

　社協では地域で見守りの組織を作り、組織的に
高齢者の見守り活動を行うことをおすすめしてい
ます。先日も万田西区からの依頼により座談会を
行い、現在、組織作りを進めています。
　社協の生活支援コーディネーターが地域に出向
き一から組織づくりをアドバイスしていますので
見守り活動に興味のある区長さん一度お話を聞い
てみませんか。詳しくは社協までお問い合わせく
ださい。

○お問合せ　荒尾市社会福祉協議会
　　　　　　生活支援コーディネーター
　　　　　　☎６６ー２９９３

こ
れ
ら
の
他
に
も

△２年ぶりの開催で４名の方が受講されています

○コロナ禍で、仕事に困っている方へ
もらえる可能性のある雇用関係の給付金をチェックしましょう

コロナ禍における求職者支援制度のご案内

△熊本労働局（上のQRコード）
のHPからこのバナーをクリック！

見守りの組織づくり座談会
　　　　　　　開催しませんか

△第１回目は民生委員、区長、福祉委員など区の
主要メンバーと打合せをしました。（万田西区）
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　荒尾市共同募金委員会では令和３年度の赤い羽根募金を財源に、地域で安心して暮らせ
る福祉のまちづくりを推進するため、福祉活動や福祉団体・ボランティア団体等の福祉活
動に係る事業費の一部を助成します。
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　荒尾市内の福祉または福祉に関連する保健・医療・教育等の団体が令和４年度に行う
先駆的・開拓的な事業
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　１事業あたり助成額　上限３０万円
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　次の事業は対象となりません。
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　（２）会員、構成員のみを対象とする親睦や交流を目的とした事業
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　（５）賃借料：施設、物品、車両の借用に係る費用
　（６）材料費：こども食堂等で必要な食材料に係る費用
　（７）保険料：損害保険等に加入する費用
○申し込み
　（１）申請期間　令和３年９月１日（水）～１１月３０日（火）
　（２）申込方法　申請書類を荒尾市社会福祉協議会に提出ください。
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再就職や転職を目指す方へ「職業訓練を受講しませんか」

　求職者支援制度とは、月10万円の給付金を受け
ながら、無料の職業訓練を受講できる制度です。新
型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされてい
る方や勤務日などが減少した方が、働きながら訓練
を受講しやすくするため、収入要件と出席要件に特
例措置が設けられています。（令和3年9月30日ま
で）詳しくは次のQRコードからホームページでご
確認のうえハローワークまでご相談ください。

詳しくは、QRコードからホー
ムページをご覧ください。
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　　ハローワーク玉名　
　　☎0968-72-8609

仕事をやめて
職探し中
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（求職者給付）

求職者支援制度
（職業訓練受講給付金）

雇用保険が
対象外だった

休業手当が
もらえなかった

休業支援金

これらの雇用関係の給付金以
外にも、緊急小口資金等の特
例貸付、住居確保給付金、生活
保護制度がありますので、こ
ちらもご覧ください。

（緊急小口資金等
の特例貸付、住居
確保給付金）

（生活保護制度）

朗読ボランティア養成講座開講！

　ボランティア養成講座を７月１２日（月）に開
講しました。昨年度はコロナウイルスの影響によ
り講座の開催を中止しましたので、２年ぶりの開
催となります。今年度は４名の方から申し込みが
あり、１２月までの約５カ月間で朗読の基礎を学
んでいただきます。受講生の皆さんどうぞよろし
くお願いします。
　また、点字、朗読講座は毎年５月に開講してお
り、次年度以降も開催する予定にしています。点
字や朗読に興味ある方からの受講をお待ちしてい
ます。

　

令和３年度

　社協では地域で見守りの組織を作り、組織的に
高齢者の見守り活動を行うことをおすすめしてい
ます。先日も万田西区からの依頼により座談会を
行い、現在、組織作りを進めています。
　社協の生活支援コーディネーターが地域に出向
き一から組織づくりをアドバイスしていますので
見守り活動に興味のある区長さん一度お話を聞い
てみませんか。詳しくは社協までお問い合わせく
ださい。

○お問合せ　荒尾市社会福祉協議会
　　　　　　生活支援コーディネーター
　　　　　　☎６６ー２９９３
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△２年ぶりの開催で４名の方が受講されています

○コロナ禍で、仕事に困っている方へ
もらえる可能性のある雇用関係の給付金をチェックしましょう

コロナ禍における求職者支援制度のご案内

△熊本労働局（上のQRコード）
のHPからこのバナーをクリック！

見守りの組織づくり座談会
　　　　　　　開催しませんか

△第１回目は民生委員、区長、福祉委員など区の
主要メンバーと打合せをしました。（万田西区）



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。

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。皆様の善意に厚くお
礼申し上げます。

【一般寄付】
　匿名　４名

相談料無料！
心配ごと相談実施しています

○日　時　毎月第２水曜日　
○場　所　荒尾市総合福祉センター
○申込み　予約が必要です。
　　　　　お電話でお申し込みください。
○申込先　荒尾市社会福祉協議会
　　　　　☎６６－２９９３

　社協では下記の要領で心配ごと相談を実施していま
す。司法書士が相談に当たりますので、法律に関する
相談も対応できます。お気軽にご相談ください。
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　次の方からフードバンク事業に食料を寄付いただき
ました。皆様の善意に厚くお礼申し上げます。

フードバンク事業に
　　寄付いただきました

 荒尾市役所職員一同　様

お

　
　礼

※社協では引き続きご家庭で不要となった食品の寄付
をお願いしています。詳しくは社協までご一報ください。

○お問合せ　荒尾市社会福祉協議会
　　　　　　☎６６ー２９９３

社協だより　2021・9・1　④この社協だよりは、赤い羽根共同募金助成事業を活用して発行しています。　

（６月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

伊　原　靜　美 亡夫 伊原　賢次 81 開

黒　澤　富　子 亡夫 黒澤　　等 92 南増永

荒　木　恵　子 亡母 西堀　房子 87 東屋形四丁目

坂　田　武　子 亡夫 坂田　　年 84 古庄原

垣　田　文　剛 亡母 垣田　サヨ子 95 春日市

大　倉　千代子 亡母 大倉　伊津子 92 菰屋南

荒　木　妙　子 亡夫 荒木　　繁 94 川登

寺　田　キヨ子 亡夫 寺田　晃洋 90 境崎中

松　永　征　子 亡夫 松永　利男 83 万田東

川　端　　　修 亡妻 川端　悦子 74 桜山町三丁目

坂　田　　　進 亡妻 坂田　タヅ子 88 中央東

西　田　輝　次 亡母 西田　トシエ 87 菰屋南

川　上　良　子 亡夫 川上　清司 82 金屋

黒　山　一　光 亡母 黒山　カツ子 92 宿

松　本　保　子 亡姉 櫻井　ハルエ 78 大正町一丁目

田　島　ミホ子 亡叔母 平嶋　テイ子 95 北増永

千　原　君　子 亡夫 千原　誠次 85 西原町二丁目

（７月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

木　山　稔　朗 亡母 木山　惠美子 59 府本上

前　村　　　敏 亡母 前村　トシ子 101 菰屋北

園　田　真寿美 亡父 木村　武治 88 南増永

坂　本　ミスミ 亡夫 坂本　政行 85 向陽台

矢　野　都美江 亡夫 矢野　輝康 86 上小路

田　上　栄　治 亡母 田上　年子 95 久留米市

田　島　千佐子 亡夫 田島　令司 63 北増永

浦　田　二　男 亡母 浦田　博子 88 金山上

猿　渡　允　敏 亡父 猿渡　芳信 65 緑ケ丘五丁目

大　淵　保　子 亡夫 大淵　雄二 71 井川口

宮　下　テル子 亡夫 宮下　二三 85 市屋

鍵　本　啓　子 亡父 北原　武雄 93 福岡市早良区

片　山　誠　也 亡母 片山　蓮子 96 牛水中

花　𠮷　百合子 亡夫 花𠮷　洋一 92 川後田

黒　山　末　行 亡兄 黒山　　弘 84 菊池郡菊陽町

（７月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

土　井　昭　光 亡母 土井　ますみ 73 助丸

柳　田　幸　子 亡母 山﨑　トシ子 93 熊本市中央区

島　村　信　子 亡夫 島村　敏道 91 打越

赤　星　善　生 亡父 赤星　善弘 86 宮内出目西

式　　　康　則 亡母 式　　ツル子 95 大牟田市

荒　井　　準雄 亡母 荒井　クスメ 92 府本上

末　杉　隆裕紀 亡叔母 末杉　ヤス子 87 菊池郡大津町

中　嶋　千佳子 亡夫 中嶋　福徳 91 市屋


