
　民生委員と福祉委員合同の情報交換会を９月２９日に実施し
ました。例年、福祉委員のみで開催していましたが、連携を深
めるために、今回初めて民生委員と合同で開催し、活動に際し
ての困りごとについて話してもらいました。これから毎月２箇
所ずつ開催していきますので、福祉委員、民生委員の積極的な
ご参加をお待ちしています。

福祉委員と民生委員の連携深まる！
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歳末たすけあい事業　
　　地域で取り組まれる団体を募集します！

　社協では今年度も歳末たすけあい事業として、歳末に行われる地域活動の支援を実施します！次の取
組が対象となりますので、地域のみなさんのご応募をお待ちしています。なお、今年度も新型コロナウイ
ルスの感染に留意しながらの開催となりますので、例年とは実施内容を変更しています。ご注意ください。

○内　容　　ささえあい活動などの地域活動において
　　　　　　歳末にちなんだ地域の交流行事を実施す
　　　　　　る団体に材料費を助成します。
○対象者　　ささえあい活動などの地域活動に取り組
　　　　　　む団体
○助成数　　２０団体（申し込みが２０団体を超えた
　　　　　　場合は助成額を調整します。）
○助成額　　１団体あたり１万５千円まで
○申込み　　11月11日（木）13時30分から説明会
　　　　　　を開催します。その時に必要書類を提出
　　　　　　してください。
○応募条件　①交流事業実施当日にのぼり旗と募金箱
　　　　　　を設置し募金活動に協力できる団体
　　　　　　②赤い羽根共同募金の配分を受けている
　　　　　　趣旨を説明することができる団体

②年賀状送付事業特別助成①歳末地域活動特別助成

今年度も新型コロナウイルス感染症の影響により実施方法が異なります！

○内　容　　地域活動でひとり暮らし高齢者に年賀状
　　　　　　を送付する事業を実施されている団体に
　　　　　　対し、年賀はがきを現物給付します。
○対象者　　ささえあい活動など地域活動に取り組む
　　　　　　団体
○助成数　　２０団体（１団体あたり４０枚まで）
○申込み　　11月11日（木）13時30分から説明会
　　　　　　を開催します。その時に必要書類を提出
　　　　　　ください。
○応募条件　①歳末地域活動特別助成と同じ

③歳末地域生活支援事業特別助成
○内　容　　ささえあい活動などの地域活動において
　　　　　　歳末に高齢者等の生活支援の事業に取り
　　　　　　組まれる団体に対し、事業の実施に必要
　　　　　　な材料費等の経費を助成します。
○対象者　　ささえあい活動など地域活動に取り組む
　　　　　　団体
○助成数　　２０団体（申し込みが２０団体を超えた
　　　　　　場合は助成額を調整します。）
○助成額　　１団体あたり１万５千円まで
○申込み　　11月11日（木）13時30分から説明会
　　　　　　を開催します。その時に必要書類をご提
　　　　　　出ください。
○応募条件　①歳末地域活動特別助成と同じ

※今年度は新型コロナウイルス感染症予防のため餅つきと会食

を含む事業内容は申込みできません。ご了承ください。

令和３年度

赤い羽根共同募金運動始まりました

今年度もご協力をお願いします

　荒尾シティモールにおいて本年度の募金活動の
開始を告げる街頭募金活動を１０月１日に実施し
ました。赤い羽根共同募金は地域を良くするため
の活動資金として活用されており、荒尾市では子
どもサロン等の地域福祉を推進する事業に活用さ
れています。これから１２月まで学校、職域、各
世帯などで皆さんのご協力をお願いします。

募

　
　集

令和４年度分
共同募金助成金申請受付中！

　荒尾市共同募金委員会では現在、令和４年度の
共同募金助成事業を受け付けています。助成金申
請受付は１１月末日までとなっております。申し
込みの要領は以下のとおりとなりますので、ご確
認のうえお申し込みください。

○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

○申請期間　

　令和3年11月３０日（火）まで

○申込方法　

　申請書類を荒尾市共同募金委員会（荒尾市社協

　内）まで提出ください。

○お問合せ

　荒尾市共同募金委員会（荒尾市社協内）

　℡６６ー２９９３

活動資金で困っていませんか！

△シティモールでの街頭募金活動へのご協力あり
がとうございました

お
願

い

○お問い合せ　荒尾市社会福祉協議会（℡６６－２９９３）までご連絡ください。

社協だより　2021・11・1　②



お
　
礼

お
知
ら
せ

報
　
　
告

　令和２年度赤い羽根共同募金の助成を受けて福
祉車両を購入しました。購入した車両は車椅子対
応車でふれあい福祉センターの通所サービス事業
を利用されている皆さんの送迎に使用します。赤
い羽根共同募金にご協力いただいた皆様、大変あ
りがとうございました。

赤い羽根共同募金助成金で
　　　　福祉車両を購入しました

△利用者の送迎に大活用しています

荒尾第四中学校で
　　福祉体験学習を開催しました

　荒尾第四中学校で福祉体験学習を１０月４日に
実施しました。この日は３年生の生徒３９名が体
育館に集まり、不自由な体の疑似体験や車いす体
験などを行いました。体験後の振り返りでは「体
の不自由な方の気持ちが分かりました」という感
想が聞かれ、多くの生徒が高齢者と接する時にど
のような配慮をすべきかを学びました。　　　

「あらお防災人の会」　が防災担当大臣表彰を受賞

地域のささえあい座談会 開催しています！

　前号の社協だよりにてお知らせしていました地域の
ささえあい座談会を現在、多くの地域で開催してもら
い、地域の困りごとは何か、地域でどのような取り組
みを実施するかなどが話し合われています。万田西に
続き、緑ケ丘と倉懸でも座談会を実施し、買物支援、
公民館の常時開放などの意見が出され、取り組みを進
めていくことが決定されました。
　さらに、現在、荒尾市が策定を進めている、災害が
発生した時の避難行動を個別で計画を立てる「避難行
動要支援者個別支援計画」についても座談会で話し合
っています。災害時にも対応ができる見守りの組織づ
くりを提案していますので、興味のある区からの相談
をお待ちしています。 △倉懸区では普段の見守りの活動で災害時にも声

掛けができる組織に見直すことが決まりました。

　「あらお防災人の会」がこの度、令和３年度防災功
労者防災担当大臣表彰を受けました。荒尾市の防災士
の集まりである「あらお防災人の会」は日ごろから防
災に関する啓発活動を地域で取り組まれていて、本会
においても防災ボランティア養成講座やワークキャン
プなどでも講師として防災に関する講座にご協力いた
だいています。また、昨年７月の荒尾市における豪雨
災害が発生した際にも一番に本会に駆けつけ、災害ボ
ランティアセンターの活動にスタッフとして運営にご
協力いただいています。
　「あらお防災人の会」の皆様、おめでとうございま
す。　　　

△会長の甲木さんから表彰の報告がありました。

△車いす体験の様子

報
　
　
告

日頃の防災活動と昨年の豪雨災害からの復興支援に対する表彰

地域でいろんな意見が出されています！

排除しない社会の実現を目指して！車いすでも乗り降り楽々！

ぼ う さ い に ん
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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。

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　予約が必要となります。
　　　　　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

　社協では次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。

お
知
ら
せ

　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
匿名　８名

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
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（８月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

中　村　　　剛 亡妻 中村　和代 81 高浜

吉　田　　　稔 亡妻 吉田　豊子 89 野原北

大　石　詩　子 亡夫 大石　英一 87 大和

前　田　清　美 亡夫 前田　　均 63 牛水上

谷　口　誠　子 亡母 谷口　　幸 89 向一部

藤　﨑　勇　人 亡母 藤﨑　絹子 98 桜山町二丁目

地　福　收　一 亡母 地福　智子 96 大阪府寝屋川市

河　野　奈保美 亡夫 河野　福一 70 四ツ山町二丁目

落　合　俊　光 亡父 落合　節男 94 八幡台一丁目

菅　嶋　けい子 亡夫 菅嶋　博高 75 上井手上

中　山　　保博 亡母 中山　サカエ 99 牛水中

栃　原　愼　治 亡母 栃原　ツモリ 102 桜山町二丁目

（９月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

藤　岡　裕　之 亡母 藤岡　不二子 83 向一部

下　野　　　恵 亡夫 下野　勝寿 72 桜山町四丁目

松　山　美智子 亡母 松山　光子 101 大東

川　口　泰　弘 亡母 川口　孝子 72 月田

前　田　宏　喜 亡母 前田　テイ 107 金山下

松　尾　國　人 亡妻 松尾　繁子 80 山浦町

川後田　柳　子 亡姉 出村　礼子 69 一紡

前　田　　　進 亡父 前 田 　 控 95 南増永

畑　田　恵美子 亡父 平石　末男 90 東宮内

（９月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

衣　川　時紀男 亡母 衣川　マサ子 96 唐池

山　本　増　夫 亡母 山本　貴美枝 96 牛水下

石　丸　真　一 亡父 石丸　憲生 73 菊池郡菊陽町

中　矢　二六枝 亡兄 桑鶴　章治 87 福岡県久留米市

中　山　優美子 亡夫 中 山 　 保 85 牛水中

杉　山　信　子 亡夫 杉山　新治 81 万田中

橋　本　勇　介 亡母 橋本　文子 88 揚増永


