
【写真】
　金山区でいきいきサロンの開始に向けた話し合
いを１月１８日に行いました。同区では令和元年
から貯筋体操教室に取り組まれていて、新型コロ
ナウイルス感染症の影響による休止期間を経て、
１月から自主活動を開始されました。このタイミ
ングでいきいきサロンの実施についても検討を始
められ、コロナウイルス感染症が落ち着いてから
の開始を目指されています。
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令和４年度ボランティア養成講座開講

朗読ボランティア養成講座（社協主催）

〇開講式　　令和４年5月９日（月）
　　　　　　午前10時～
〇実施日　　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　　広報紙や新聞等を朗読してCDに録音
　　　　　　し、視覚障がい者の方に郵送するボラ
　　　　　　ンティアを養成する講座
　　　　　　※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４年度も次のとおりボランティア養成講座を開催します。多くの方の受講をお待ちしております。

〇開講式　　令和４年5月12日（木）
　　　　　　午後１時～
〇実施日　　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　　視覚障がい者の方のためにパソコン
　　　　　　を利用して新聞や書籍の点訳をする
　　　　　　ボランティアを養成する講座
〇受講料　　テキスト代1,520円
〇その他　　講座の中盤からパソコンを使っての
　　　　　　講義となりますので、パソコンと点
　　　　　　訳ソフトを各自で準備していただく
　　　　　　ことになります。
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（社協主催）

　聴覚に障がいのある人が困っている時に、ちょっとした
手助けができる日常会話程度の手話表現が習得できます。

○日　時
【入門課程】
　令和４年4月４日～8月１日の毎週月曜（17回）
【基礎課程】　※入門課程を履修した人が対象。
　令和４年8月29日～令和５年3月27日の毎週月曜（28回）
○講習時間　午後6時30分～午後8時30分
○場　所　　長洲町町民研修センター
○申請方法　荒尾市福祉課で申込みを受け付けます。
○申込締切　令和４年３月３０日（水）
○受講料　　無料 
　　　　　　※テキスト代などは自己負担
　　　　　（7,600円程度）受講時にお支払ください。
○お問合せ　荒尾市福祉課福祉係（⑪－２窓口）
　　　　　　☎63-1406　
　　　　　　FAX62-2881

手話講座（荒尾市、長洲町主催）

　朗読サークルあらおでは視覚に障がいのある方
へ無料で広報あらお、社協だよりを録音したもの
を貸し出しています。他にも新聞、雑誌なども多
数そろえていますのでどうぞご利用ください。

【音声版】
広報あらお・社協だよりを
　　　　　　　　ご用意しています

▽お問合せ　荒尾市社会福祉協議会
　　　　　　☎66ー2993

視覚に障がいのある方へ

報
　
　
告

　この度、手話サークルわかぎ荒尾グループが

厚生労働大臣表彰を受賞しました。１月１２日

には荒尾市役所で伝達式が行われ、荒尾市長か

ら表彰状が手渡されました。

　同サークルは昭和６１年から聴覚に障害のあ

る方への手話通訳活動をはじめ、聞こえる人た

ちに手話への理解を進める活動などを３５年以

上継続されています。今回の表彰はこれらの功

績が認められての表彰となります。

　手話サークルわかぎ荒尾グループの皆様おめ

でとうございました。
△手話サークルの皆さんおめでとうございました。
１月のリーダー会で松下会長から受賞の報告をいた
だきました。

手話サークルわかぎ厚生労働大臣表彰を受賞

お
　
礼

報
　
　
告市民後見人養成フォローアップ講座開催

　令和3年１２月4日（土）荒尾市総合福祉セン

ターにおいて市民後見人養成フォローアップ講

座を開催しました。

　この講座は、令和元年度・令和2年度に市民後

見人養成講座を修了された方を対象に開催した

もので、当日は熊本家庭裁判所玉名支部による

講演のほか、講座修了後に地域福祉権利擁護事

業市民生活支援員としての活動を開始された修

了生との懇談会を行いました。

修了生との懇談会を行う！

△修了生との懇談会の様子

○一般寄付のお礼

　次の方から社会福祉に役立ててほしいと様々な寄付をいただきました。皆さんの善意に厚くお礼申し上
げます。皆様からいただいた寄付は荒尾市の地域福祉の向上のために有効に活用させていただきます。

△三池浩二様からはチャリティーショーの益金を
寄付していただきました

▽三池浩二　様
▽第一製網　株式会社　様
▽熊本中央信用金庫　荒尾支店信交会　様
▽熊本中央信用金庫　中央支店信交会　様

○フードバンク、その他寄付のお礼

△九州キリスト災害支援センター様からは様々な
日用品を寄付していただきました。同センターで
は災害が発生したときに役立てられるよう同セン
ターの敷地内に防災倉庫を設置され、地域のため
の物品を備蓄する活動も始められました。

▽九州キリスト災害支援センター　様
▽昭和町貯筋体操教室一同　様
▽キュウセツAQUA　様
▽匿名　３名

△昭和町貯筋体操教室の皆様からはフードバン
クの食材を寄付していただきました。

社協の活動に対するご寄付ありがとうございました
社協の活動に賛同いただける方からのご寄付をお願いします

△海陽中茶道部様からは茶道部の活動を通じて集
められた募金を寄付していただきました。

○赤い羽根共同募金への寄付お礼

▽荒尾海陽中茶道部　様

社協だより　2022・3・1　②
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社協だより　2022・3・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。

お
知
ら
せ

　ジョブカフェ・玉名ブランチでは就職に関するいろ
いろな相談を受けています。お気軽にご相談ください。

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

ジョブカフェ・玉名ブランチで
しごと相談・支援のサポートを
行います

○日　時　月曜～金曜　
　　　　　午前10時～午後5時
○場　所　玉名地域振興局２階
○内　容　面談、電話、オンラインによる
　　　　　就職相談（応募書類の書き方、
　　　　　面接指導など）、職業に対する
　　　　　適正診断、求人の情報提供、企
　　　　　業訪問による求人開拓
○対　象　就職を希望される方であれば
　　　　　どなたでもご利用できます。
○料　金　無料（要予約）
○お問合せ　
　　　　　ジョブカフェ・玉名ブランチ
　　　　　☎７４ー１１２５

熊本県地域無料就労相談窓口

社協だより　2022・3・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。　

（12月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

藪　内　新　平 亡妻 藪内　トモヱ 76 上小路
山　代　伸　治 亡母 山代　信子 84 四ツ山町二丁目
松　村　明　子 亡夫 松 村 　 司 75 川後田
境　　　孝　市 亡妻 境　小百合 83 樺上
白　尾　量　一 亡祖母 白尾　サエ子 87 月田
浦　田　徳　生 亡母 浦田　國子 97 金山下
起　田　政　実 亡母 起田　セツ子 84 深瀬
武　末　一　富 亡夫 武末　和由 85 大平町三丁目
栁　田　フ　ミ 亡夫 栁田　秀吉 96 大平町二丁目
坂　口　　　進 亡妻 坂口　澄子 83 一紡
宮　本　厚　子 亡子 宮本　裕里 53 桜山町三丁目
原　　　智惠子 亡母 原　ミサ子 93 打越
西　坂　千　里 亡夫 西坂　重秋 85 有明城
山　口　英　子 亡母 山口　一枝 98 万田中
森　﨑　景　介 亡母 森﨑　ツユ子 95 岱洋中
渡　邉　紀美子 亡母 渡邉　ヒサコ 89 万田中
中　村　義　彦 亡母 中村　妙子 92 新生

（1月分）
寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

関　島　秀　樹 亡父 関島　慶典 93 滋賀県大津市
近　藤　美加子 亡兄 近藤　宗則 71 中央西
中　川　繁　子 亡夫 中川　德弘 86 牛水上
今　村　康　文 亡父 今村　福光 95 府本下
田　上　ノブ子 亡夫 田上　義秋 90 下赤田
山　代　秀　德 亡母 山代　幸子 93 西原町一丁目
村　岡　正　昭 亡妻 村岡　ミスヱ 85 岱洋中
松　岡　昭　憲 亡姉 中村　清子 90 深瀬
山　﨑　　　泉 亡母 矢嶋　トミ子 91 南増永
川　上　直　之 亡母 川上　アイ子 91 今寺
池　田　サツキ 亡夫 池田　健治 90 岱洋中
元　山　孝　雄 亡母 元山　アサ子 93 境崎東
猿　渡　寛　良 亡母 猿渡　セイ子 92 開
松　嶋　久　義 亡母 松嶋　マスヱ 92 新生西
大　川　千　恵 亡母 大川　惠子 80 桜山町三丁目
大田黒　幸　子 亡夫 大田黒　眞也 84 大正町一丁目
春　日　美彌子 亡夫 春日　信人 88 桜山町三丁目

寄 付 者 名 続柄 物故者名 年齢 住所（行政区）

丸　尾　敦　子 亡夫 丸尾　昭光 93 府本下
西　島　　　宏 亡母 西島　ツヤ子 92 牛水上
笠　間　京　子 亡夫 笠間　恒義 83 牛水下
田　嶌　ナナヱ 亡子 田嶌　堅一 79 北増永
直　井　幸　子 亡夫 直 井 　 昭 73 菰屋南
菅　嶋　一　弘 亡母 菅嶋　慶子 89 長洲町
中　村　良　美 亡母 中村　經子 94 長洲町
嶋　川　㔟　次 亡妻 嶋川　蓉子 93 西原町二丁目
米　澤　佐代子 亡母 谷口　スミエ 101 上井手上

（1月分）


