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日

程

10:15 〜 開会
10:20 〜 手遊び・アンパンマン体操
10:30 〜 クリスマスバイオリンコンサート♬
11:00 〜 ★ブラックシアター★
11:15 〜 クリスマスじゃんけん大会
11:30 〜 サンタが来るかも･･･
12:00
閉会

日時：平成29年12月８日(金) ＡＭ10:15〜12:00
場所：玉名市福祉センター たまっ子らんど

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金を財源に発行しています。
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●戸別募金
●個人大口募金
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赤い羽根共同募金
実績報告
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法人募金

【第１回送金 平成２９年１０月２０日入金分まで】
〈順不同・敬称略〉

増田歯科医院／大進電気／コアハウス玉名店／㈲井上酒店／㈱天水総合カンパニー／玉名警察署／玉名地区交通安
全協会／玉名地区安全運転管理者等協議会／犬束歯科医院／㈱有明測量開発社／萬屋文具店／小森田工業／㈱フ
ンドーダイ五葉／玉名衣料／妙法寺／(合)かずや不動産／玉名高瀬郵便局／㈱玉名リサイクルプラザ／菊水堂／荒
木桂吾不動産司法書士事務所／ウラタスポーツ本店／マツヤマ服地店／フローリストかずや／㈲永松製作所／オガタ
玩具店／肥後高瀬もやい処／田尻高瀬飴本舗／㈲訪問看護ステーション和／玉名金属㈱／㈲倉組／福島眼科医院／
NTT印刷㈱熊本工場／坂本祐資税理士事務所／滑石デイサービスセンター一休／㈱耘野商会／㈲ハッピー薬局／㈱
マルヨ不動産／小太鼓／auショップ玉名／鶴上整形外科リウマチ科／大礒耳鼻咽喉科医院／岡本外科医院／第一滝
川写真館／㈲玉名民報印刷／マイアミ／三池生コンクリート工業㈱玉名工場／㈲橋本水産／㈲松尾鉄工所／姫浦興
産㈱／大浜漁業協同組合／㈲杉本海苔／滑石漁業協同組合／大浜町農業協同組合／光行寺／大浜郵便局／光善寺
／㈱マルコ建設／㈲きんかい／末広建設㈱／㈲里野建設／めぐみ保育園／大浜末広簡易郵便局／㈲ライスセンター
井口／ジャパン工業㈲／西口設備工業㈱／木本自動車整備工場／㈲田河商事／光専寺／玉名再資源㈲プレス工場／
㈱玉名サンモード／熊本中央信用金庫伊倉支店／来光寺／㈱富士金属／水上整骨院／熊本日日新聞玉名南販売セン
ター／佐藤胃腸科医院／元氣塾／大野内科クリニック／東パートナーズ／㈱南日本銀行玉名支店／城ヶ崎病院／㈱
栄光商事／伊倉郵便局／栄屋フーズ㈱立願寺店／まつおクリニック／熊本スチール工業㈱／総合メディカル㈱／しも
だ介護サービス玉名／JAたまな玉名南総合支所／㈲ウシジマ建設／㈲南九州理研／フラワーショップ・たんぽぽ／グ
リーンマート／味千ラーメン玉名店／玉名カントリークラブ／㈲桑田工業／本田自動車整備工場㈲石貫工場／吉田整
骨院／㈲たまきな建設／㈲不動組／はつみ美容室／㈱ウッドスペース／㈱アース／石貫簡易郵便局

個人大口募金
杉本泰男／今村築／秋𠮷正広／濱地清志／村田敏一
／大石イクヨ／鍋田健一／橋本太郎／緒方又寛／千蔵
忠志／坂本ノリ子／髙木重晃／坂田幸雄／黒木雅隆／
坂口正則／斉藤英史／谷陽一郎／杉本陽子／福田昭
一郎／松岡誠治／光田孝／米﨑津代美／村上佐弓／
前田正俊／米村トシ子

職域募金
さくらサポート／玉名市第２民生委員児童委員協議会
／横島町民生委員児童委員協議会／天水町民生委員
児童委員協議会／玉名市老人クラブ連合会天水支部／
ボランティア踊り菊踊会／

第３民生委員児童委員協議会活動報告
玉名市第３民協は、滑石・大浜・豊水・伊倉・八嘉校区からの 28 名で活動しています。毎月第２火曜日午前 10 時
から福祉センター会議室で定例会と研修会（意識と知識の向上）を行っています。地元にある施設を知ることを目的に
7 月には「さくら苑」への視察研修、８月は認知
症サポーター養成講座、10 月は赤い羽根「街頭
募金」を行いました。11 月は「たまきな荘」へ
の視察研修を行いました。
これからも民生児童委員としての、自覚と責
任を持って「誰もが笑顔で、安全に、安心して暮
らせる社会づくり」に貢献して行きます。

10月7日マミーズ滑石店

滑石小学校児童と一緒に募金活動の様子
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年末年始休館のお知らせ

平成２９年１２月30日〜
平成３０年１月1日まで
※1月2日は午後5時まで営業

休館日

平成２９年１２月31日〜
平成３０年１月1日まで

平成２９年１２月２８日〜
平成３０年１月4日まで

《横島総合保健福祉センターゆとりーむ》

休館日

休館日

《岱明ふれあい健康センター》

《たまっ子らんど》

休館日

平成２９年１２月２８日〜
平成３０年１月4日まで

休館日

休館日

《玉名市福祉センター》

《一本松交流館》

平成２９年１２月27日〜
平成３０年１月4日まで

《天水老人憩の家》

平成２９年１２月２８日〜
平成３０年１月4日まで
※12月28日は正午12:00まで営業

RUN 伴熊本２０１７開催！
去る 11 月 3・４・５・11 日に熊本県の各エリアにおいて「和になろう
RUN 伴」をキャッチフレーズに RUN 伴熊本２０１７が開催されました。県
下全域でランナー（認知症当事者含む）
、スタッフを含め約 500 人の皆さん
が参加されました。
玉名エリアでは、荒尾市、長洲町と共に「あ・な・たの RUN 伴」を掲げ、
金魚と鯉の郷広場（長洲町）を目指し、タスキを繋ぎました。当事者 7 名を
含む 36 名のランナーが参加され、各中継地点や沿道では一般市民の皆さん
の応援や、参加された当事者の方からは、
「楽しかった、また来年も走ろかね。
」
との言葉もあり、スタッフ一同また新たな力を頂いた一日となりました。
北海道からスタートした、
「認知症と言える社会」を目指すタスキは、い
よいよ沖縄へとつながれます。

玉名市包括支援センター スタッフ募集（急募！
！）
玉名市包括支援センターでは、高齢者の在宅生活を支える業務を担うスタッフを募集します。
■応募資格：保健師又は看護師・社会福祉士・介護支援専門員
■業務内容：相談支援・介護予防ケアプラン作成
■給
与：当社協の規定による
■雇用期間：①平成29年12月1日〜平成30年12月31日まで１名
②平成30年4月1日〜平成31年3月31日まで１名
■勤 務 日：月曜日〜金曜日〈祝日及び年末年始除く）

■勤務時間：8時30分〜17時15分
■選考方法：個別面接により採否を決定します。

■お問合せ先・応募については
玉名市社会福祉協議会 担当：北原
TEL 0968−71−0080
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善意の寄付のご紹介

玉名市社会福祉協議会

各種相談事業

心配ごと相談所

30

︵平成 年 月１日〜平成 年 月 日受付まで︶

00

◆開設日
毎月第１木曜日
時 分〜 時 分
◆場 所
玉名市福祉センター
◆連絡先
TEL71︲0080

15

31

︽一般寄付︾ ……………………
……………………
次の方々から社会福祉協議会にご寄付いただ
き ま し た︒ご 厚 意 に 感 謝 い た し ま す と と も に︑
玉名市の福祉の充実のために大切に使わせてい
ただきます︒
︵敬称略︶
︻一般寄付︼ 石貫北石４区

無料法律相談

◆開設日
毎月第３木曜日
時 分〜 時 分
◆場 所
玉名市福祉センター
◆連絡先
TEL71︲0080

16

事
※前予約が必要です︒
初
※めての方に限らせて
いただきます︒

00

30

10

︿小田校区﹀
吉冨 フクヨ︵亡夫 俊輔︶
永野 ハツメ︵亡夫 辰春︶
︿玉名校区﹀
永野 幸子︵亡母 ミス︶
︿月瀬校区﹀
髙田 栄次︵亡母 一子︶
︿石貫校区﹀
森 嘉子︵亡夫 健︶
︿睦合校区﹀
糸永 文子︵亡父 登︶
︿大野校区﹀
掘上 博幸︵亡父 𠮷治︶
木村 勝馬︵亡母 オスヱ︶
今村 猛美︵亡父 正美︶
竹森 健二︵亡母 春美︶
︿高道校区﹀
宮園 典子︵ 亡弟 畑中三直︶
︿鍋校区﹀
西村 陽一︵亡母 フユ子︶
︿横島校区﹀
坂西 晴美︵亡夫 秀敏︶
︿小天校区﹀
山本 ヒロミ︵亡夫 國助︶

14

13

29

︽香典返し︾ ……………………
……………………
次の方々から社会福祉協議会に︑
香典返しにか
えてご寄付をいただきました︒
故人のご冥福をお
祈りいたしますとともに︑
社会福祉の推進のため
により一層努力いたします︒︵敬称略・順不同︶
︿玉名町校区﹀
澤田 由加里︵ 亡母 安楽シズ子
︶
一瀬 久美子︵亡夫 孝義︶
櫻井 紀靖︵亡母 京子︶
中嶋 元美︵亡夫 貢︶
大原 一成︵亡母 綾子︶
︿築山校区﹀
髙田 由美子︵亡夫
修︶
山瀬 孝子︵亡夫 伍市︶
山下 勇夫︵亡母 公子︶
︿滑石校区﹀
牛丸 義征︵亡妻 富子︶
︿大浜校区﹀
村上 憲一︵亡母 イツコ︶
畠本 京子︵亡夫 孝吉︶
百田 茂︵亡母 テイ子︶
城戸 正次︵亡妻 裕子︶
清田 玲子︵亡父 田中 均︶
︿伊倉校区﹀
井上 博實︵亡妻 フク子︶
︿八嘉校区﹀
俊夫︶

たまな生活サポートセンターは今年度より活動を開
始し、現在の依頼会員数は 6 名、支援会員数は 54 名
です。依頼会員、支援会員どちらも募集しています。

支援会員の登録
心身ともに健康で、積極的に支援活動を行うこと
ができる方。
＊生活サポートセンターが実施する養成講座の受講
が必要です。

※活動時間は、1 時間以内が基本となります
（延長の場合は１５分１００円）
※全ての内容に『安否確認』が含まれます。
依頼会員の登録
・介護予防・日常生活支援総合事業の
ご担当の介護
支援専門員へ
利用対象者の方
ご相談ください
・要支援１・２の認定者の方
・65 歳以上で病気やケガのため一時的に支援を必要
とする方

10

杉本 千鶴子︵亡夫

○
『依頼』や『活動』をするには事前の会員登録が必
要です。

○
『活動』と『報酬』は？
１５分以内の主な活動（報酬額２００円）
・ゴミ出し（行政区内）
・電球や蛍光灯の交換 ・暖房器具の燃料入れ
・家具や家電の出し入れや収納 など
３０分以内の主な活動（報酬額３００円）
・植木や花壇の水やり
・郵便局や運送業へのお届け物代行
・話し相手 ・衣類の衣替え など
６０分以内の主な活動（報酬額５００円）
・ゴミ出し（コンテナ収集やセンター持込み）
・布団干し ・買い物の付添いや代行
・散歩の付添い など
一人暮らしや高齢者世帯で、ちょっとした日常生活
のお手伝いを頼みたいけど頼れる人がいない。そんな
不安を感じたことはありませんか？ ゴミ出しや買い
物支援など、生活サポートセンターは高齢者の在宅生
活を地域で支えるお手伝いをします。

玉名市岩崎 88-4 玉名市福祉センター内
TEL 0968−73−9050

たまな生活サポートセンター
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