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たまなファミリーサポートセンター
あなたの子育てを応援します！
子育ての援助を受けたい方 ( 依頼会員 ) と子育ての援助を行いたい方 ( 協力会員 ) が会員となり、たまなファ
ミリーサポートセンターが仲介して、お互いの信頼関係のもとに援助活動を行います。地域の中で安心して子
育てができる環境づくりを目指す子育て支援組織です。

こんな時に利用できます。
●預かりをお願いしたい
・乳幼児を連れて出かけにくいとき
・上のお子さんの授業参観や通院のとき
・保護者の病気や冠婚葬祭のとき
・子育てから離れてリフレッシュしたいとき
など
●送迎をお願いしたい
・保育園や幼稚園の送迎
・習い事への送迎
など

基本的なサポートの流れ
①会員の登録 ②援助の依頼
③センターが仲介し、協力会員を紹介
④事前打ち合わせ ⑤協力会員による援助活動
⑥活動終了後、報酬の支払い

援助
報酬

時間帯

報酬基準額

午前7時〜午後7時

1時間 600円

午後7時〜午後10時

1時間 700円

※1時間を超える場合は、30分ごとに基準額の2分の1を加算します。

会員について
●依頼会員 ( 子育ての援助を受けたい方 )
生後３ヶ月以降の乳幼児から小学校６年生までの子どもの保護者
●協力会員 ( 子育ての援助を行いたい方 )
心身ともに健康で積極的に子育て支援を行いたい方
※子育てサポーター養成講座の受講が必要です。

事前の会員登録と早めのご依頼をお願いします。
援助のご依頼後、援助内容に合う協力会員をお探しし、事前打合せを行います。
活動ができるまでに時間がかかりますので、早めの会員登録とご依頼をお願いします。
※援助内容に合う協力会員がいない場合はご依頼をお断りすることがあります。
お問い合わせ

たまなファミリーサポートセンター（玉名市社会福祉協議会）
〒865-0016玉名市岩崎88-4玉名市福祉センター内

ＴＥＬ：０９６８-７３-１１５１ FAX：0968-71-1150

社協ホームページ➡

日本赤十字社救急法基礎講習を開催しました。
日本赤十字社救急法基礎講習を令和３年２月２７日
（土）に開催しました。今年度は、新型コロナ感染症の
拡大防止のため、人数を制限しての開催でしたが４名の
参加があり、重傷者を発見してから救急隊へ引き継ぐま
での一次救命処置について学んでいただきました。
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公益財団法人みずほ教育福祉財団

第38回 老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
高齢化社会を迎え、高齢者が住みなれた街で安心して生活するための、地域住民・ボランティアによる主体
的かつ活発な福祉活動に対するニーズが、一段と高まっています。
本助成事業は、高齢者を主な対象として活動するボランティアグループおよび地域共生社会の実現につな
がる活動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、活動において継続的に使用する用具・機器
類の取得資金を助成します。
■助成対象要件
〇結成以来の活動実績が2年以上で、ボランティア数が
１０人から５０人程度のボランティアグループ。
〇高齢者のための活動および地域共生社会の実現につ
ながる活動を行っている高齢者中心のボランティアグ
ループ。
〇グループ名義の金融機関口座を有し、規約(会則)、会計
報告書類が整備されていること。
■助成対象外グループ
〇本事業の助成を過去3年以内に受けているグループ。
〇地域の老人クラブに加盟しているグループ及び老人ク
ラブ内の活動グループ。
〇自治会・町内会およびその内部機関。
〇法人格を有する団体(特定非営利活動法人)およびそ
の内部機関。
■助成対象となる活動内容
①高齢者を対象とした生活支援サービス。
②高齢者による、地域共生社会の実現につながる活動。
③高齢者と他の世代との交流を図る活動。
④レクリエーションを通して高齢者の生活を豊かにする
活動。

■助成金額
110グループ程度（1グループ10万円を限度）
■助成対象
①活動で継続的に使用する用具・機器類の購入費用
に限ります。
②運営経費(人件費、交通費、消耗品費)、研修経費(講
師謝金、会場費)等は対象外です。
③助成決定通知の到着前に購入された用具・機器は
対象外です。
■応募方法及び期限
所定の申請書に必要事項を記入の上、最寄りの社
会福祉協議会での推薦を得て送付。応募要領・申請
書の様式については、みずほ教育福祉財団ホーム
ページhttp://www.mizuho-ewf.or.jpよりダウ
ンロードするか最寄りの社会福祉協議会でお受け
取りください。
提出期限：令和３年５月２１日（金）
（必着）
【お問合せ・お申込み先】
公益財団法人 みずほ教育福祉財団 福祉事業部
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-5
TEL03-3596-4532 FAX03-3596-3574

令和３年度 熊本さわやか大学校のご案内
高齢者の方々の健康と生きがいづくり、そして社会参加の促進を図るとともに、
高齢社会のリーダーとなっていただくことを目的に開講しています。

入学資格

大

令和３年４月１日時点で60歳以上であり、
学習意欲のある県内在住の方

学

校

概

要

※すでに履修された方は受講できません。

募集定員

開講日

60名

午後１時30分

会

場

受講期間

講義回数

●提出する書類（郵送可）
入学願書・返信用封筒
（宛名を明記し、84円切手を貼ってください。）
※入学願書はホームページよりダウンロードして下さい。

応募手続

毎週木曜日
午後３時30分

受講料等
●入学金

熊本県総合
福祉センター

●申込期間

令和３年５月
令和４年３月

30回

5,000円

●受講料

12,000円

※入学時に一括納付

４月16日
（金）
必着

●入学願書の提出・問い合わせ先
一般財団法人 熊本さわやか長寿財団

一般財団法人

〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7（熊本県総合福祉センター３階）

TEL.096-354-3083 FAX.096-354-3103

入学者決定

入学者は、
決定後に郵送にてお知らせします。
なお、
入学希望者が
定員を超えた場合は、
主催者において抽選し決定します。

〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7（熊本県総合福祉センター3階）

TEL096-354-3083 FAX096-354-3103
【ホームページ】http://www.sawayaka.or.jp
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善意の寄附のご紹介
︵令和3年 月１日〜令和3年 月 日受付まで︶
次の方々から社会福祉協議会にご寄附いただきま
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・順不同︶
︻一般寄附︼
●令和２年度北岡手作りパン教室講座生一同

弘子 亡(夫 蕃 )

︿高道地区﹀
本田

正人 亡(妻 ミエ子 )

原崎富貴子 亡(夫 安明 )
田中
︿鍋 地区﹀
戸上耕太郎 亡(妻 スエミ )

門前さつこ 亡(夫 保之 )

)

︿横島地区﹀

(

てご寄附をいただきました︒故人のご冥福をお祈り

維子 亡(夫 幸郎 )

正子 亡(夫 征一 )

一般財団法人

○初級の部（初段以下）
【将棋】○上級の部(2段以上) ○一般の部（初段以下）

亡母 木下八重子

いたしますとともに︑社会福祉の推進のためにより
西山

順子 亡(夫 登 )

田中

愛子 亡(子 明美 )

●種目 【囲碁】○上級の部（4段以上) ○中級の部（3段、2段）

︽香典返し︾ ………………………
……………………
山本 沢子
次の方々から社会福祉協議会に︑香典返しにかえ

一層努力いたします︒
︵敬称略・順不同︶
藤尾

︿豊水地区﹀

悦子 亡(夫 一信 )

︿玉名町地区﹀
内平

正治 亡(母 ユキノ )

前田ゆい子 亡(夫 正房 )

岡本

久島

︿玉水地区﹀

岩本

中嶋由紀夫 亡(母 博子 )
︿伊倉地区﹀

次征 亡(妻 克子 )
︿玉名地区﹀

※玉名市に居住する方が対象です。※相談回数は年度内1回のみです。
※相談内容によっては、ご利用できない場合がありますのでご了承ください。

日常生活における悩みの中で、法律的な
知識を必要とする諸問題について弁護士
がお受けし、参考意見の提供を行います。

肥田ひろみ 亡(夫 健治 )
大野
静代 亡(夫 正光 )

)

道也 亡(母 スミエ )

迫丸

修 亡(母 誠子 )

節 亡(夫 禮二 )
荒木

横田

尚子 亡(父 信之 )

︿石貫地区﹀

京子 亡(母 佐智子 ) 橋野

︿築山地区﹀
大山

︿睦合地区﹀
(

亡母 吉永秀子

瑞子 亡(夫 敬之 )

達子

︿滑石地区﹀

) 松本

坂西

(

亡父 入江一芳

杉田クニエ 亡(夫 博喜 )
西辻惠美子

武人 亡(母 タツエ )

県内在住のアマチュアの方

毎月第3木曜日
14：00〜16：00（1件30分）
玉名市福祉センター
事前予約制（相談日の前日正午まで）
玉名市社会福祉協議会 TEL71-0080

◆相 談 日
◆相談時間
◆場
所
◆申 込 み

無料法律相談

1,000円
●参加資格 昭和３７年４月１日以前生まれで、

28

正弘 亡(母 秀子 )

申込書により、郵送または、FAXで右記まで送付してください。 TEL096-354-3083 FAX096-354-3103
申込書はホームページよりダウンロードして下さい。
【ホームページ】http://www.sawayaka.or.jp

〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7（熊本県総合福祉センター3階）

●お申込み方法

参加費
●申し込み受付期間：４月２３日（金）まで

2

︿大野地区﹀
柴尾

︿大浜地区﹀
寛光 亡(兄 国男 )

吉永

坂井

末吉ムツヨ 亡(夫 美清 )

熊本県総合福祉センター
５階研修ホール、２階第１･２会議室、３階第３･４会議室

会場

■対局：午前９時３０分〜午後５時
■受付：午前８時３０分

令和３年６月１２日（土）
将棋の部

令和３年６月５日（土）
囲碁の部

日時

2

熊本県高齢者スポーツ・文化の集い

第３３回 シルバー囲碁・将棋大会参加者募集

