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緊急小口資金及び総合支援資金
特例貸付の受付期間延長について
受付期間 令和4年6月末まで
新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で、生活資金にお悩みの
皆さまへ緊急貸付に関するご案内
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の
減少や失業等により、緊急かつ一時的な生計維持のための
資金を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で内定が取り消された方は対象では
ありません。

緊急小口資金
●貸付上限額
●据置期間
●償還期限

20万円以内
１年以内
２年以内

総合支援資金
●貸付上限額
2人以上世帯
単身世帯
貸付期間
●据置期間
●償還期限

月20万円以内
月15万円以内
原則 3か月以内
1年以内
10年以内

■貸付利子／無利子
■保証人／不要
■借入申込みに必要なもの
①世帯全員と続柄が記載された住民票(発行3カ月以内）
②身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカー
ド、健康保険証 等)
③申込者の預金通帳及び印鑑
④収入が減少・失業したことが確認できる書類
失業の場合･･･雇用保険受給者証、源泉徴収票、離職
票、退職辞令等の写し
廃業の場合･･･個人事業の廃業届出の写し
減収の場合･･･収入が減少したことがわかる書類の写し
■借入申込方法
①窓口での借入申込
必要書類をご準備のうえ、玉名
市社会福祉協議会の窓口へお越しください。
〇相談申込受付時間：午前10時〜午後４時（土日祝日
を除く）
②郵送による借入申込
熊本県社会福祉協議会ホームページ
（www.fukushi-kumamoto.or.jp/）から関係書類を
入手のうえ、必要な書類をご用意いただき、玉名市社
会福祉協議会へ郵送してください。

お問合せ先・郵送先

〒865-0016 玉名市岩崎88-4玉名市福祉センター内
社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会 地域福祉課まで
TEL 71-0080 FAX 72-0846

親子育ちの応援学級
子育てにおいて、不安に感じる保護者の方が子どもの特
性に合った接し方を学ぶことでうまくいくこともたくさん
あります。子どもへの関わり方と心の姿勢を学ぶ「親子育
ちの応援学級」を開催します。

講師：三浦佑子 氏
保育士から心理カウンセラーへ
現在、九州 AST 気功クリニック

対象者：玉名市にお住まいで、発達に気がかりのある
子どもがいる保護者または家族の方
会 場：玉名市福祉センター ２F 会議室 B（玉名市岩崎 88-4）
定 員：会場参加・Zoom 参加ともに 20 名（申込先着順）

参加費

無料

◆講話（70 分）と語りば（50 分）※子育ての悩みをお話できる場です。
◆時間は全て 10 時〜12 時です。
※新型コロナウイルスの影響により会場では実施せずに Zoom だけでの開催となる可能性があります。ご了承ください。
日

程

テーマ

親のつとめ

第1回

5月21日（土）

〜お父さんとお母さんの役割〜

第2回

6月15日（水）

〜「心」と「心」で繋がる〜

第3回

7月20日（水）

第4回

8月20日（土）

〜自分を認めて、自分を満たす〜

第5回

9月21日（水）

〜心のよりどころをつくる〜

愛着

しつけって何のためにする？
〜愛のある躾〜

自分ほめ

ここちよい我が家

締

切

5月18日
（水）
6月10日
（金）
7月15日
（金）

※QR コードの参加フォームか
らのお申込みまたは参加申込
書にご記入のうえ、社会福祉
協議会へ電話・FAX にてお
申込みください。

社会福祉法人
玉名市社会福祉協議会

（玉名市岩崎 88-４ 福祉センター内）
お申込み・お問い合わせ
TEL73−9050 FAX72−0846
9月16日
（金） http://www.tamasha.jp 担当 : 穴井
8月17日
（水）
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男性シルバー料理教室・シルバー料理サロン
参加者募集 受付期間：４月1日（金）〜４月２１日（木）
初めて参加される方

男性シルバー料理教室を卒業された方
令和４年度 シルバー料理サロン
実施日時：５月から３月まで 毎月１回
（計１０回・８月は休み） 午前１０時から
実施場所：横島総合保健福祉センター
対 象 者：男性シルバー料理教室に
参加されたことがある方。
募集定員：40 名（定員を超えた場合は抽選）
参 加 費：4,000 円（年間）

令和４年度 男性シルバー料理教室
実施日時：５月開講式（横島総合保健福祉センター）
６月から３月まで
毎月１回（計１０回）午前１０時から
実施場所：横島総合保健福祉センター
対 象 者：玉名市在住の６５歳以上の男性で、
料理に興味がある方。
募集定員：20 名（定員を超えた場合は抽選）
参 加 費：2,000 円（年間）
※不参加の場合でも返金はできません。
※会食はせず、作った料理は持ち帰ります。
申込み方法：所定の参加申込書に必要事項をご記
入いただき、最寄りの支所にご提出
ください。
抽選の可能性があるため、電話での
受付は行いません。

≪お問合せ・申込み先≫玉名市社会福祉協議会各支所
本
所：７１−００８０ 岱明支所：５７−４１４１
横島支所：８４−２２２８ 天水支所：８２−３７３７

熊本県高齢者スポーツ文化の集い
第34回 熊本県シルバー囲碁・将棋大会 参加者募集
日時

囲碁の部：令和 4 年 6 月 4 日（土）、
将棋の部：令和 4 年 6 月 11 日（土）

会場

●種目
囲碁

●お申込み方法
申込書により、郵送または、FAX で熊本さわやか長
寿財団まで送付してください。
申込書はホームページよりダウンロードしてください。

第34回

熊本県シルバー作品展

将棋

お問い合わせ・お申し込み

1,000 円
昭和 38 年 4 月 1 日以前生まれで
県内在住のアマチュアの方

〇上級の部（4 段以上） 〇中級の部（3 段・2 段）
〇初級の部（初段以下）
〇上級の部（2 段以上） 〇一般の部 ( 初段以下 )

作品募集

【出品規定】
◆参加者資格…昭和 38 年 4 月 1 日以前生まれで県内在
住のアマチュアの方
◆出品作品……①出品部門は日本画、洋画、写真、書、彫刻、
工芸の6部門。
②出品者により創作されたもので、他の
作品コンクール等に出品したことのない
ものとする。
③１人1点
◆出 品 料……1,000円
※作品搬入の際にお支払いください
◆テーマは自由

令和4年４月22日
（金）まで

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

●参加費
●参加資格

■受付：午前 8 時 45 分
■対局：午前 9 時 30 分〜午後 5 時

申込受付期間

申込受付期間

令和4年6月24日
（金）まで

◆出品規格…各部門により異なりますので熊本県さわやか
長寿財団ホームページよりご確認ください。
◆展示期間：令和 4 年 8 月 30 日（火）〜
令和 4 年 9 月 4 日（日）まで
◆展示場所：熊本県立美術館 分館
◆搬 入 日：令和 4 年 7 月 21 日・22 日
熊本県総合福祉センター
◆申込方法 申込書により、郵送または、FAX で
熊本さわやか長寿財団まで送付してく
ださい。申込書はホームページより
ダウンロードしてください。

〒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

ホームページhttps://www.sawayaka.or.jp/
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ま し た︒ご 厚 意 に 感 謝 い た し ま す と と も に︑玉 名
︵敬称略・順不同︶

市の福祉の充実のために大切に使わせていただき
ます︒
︻一般寄附︼
●令和三年度北岡手作りパン教室講座生一同

︿小田地区﹀
大谷 久子︵亡夫 隆夫︶
平山ミエ子︵亡夫 竹次︶

︿玉名地区﹀

亡叔母 西河久美子
︶

福田 憲三︵亡母 千代子︶
︿月瀬地区﹀
徳山 隆幸︵

︿大野地区﹀

︽香典返し︾ ………………………︿睦合地区﹀
……………………
次の方々から社会福祉協議会に︑香典返しにかえ
廣瀬 貴子︵ 亡父 小西義高︶
てご寄附をいただきました︒故人のご冥福をお祈り

西口佳予子︵亡母 サヨ︶

音堂 和子︵亡夫 隆史︶
前崎 良一︵亡母 フサ子︶ 穴見 俊治︵亡母 キヨ子︶

︵敬称略・順不同︶

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︒
︿玉名町地区﹀

泉︵亡母 妙子︶

和夫︵亡母 フサ子︶

明︵亡父 秋則︶

︿横島地区﹀

笠原 慶喜︵亡妻 千枝子︶ 境

小澤きよみ︵ 亡義母 ナツエ︶ 小村

小野 礼子︵亡母 ミチ子︶ ︿豊水地区﹀
吉田 輝美︵亡夫 法持︶
富永加代子︵亡夫 貞雄︶

大家

島村 和久︵亡母 クニ子︶

谷口ヨツノ︵亡夫 允聰︶

西村 孝明︵亡母 ヨシノ︶ ︿玉水地区﹀

井上 光義︵亡父 光夫︶

松永しのぶ︵ 亡母 前川八重子︶ ︿八嘉地区﹀

︿築山地区﹀
田上 幸二︵亡父 英二︶

︿伊倉地区﹀

斉藤 敬子︵ 亡義母 キヨ子︶

中山 勝弘︵亡妻 ヨシミ︶ 髙野 誠一︵亡子 匡︶

濱﨑 玉子︵亡夫 久壽生︶ 米田カヲル︵亡夫 輝國︶
︿滑石地区﹀
入江 彰信︵亡父 卓一︶

正憲︵亡妻 優子︶

︿小天地区﹀

豊︵亡子 崇︶
堤

勲︵亡父 僖邦︶

岸田
平見

宮﨑 晃一︵亡兄 祐一︶

作本サチヨ︵亡夫 國雄︶

︿梅林地区﹀

野中 輝義︵亡妻 ヒロ子︶

安方 富子︵亡夫 博喜︶
︿大浜地区﹀

内田 隆也︵亡父 雄一︶

日本赤十字救急法基礎講習を
開催しました

日本赤十字社救急法基礎講習を令和 4 年 2 月 19 日 ( 土 )

に実施いたしました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため、人数を制限しての開催になりましたが 5 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。

【社協プレゼントQuizコーナー】きずな３月号答え

善意の寄附のご紹介
︵令和 年 月１日〜令和 年 月 日受付まで︶
４

次の方々から社会福祉協議会にご寄附いただき

２

荒木 賢二︵亡弟 泉︶

⑦希望くんの眉毛

※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。

⑨積み木の円柱の向き

⑧子どもの髪の毛の色

②バッグひもの長さ

Q3. ①６月うまれ

◆相 談 日 毎月第３木曜日
◆相談時間 14：00〜16：00（1 組 30 分）
◆場
所 玉名市福祉センター
◆申 込 み 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

無料法律相談

⑤愛ちゃんの後ろの本

③野球ボール

Q2. ③てんじ

Q1. ①ピンク・白・緑

４

