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令和３年度玉名市社会福祉協議会事業報告
重点目標１

地域でつながる人と場づくり

《取り組み》
①福祉教育の充実 ②地域の担い手育成
③ボランティア活動の推進 ④交流の機会の充実
教育機関と連携し児童・生徒が地域福祉への理解

新型コロナウイルス感染症の広がりにより、人と

と関心を高め、多様性を認め合い、共生意識の醸成

人とが互いに距離を取り、接触する機会を減らすこ

と理解促進のため福祉学習の実施や地域や職場、学

とが求められ、人々の活動や交流に大きな制約や制

校等で認知症サポーターの養成を進めるとともに、

限をもたらし、人々が集う事業をはじめ交流を目的と

たまな認知症応援団養成講座を開催し、認知症の方

した各事業・活動などが中止を余儀なくされました。

やその家族を支援する輪を広げ、やさしい地域づく

これからもつながりをたやさない地域社会を維持す

りに向けて応援者の育成に努めました。地域の担い

るために創意工夫をこらしお互いに支え合い、助け合

手となる人材を発掘・育成するため、さまざまな養

うといった思いやりの気持ちを醸成していくととも

成講座や講習会を開催するとともに、各種福祉団体・

に、人と人とのつながりや結びつきを深めていくよう

ボランティア団体の活動支援や教育機関等へ助成金

な、きめ細やかな地域福祉に取り組み、地域のあら

を交付するなど、地域活動・ボランティア活動の活

ゆる住民が生きがいと役割を持ち、自分らしく活躍

性化を図りました。

できる地域社会の活性化に向けた活動を支援します。

重点目標２

生活を支える体制づくり

《取り組み》
①広報・啓発活動の充実
②相談支援体制の充実とアウトリーチの徹底
③利用者本位の福祉サービスの提供
④包括的な支援体制の推進
多くの市民へ福祉情報の提供と地域福祉活動に対

よう包括的及び継続的に支援しました。

する理解と参加を促すため、広報誌やホームページ

成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等の利用

の活用、募集や事業チラシを作成するなど広報・啓

者が尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会へ

発活動に取り組みました。

の参加が図られるよう支援し、家族や関係者方の相

さまざまな相談を受け止め、不安の解消と課題解

談に応じ、必要な情報提供に努めました。

決に向けた助言や専門機関への適切な橋渡しに努

これからも地域福祉に関する啓発と地域における

めるとともに、昨年に続き新型コロナウイルス感染

多様な福祉ニーズを的確に受け止め地域福祉活動へ

症の影響による休業や失業で生活資金に悩まれる方

の参加機会の提供に努めるとともに、適切なサービ

へ関係機関と連携し、世帯が自立できるよう適切な

ス利用につながる情報提供や相談体制の充実を図

貸付にあたりました。

り、さまざまな福祉課題・生活課題に向き合う専門

包括支援センターでは高齢者が住み慣れた地域

機関としての役割を果たすべく、地域住民をはじめ、

で、その人らしい尊厳ある生活を継続することがで

関係機関や関係団体等と連携・協働し包括的な支援

きるよう介護保険制度による公的サービスのみなら

体制の充実に向けて取り組みます。

ず、インフォーマルな社会資源を自らが活用できる
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支え合いと助け合いの地域づくり

重点目標３

《取り組み》
①支え合いの体制づくり

②見守り活動の推進

③災害に備えた体制づくり

地域の中で誰もが安心して生活できるよう住民同

住民の主体的な生活支援等の助けあい活動をコー

士がお互いに繋がり支え合うことのできる地域づく

ディネートし、豊富な経験や知識を地域の活動に活

りを推進するため、日常的な見守りや声掛け活動

かすためのきっかけ づくりや地域で活躍する場を

を担う福祉協力員の設置に取り組み、ともに支え

提供するなど、地域福祉活動の活性化に取り組み

合う地域づくりの啓発に努め、ふれあいネットワー

ました。

クの体制づくりと活動の継続・活性化を図りました。

これからも「地域共生社会」の実現に向けて、

新たに鍋校区ふれあいネットワークが発足され、地

地域の助け合い活動とそれを支える地域での日常

域に合った支え合い活動が展開されるよう引き続き

的な人々のつながりを築く仕組みづくりに取り組

連携を図りながら継続的な支援に努めます。

み、災害などの緊急時に備え、平常時からの「顔

生活サポートセンターで、人と人とをつなぎ地域

の見える関係づくり」を支援します。

令和３年度玉名市社会福祉協議会決算報告
■社会福祉事業会計
（収入）

（支出）

科

目

科

（単位：円）

目

会費

7,048,000

法人運営事業

寄付金

6,739,936

共同募金配分金事業

（単位：円）
148,187,100
6,928,109

経常経費補助金

103,553,495

受託運営事業

44,120,199

受託金

165,526,354

介護保険事業

64,935,399

558,968

資金貸付事業

564,672

貸付事業
事業

17,249,016

障害福祉サービス事業

介護保険事業

59,077,436

指定管理施設管理運営事業

138,480,732

障害福祉サービス事業

16,170,500

支出合計

420,283,529

1,268,057

受取利息配当金
その他の収入
収入合計

当期資金収支差額合計

17,067,318

2,671,642

45,763,409

前期末支払資金残高

60,109,472

422,955,171

当期末支払資金残高

62,781,114

■公益事業会計
（収入）

（支出）

科

目

（単位：円）

受託金

75,458,909

介護保険収入

22,842,510

その他の収入

2,047,380

収入合計

100,348,799

科

目

包括支援センター事業
支出合計
当期資金収支差額合計

（単位：円）
93,106,289
93,106,289
7,242,510

前期末支払資金残高

22,780,845

当期末支払資金残高

30,023,355
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令和４年度

ワークキャンプ 事業

参加者募集

小学生（４年生〜６年生）向け「子ども民生委員」
民生委員と一緒に地 域をまわることで、一人暮らし
高齢者との交流や民生委員の役割を体験する。

プログラム№1

日時：７月３０日（土）９：００〜１２：００
場所：天水市民センター
募集定員：１５名

第2会議室

募集期限：７月２２日（金）まで

中学生・高校生向け「福祉の職場体験」
福祉施設を利用されている方とのふれあいを通して、
福祉や福祉施設について学びます。

プログラム№ 2

高校生以上向け「福祉の職場体験」
福祉施設を利用されている方とのふれあいを通して、
福祉や福祉施設について学びます。

プログラム№ 5

日時：７月２７日（水）９：００〜１６：００

日時：８月１日（月）９：３０〜１６：００

募集定員：１０名

募集定員：2名

場所：社会福祉法人

浩風会

岱山苑

募集期限：７月２０日（水）

場所：社会福祉法人

きらきら

募集期限：７月２5日（月）まで

プログラム№ 3

プログラム№6

日時：８月５日（金）９：００〜１６：００

日時：８月９日（火）９：3０〜１６：3０

募集定員：５名

募集定員：１０名

場所：社会福祉法人

天恵会

有明ホーム

募集期限：７月２９日（金）まで
プログラム№4

場所：社会福祉法人

玉医会

たまきな荘

募集期限：８月２日（火）まで
プログラム№7

日時：８月１９日（金）９：００〜１５：３０

日時：８月１８日（木）９：００〜１６：００

募集定員：５名

募集定員：５名

場所：玉名市社協たまっ子らんど（子育て広場）
募集期限：８月１２日（金）まで
※日曜日は受付しておりません。土曜日（9時〜16
時）は玉名市福祉センターでのみ受付けます。各
支所での受付は7月1日（金）開始となります。
※募集は定員になり次第締め切ります。

場所：社会福祉法人

若葉会

WAKABA

募集期限：８月１０日（水）まで

【お問合せ・お申込み先】
社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会
玉名支所 73-9050 岱明支所 57-4141
横島支所 84-2228 天水支所 82-3737
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参加者募集

令和４年度

子どもデイサービス事業

子どもたちが様々な体験や異世代間のふれあいを通して、人へ寄り添う気持ちや思いやりの大切さを学び、

自らの心を満たし成長していく場を提供することを目的とし子どもデイサービスを実施します。申込書や詳し
い実施要項は、7/1より玉名市社協各支所で配布、又は玉名市社協ホームページでもご覧いただけます。

日
場
■対

時：令和 4 年８月２日（火）〜８月４日（木）
９：００〜１６：００
所：岱明ふれあい健康センター

象：玉名市在住の小学校１年生〜３年生

■参 加 費：1,000 円

■定

員：２０名

■申込期間：７月４日（月）〜７月１５日（金）
※土曜日の受付は玉名支所のみ行います。

午前９時から午後５時まで（日曜除く）

※申込期間終了後、参加希望者が定員を超えた場合は、抽選によって参加者を決定します。
抽選に関する詳細は、実施要項をご覧ください。

ボランティア同時募集
子どもデイサービスにご協力いただけるボランティアを募集します。
子どもデイサービスボランティア募集の詳細は、玉名市社協各支所で配布、又はホームペー
ジの実施要項でご覧いただけます。
※新型コロナウイルス感染防止に留意し、3 年ぶりに実施します。
※新型コロナウイルスの感染状況により、内容を変更、又は中止する場合があります。
【お問合せ・お申込み先】
玉名市社会福祉協議会の各支所で受付します。
玉名支所：玉名市福祉センター内

TEL 73-9050

岱明支所：岱明ふれあい健康センター内

TEL 57-4141

横島支所：横島総合保健福祉センター内

TEL 84-2228

天水支所：天水市民センター内

TEL 82-3737
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令和４年度

キラ玉体操応援団養成講座（全８回）
受

講 者 募 集

玉名市では高齢者の元気づくり、認知症予防、閉じこもり予防等を目的とした、地域の皆さんが主

体となって活動される介護予防事業を推進しています。この講座では、元気づくりの基礎知識（フレ
イル・認知症・メタボの予防）やキラ玉体操を学び、地域の公民館で講座の内容を実践するととも

に、介護予防の大切さを広めていただけるサポーターを養成します。現在、公民館で活動されている
方、高齢者の元気づくりに興味のある方、どなたでも参加できます。

◆会 場：横島町公民館 多目的ホール（玉名市横島町横島３644）
◆定 員：４０名（定員を超えた場合抽選）
◆受講料：無 料
♦対象者：玉名市民で高齢者の元気づくりに関心があり、かつ本講座を未受講の方

※市外にお住まいの方でも玉名市内の公民館でサポーター活動ができる方は、申込可能です。

◆申込方法：玉名市包括支援センター本所、各支所、高齢介護課の窓口または、社協ホームペー
ジにある申込書に記入し、提出もしくは、ＦＡＸにてお申込みください。
◆申込締切：令和４年８月
日

付

第１回

9 月 1日（木）

第２回

9 月１5 日（木）

第３回

9 月２2 日（木）

第４回

9 月２9 日（木）

第５回

１0 月 6 日（木）

第６回

１0 月１3 日（木）

第７回

１0 月２0 日（木）

第８回

１0 月 27 日（木）

15 日（月）

時

間

内

容

【講 師】
北尾 昌平 氏（理学療法士）
株式会社 ともいきLabo代表取締役

9:30〜12:00

【内 容】
○地域で暮らし続けるために(介護予防の重要性)
○元気づくりの基礎知識
（フレイル・認知症・メタボ予防）
○体操を安全に行うための基礎知識
（リスク管理・熱中症予防）
○キラリかがやけ玉名体操（健やか体操など）
○体力測定の方法
○一般介護予防活動の見学
○健やか体操の指導（実践） 他

※新型コロナウイルス感染症等の影響により延期、中止の可能性もあります。ご了承ください。
★可能な限りの全日程の受講をお願いします。
★ご自宅で検温され、必ずマスクの着用をお願いします。
★筆記用具、水分補給用の飲み物、タオルをご持参ください。
★体温調節のできる、動きやすい服装でご参加ください。

【お問合せ・お申込み先】

・玉名市包括支援センター
玉名市岩崎８８番地４

・玉名市役所

高齢介護課

玉名市岩崎１６３

生活支援コーディネーター

中山

TEL ７１―０２８５ FAX ７１−０３６０
高齢者支援係

担当 ： 田上・谷口

TEL ７５−１３３９ FAX ７３−２３６２

−P７−

横島総合保健福祉センターゆとりーむ
プール利用について
新型コロナ対 策のため人数制限をしています

○各コース、プールの利用人数を上の図のとおりに制限します。
コースを移動する際は、制限人数を超えないようにしてください。
○火曜日と木曜日（祝祭日の場合は水曜日）の午後１時３０分から午後２時３０分は、
水中ウォーキング教室の貸し切りと致します。
その他の時間帯のプログラムにおいても、参加者が増えてきた場合は、貸し切りにす
る場合があります。その際は、玉名市社会福祉協議会のホームページ等でお知らせい
たします。（玉名市社協ＨＰ www.tamasha.jp）
○予約受付等は致しません。人数が上限に達している場合、或いは上限を超える人数で
来館されたお客様は、お待ちいただくことになります。
○人数制限を致しますので、大人数での来館はお控えください。
ご利用時間は、１時間半以内とさせていただきます。
○小学３年生以下のお客様のご利用は、保護者（成人）の監視をお願いします。
○小学４年生以上中学生以下のお客様のみでのご利用は、午後４時３０分の受付終了、午
後５時までです。午後５時以降のご利用には、必ず保護者（成人）の監視が必要です。
○水泳帽子が必要です。泳ぐ人はゴーグルも用意してください。水泳帽子、ゴーグルの
貸し出しは中止しています。
○プール利用時の基本的なルール（プールサイドを走らない、飛び込みをしないなど）
をお守りください。
○プール利用時など、マスクをしていない状態での会話はご遠慮ください。
○新型コロナウイルスの感染状況により方針変更する場合は、玉名市社協ＨＰなどでお
知らせいたします。

ご理解・ご協力よろしくお願い致します。
【お問合せ】横島総合保健福祉センターゆとりーむ

TEL 0968-84-3939

−P８−

４
５

切

（水） しつけって何のためにする？ 〜愛のある躾〜 7月15日（金）
第 3 回 7月20日

31

参加費

無料

※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）
（土） 自分ほめ
お申込み・お問い合わせ
第 4 回 8月20日
TEL73−9050 FAX72−0846
（水） ここちよい我が家 〜心のよりどころをつくる〜 9月16日（金） http://www.tamasha.jp 担当 : 穴井
第 5 回 9月21日
〜自分を認めて、自分を満たす〜 8月17日
（水）

無料法律相談
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。

善意の寄附のご紹介

︵令和 年 月１日〜令和 年 月 日受付まで︶

松永 静子︵亡夫 一也︶

堀口 信俊︵亡母 ハツエ︶

︽香典返し︾ ……………………… 松嶋 鈴子︵ 亡父 髙島次也︶
……………………
次の方々から社会福祉協議会に︑香典返しにかえ ︿玉水地区﹀

てご寄附をいただきました︒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

範也︵亡母 サカエ︶

︿小天地区﹀

締

５

※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。

◆講話（70 分）・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。

テーマ

林

︿玉名地区﹀

大保 正文︵亡子 正輝︶

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）

程

︵敬称略・順不同︶

︿玉名町地区﹀

髙村 和義︵亡母 富子︶

親子育ちの応援学級

日

一層努力いたします︒

大保 明広︵亡妻 真弓︶

田尻 洋子︵亡夫 眞晧︶

︿小天東地区﹀

竹下美代子︵ 亡妹 藤吉和子︶ 杉浦 伸久︵亡父 政久︶

︿月瀬地区﹀

福島 武子︵亡夫 正人︶

︿長崎県﹀

小座本良太︵亡母 洋子︶

川鍋浩一郎︵亡妻 富子︶

山平 正寿︵亡妻 明子︶

式守 幸藏︵亡母 薫︶

︿三ツ川地区﹀

小山ミユキ︵ 亡母 和後ツタエ︶ 藤本 政子︵亡夫 初次︶

︿滑石地区﹀

金山 正夫︵亡母 シヅカ︶ 阪本八千代︵ 亡母 内田シツ子︶ 豊永 榮治︵亡母 滋子︶

野田 秀明︵ 亡叔母 マツエ︶ ︿大野地区﹀

哲︵亡母 フヂノ︶

西岡サカエ︵亡夫 勇三︶

原田

︿鍋地区﹀

藤森チヨメ︵亡夫 敏美︶

惠︵亡妻 キヌヨ︶ ︿高道地区﹀

︿大浜地区﹀

坂本

︿豊水地区﹀

神永 勝巳︵亡母 文代︶

︿伊倉地区﹀

︿横島地区﹀

坂梨アイ子︵亡夫 今朝末︶ 荒尾 正一︵亡母 千代子︶

︿八嘉地区﹀

小嶋 弘文︵亡父 功︶

小林 浩一︵亡妻 サワ子︶ 岸本 政已︵亡父 克已︶

︿小田地区﹀

島田 義之︵亡母 トシエ︶ 木村 優一︵亡母 ヒロコ︶

小栁 健一︵亡母 芳子︶

講師：三浦佑子 氏
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◆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
※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。

