
♦♦赤い羽根自販機設置先募集中♦♦
八代市共同募金委員会では、募金付自販機設置にご協力頂ける事業者様を募集しています。
自販機を新たに設置又は入れ替えをお考えの個人・企業・団体の皆様、是非ご検討ください！
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この社協だよりは、赤い羽根共同募金を財源に発行しています。

◆ 赤い羽根共同募金運動
◆ 令和2年度事業報告・決算
◆ インフォメーション
◆ 日本赤十字義援金報告他
◆ 香典返し・一般寄付　
◆ 生活困窮支援事業　
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社協だよりのお問合せは、
社協本所：TEL62-8228までご連絡ください。

URL  https://www.facebook.com/yatsushirosyakyo/ アカウント名　社会福祉法人八代市社会福祉協議会

今 号 の 内 容

赤い羽根共同募金「募金付自販機」設置されました！
公共施設以外で第1号

赤い羽根共同募金「募金付自販機」設置されました！
公共施設以外で第1号

まんとうえ

赤い羽根共同募金運動
10月 1日より始まりました！
みなさまの温かいご支援、
よろしくお願いいたします。

10月 1日より始まりました！
みなさまの温かいご支援、
よろしくお願いいたします。

設置者：ふれ愛館キララ
　　　　オーナー様

このたび、高齢者賃貸住宅ふれ愛館キララ様が、社会貢献活動の一環として、公共施設以外
で第1号となる共同募金自販機を設置してくださいました！
別館「メゾン・ボヌール」（八代市錦町18-9）に自販機が設置されています。
自販機の売上の一部は赤い羽根共同募金へ寄付され、子どもたち・高齢者の方々・障がいの
ある方々・災害支援など、八代市の社会福祉のために活用されます。



『赤い羽根共同募金』ご協力をお願いします『赤い羽根共同募金』ご協力をお願いします
　今年で75回目を迎える赤い羽根共同募金は、地域福祉の推進を図るためや、民間の
社会福祉事業を支援するための募金として【社会福祉法】に位置付けられており、全国
一斉に展開されます。
　皆様からお寄せいただいた募金は、身体の不自由な方たちや、福祉・青少年健全育成、
地域福祉充実などのために役立てられます。

A広域配分（県域で活用されます）6,420,000円
○熊本県内の社会福祉施設整備・改修や福祉団体の支援などに使われます。
　（これまでも福祉施設の車両整備、児童養護施設の就職支度金など）
○大規模災害時のために「災害等準備金」として積み立てられ、被災地の復興支援にも役立っています。
　（この積立金が八代市豪雨災害にも活用されました）
○災害見舞金（火災や風水害による全焼・全壊・半焼・半壊、床上浸水など）
B地域配分（八代市内で活用されます）10,497,544円
○市内の各福祉団体の支援として活動助成をしています。
○地域福祉事業の活動財源として以下の取組みに活用しています。
児童遊具補修事業（公園遊具の修理）、ふれあいフェスタ、長寿者祝い事業（一人金婚式）、ボランティ
ア育成事業。
○校区福祉会活動支援（見守り活動、男性の料理教室、いきいきサロン　など）

※運動期間中の、市内各所にてボランティアによる街頭募金を
実施しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
　また、募金活動を実施される学校･企業･各種団体に対しまし
て募金運動資材の貸し出しもいたします。

令和３年１０月１日 第 5 9号
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赤い羽共同募金啓発グッズ発売中（各500円）赤い羽共同募金啓発グッズ発売中（各500円）

【皆様からの募金の使いみち】
（令和3年度配分額）

『赤い羽根共同募金』ご協力をお願いします
【募金期間　10月1日～12月31日】

★募金は社協各支所でも受付できます。
八代市本町1丁目9番14号

(本所)TEL:62-8228  FAX:62-8227
坂本支所45-4575　千丁支所37-8801
鏡 支 所52-0677　東陽支所65-3777
泉 支 所67-2018

八代市共同募金会（八代市社会福祉協議会内）
【問合せ先・事務局】

ドラえもんファイル(A4)
+1色ボールペン(2本)

2色ボールペン（赤＆黒）
+シャープペンくまモンバッジ

赤い羽根は、昔から世界中で、勇気や善い行いの“しるし”として使われてきました。
「たすけあい」「思いやり」「しあわせ」のシンボルであるグッズ購入にも、ぜひご協力ください。
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【事業総括】
　令和２年度の活動は、昨年度に引き続き新型コロ
ナウイルス感染症の影響から生活が困窮する方を対
象に相談支援を継続して進めてきました。また令和
２年７月には豪雨災害により坂本町を中心に甚大な
被害が発生し、災害ボランティアセンター活動を関
係機関及び多くのボランティアの協力のもと実施し
てきました。また被災者の生活再建の支援を担う八
代市地域支え合いセンターを八代市より受託し、被
災者に寄り添った支援活動を継続しております。
　コロナ禍における社協業務についても休止するこ
とのできない事業もあり、地域福祉権利擁護事業、
法人後見制度、生活困窮者自立相談支援センター業
務、介護保険事業、その他、制約がある中でも地域
福祉活動は継続してきました。

●収支決算

●事業報告

令和２年度
八代市社会福祉協議会
決算報告及び事業報告
支　出　　　　　　　　　( 単位：円 )

収　入　　　　　　　　　( 単位：円 )
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
拠点区分間繰入金収入
前期末支払資金残高

収入合計

7,842,100
16,862,136
148,170,303
124,267,543
1,383,900
84,073,538

7,585
333,154
561,735

137,488,500
520,990,494

法人運営事業
地域福祉事業
権利擁護事業
共同募金配分金事業
施設管理受託運営事業
介護保険事業
当期末支払資金残高

支出合計

163,272,210
81,344,191
4,491,425
6,940,937
14,436,201
90,424,856
160,080,674
520,990,494

社協組織体制基盤の確立
■理事会 (４回 ) ■評議員会 (３回 ) ■監査 (１回 )　■評議員選任・解任委員会 (１回 )

地域福祉活動の充実強化
■小地域ネットワーク活動 ○ふれあい委員（1,703 名） ○見守り対象者（3,878 名） ○ふれあい委員研修会（５校区 246 名） ○福祉座談会（コロナの影
響により全校区中止）　■地域に根ざした活動の支援 ①地域担当職員の配置 ②助成金の交付 ③情報提供と連絡調整機能の強化 ○役員会 (３回 ) ○理
事会（３回） ○会長研修他各種研修会はコロナの影響により中止　■地域福祉計画・地域福祉活動計画策定（令和２年度～令和６年度）・研修会 (１回 )
評価委員会 (１回 )
■いきいきサロン事業　サロン数（226ヶ所、983回、延べ 10,407 名 コロナ禍で活動を自粛）　コロナ禍における活動 ①フレイル予防のための「おう
ちで簡単にできるストレッチ運動」　コロナ禍における活動 ②令和2年7月豪雨復興応援プロジェクト「第1回いきいきサロン川柳大会」（応募668句、
最優秀賞ほか 10句選定）  ③包括支援センター等と連携によるプログラムの実施 ④レクリエーション講習会（３回予定：コロナの影響により中止 ⑤サ
ロン大会（コロナの影響により中止） ⑥サロンバスの運行 (4回運行・延べ 56名）
■やつしろふれあい交流センターひなたぼっこ事業（コロナの影響により開所日数を縮小）　開所日数６日　延べ利用者数 20名 ○各種相談 (介護・福
祉よろず・生活困窮 )窓口 ○中央サロン（コロナの影響により中止） ○その他 (認知症カフェ「ひなカフェ」、生活困窮者つどいの場「ひなたdeカフェ」、
元気体操等：コロナの影響により縮小 )
■生活支援コーディネーター事業 ○社会資源の把握　地域資源（事業所等）の情報修正、新規資源の開拓 (23 件 )　地域資源一覧表の配付 (市内居宅介
護支援事業所他 ) ○ニーズ調査（寄合や商店に集まる人たちなど地域の宝物を調査、被災地域は支え合いセンターにより対応） ○ワークショップ (座談
会 )の実施（コロナの影響により中止）　○ネットワーク構築　情報交換 (福祉会会議 地域ケア会議・運営協議会等 ) ○周知・啓発活動（社協だより掲
載他） ○生活支援・介護予防サービス推進会議 ( 第 1 層協議会 ) への参加２回 ○地域住民による支え合い活動の取り組み（住民同士の活動のきっかけ
づくり：コロナの影響により中止）
■小規模法人のネットワーク化による協働推進事業 ○複数法人連携による地域貢献のための協働事業 ( 生活困窮者等への食糧支援・資金の貸付：７
法人協力 ) ○福祉人材確保・定着のための取り組み（コロナの影響により中止） ○法人間連携プラットフォーム (災害対応及びコロナの影響により中止）
■男性の地域デビューを推進する事業 　男性の地域参加が少ない傾向にある中、定年後の地域デビューを推進し、様々な活動を通じて男性のグループ
作りを支援 (募集、発会式：「元気がいちばん！余暇よかクラブ」略称YYC) ○地域の良い所再確認（石匠館、石橋めぐり他）

福祉ボランティア及び福祉教育の推進
■福祉ボランティア事業 ①サマーボランティアスクール ( コロナの影響により中止）　■災害ボランティアセンター関係事業　①災害ボランティアセ
ンター設置訓練（災害対応及びコロナの影響により中止） ②八代青年会議所連絡会議（協定に基づく連絡会）　■センター運営 ①登録数 ( 個人 76 名・
38団体 ) ②ボランティア派遣 ○手話 1件（協力：手話サークルわかぎ八代） ○講話等７件 ③福祉機器貸出 (点字器・高齢者疑似体験セット、車椅子等 
16 件 ) ④ボランティア保険（活動保険 4,929 名、行事用保険 1,500 名） ⑤出前講座 (ボランティア講話、車イスの仕組みと使い方、視覚障がい者体験：
日奈久中 18名、昭和小 17名 ) ※その他例年依頼のあった出前講座等についてもコロナの影響により依頼は減少しております。

相談支援事業の充実
■貸付事業　①生活福祉資金貸付事業（相談 326件）　②新型コロナウイルス感染症特例貸付（申請 1,623 件）　■地域福祉権利擁護事業 (相談 2,243
件・契約 90件・支援員 16名訪問援助・2,150 回・権利擁護事業研修会はコロナの影響により中止 )　■法人成年後見事業 (利用者：後見人１名、保
佐人１名・支援回数 63回・成年後見制度職員研修会はコロナの影響により中止）　■生活困窮者自立相談支援事業（相談 440件・プラン作成 76件・
就労実現 22 名）　■緊急食料等支援事業　緊急・一時的に生計維持が困難となった困窮者に対し食料等の現物を支給 (82 件 ) 食料等については寄付
を募り個人・ボランティア団体・企業等により提供　■小口資金貸付事業　28件

障がい者福祉の推進
■ふれあいフェスタ（障がい者の自立した生活と社会参加推進のため、各施設・団体等による日頃の

活動や成果のＰＲ、手作り作品の販売などを計画）
※コロナの影響により中止

在宅福祉事業の充実強化（介護保険事業等）
■介護保険事業　①居宅介護支援（延べ 2,179 名） ②通所介護（延べ 530名、6,276 回） ③総合事業 (お達者クラブ )( 延べ 92名、624回 )　■受託事
業 ①あんしん相談センター (延べ 83名 ) ②介護予防送迎事業 (延べ 507名 ) ③高齢者生活支援ハウス事業 (延べ 91名 )

熊本地震に対する取り組み
■地域支え合いセンター設置運営事業(29年度新規受託)　熊本地震被災者(みなし仮設入居者、在宅被災者(半壊以上)など)の方々の生活再建に向け、
各種支援制度の周知や訪問相談 (213 件 ) や電話相談等 (254 件 ) を実施した。

指定管理施設運営及び窓口管理（７施設）
○坂本地域福祉センター ○鏡地域福祉センター ○東陽地域福祉保健センター ○泉地域福祉センター ○泉憩いの家 ○柿迫生きがいセンター ○五家荘
デイサービスセンター

その他の事業
■万灯会 (コロナの影響により無観客開催 )　■日本赤十字社事業 ○社資実績 (13,603,665 円） ○災害援助物資配布（通常配布３件、豪雨災害対応多
数） ○救援・義援金実績 (いずれもこれまでの累計額 )　「東日本大震災義援金」（48,081,695 円）、「平成 28年熊本地震災害義援金」（3,050,514 円）
他　■共同募金事業 ○募金実績（16,054,560 円）［配分金事業内訳：老人クラブ育成事業・長寿者慶祝事業・障がい児・者福祉活動費・福祉団体活動助成・
児童遊具補修事業・ふれあいフェスタ・校区福祉会育成費・社協だより発行・ボランティアセンター運営］　■視察研修受入（愛知県碧海５市社協、京
都府社協、日本 JC国土強靭化委員会 オンライン研修他現地視察）

広報体制の整備
■社協だよりの発行 (全戸配布 年３回 )　
■ホームページ・facebook による情報発信

児童・母子・父子福祉の推進
■児童遊具補修助成 (相談２件 )
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　ボランティア活動中に起きた事故によるボランティア
活動者自身の傷害や賠償責任が生じるものが補償の対象
となります。
　詳しくはお問い合わせください。

※天災タイプは基本タイプを含んだ内容です。
※天災タイプでは、天災(地震･噴火･津波)に起因する被保険
者自身のケガを補償しますが、天災に起因する賠償責任の
事故については補償の対象になりません。

年　間
保険料

基本タイプ 　　350円

天災タイプ 　　500円

インフォメーション

ケアマネジャーへの
ご相談やお問い合わせは

こちら

社協の介護

デイサービスの
見学やお問い合わせは

こちら

八代市社協さわやか八代　八代市本町１丁目９番14号　TEL３２－２８８２

八代市社協さわやか泉　八代市泉町下岳2974番地　TEL６７－３３０７

八代市社協さわやか荘　八代市泉町下岳2974番地　TEL６７－３３０４

八代市社協ふくじゅ草　八代市泉町椎原又１番１　TEL６７－５６５１

スタッフ一同  誠意をもって笑顔でお待ちしています！

ボランティア活動保険のご案内ボランティア活動保険のご案内悩みを抱え込まないで
　　お気軽にご相談ください！

地域福祉権利擁護事業地域福祉権利擁護事業
　認知症高齢者、知的障がい者、精神障が
い者の方で判断能力が不十分で日常生活に
不安がある方を対象に、福祉サービス利用
援助や日常的金銭管理、通帳や印鑑等の預
かり等を行い、安心して生活できるよう支
援いたします。
　詳しくは、生活支援係へお問い合わせく
ださい。

サマーボランティアスクール2021　活動報告
　令和３年８月５日（木）八代市地域支え合いセンターにて
「サマーボランティアスクール２０２１」を開催しました。
　参加者は１３名（小学４～６年生）で、午前中は災害ボラ
ンティアに関する学習、手作りうちわ作り、マジック学習を
行い、午後からは仮設団地にて住民の方との交流を行いまし
た。
　覚えたマジックを仮設団地の方に披露すると大きな拍手が
起こり、子供たちも大変嬉しそうな様子でした。

八代市ふれあいフェスタ・八代市いきいきサロン大会
開催中止のお知らせ

八代市ふれあいフェスタ・八代市いきいきサロン大会
開催中止のお知らせ

　令和３年度に開催を予定しておりました「八代市ふれあいフェスタ（１１月６日）」「八代市いきい

きサロン大会（１１月１２日）」について、開催に向けて検討を重ねてまいりましたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により市民の皆様をはじめ、ボランティアや関係者の安全確保が困難である

と判断し、誠に残念ながら中止することと致しました。楽しみにされていた皆様、ご支援ご協力頂い

ていた皆様には大変申し訳ありませんが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
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みんな de がらっぱカフェ開催みんな de がらっぱカフェ開催
　本町アーケードのがらっぱ広場において令和２年７月豪雨の被災者の方を対象にカフェを開催しまし
た。久しぶりにゆっくりお話しできたようでした。
　また、支え合いセンター前ではマルシェを開催し被災者の方のハンドメイド作品がならびました。残念
ながら、ワークショップで予定していたクラフトテープで作る箸置きとスライムづくりは中止となりまし
たが、完成した箸置きをお土産に提供して頂き、みなさん思いおもいのものを選ばれていました。

・住宅金融支援機構相談会
開催日／毎月第２・４水曜日
　　　 （１０月は、１３日と２７日予定）
時　間／１０：００～１６：００
場　所／八代市地域支え合いセンター
　　　 （本町アーケードがらっぱ広場隣）
※住宅金融支援機構への相談は予約制です
　予約電話番号 096-241-6180

・すまいの相談会（建築士会による）
開催日／毎月第１・３日曜日
　　　 （１０月は、３日と１７日予定）
時　間／１３：００～１６：００
場　所／八代市地域支え合いセンター
　　　 （本町アーケードがらっぱ広場隣）
※住宅金融支援機構も参加予定

令和２年７月豪雨で被災された皆様へ （八代市地域支え合いセンター）令和２年７月豪雨で被災された皆様へ （八代市地域支え合いセンター）
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　８月２４日（火）に午前、午後２回に分けて、紙袋で
作るトートバッグを作成しました。ソフトタイプのク
リアーケースにお気に入りの紙袋をはさんでバックに
していきます。途中難しいところもありましたが、完
成したときは、拍手がおこるなどたいへん盛り上がり
ました。
　現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事
前予約制とし、感染対策を十分に行い作り物だけを開
催しています。

令和２年７月豪雨災害義援金報告　３,８０３円令和２年７月豪雨災害義援金報告　３,８０３円
（受付期間：令和３年５月１日～８月３１日）

多くの皆さまから義援金が寄せられました。ありがとうございました。

義援金累計額（令和３年８月３１日時点）

（日赤八代市地区取扱実績）２３４,０４６円２３４,０４６円
引き続き、皆さまのご支援をお願いいたします。

地域のえんがわ「ひなたぼっこ」地域のえんがわ「ひなたぼっこ」

初めての方も上手に仕上りました。

【各種相談会のお知らせ】
TEL62-8166TEL62-8166
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香典返し寄付金は、お住まいの校区福祉会活動・社協の地域福祉活動・福祉団体支援に活用させて頂いています。

表の見方：寄付者・続柄・物故者名・年齢・住所【令和 3年 5月 1日～ 8月 31 日　204 件（匿名除く）受付順・敬称略】
※寄付者の皆様にご了解いただきました内容のみ掲載しております

香典返し寄付ありがとうございました

（左上７ページに続く）

【本所受付】

前田　　泉（亡母）フサコ・94〈松江町〉
硴塚　康浩（亡母）スミ子・92〈高島町〉
深田　洋幸（亡父）德美・88〈北原町〉
龍　　経義（亡妻）博・93〈古城町〉
西田　義治（亡母）イチメ・100〈千丁町吉王丸〉
佐藤　恵美子（亡母）西村英子・97〈松崎町〉
牛田　清次（亡兄）安雄・70〈大福寺町〉
澤田　靖雄（亡母）照子・87〈鼠蔵町〉
村上　アキ子（亡夫）敏光・90〈本野町〉
田中　孝人（亡義母）甲斐篤子・91〈築添町〉
堤　敏治（亡母）シズ・97〈昭和明徴町〉
谷口　スエノ（亡夫）重義・88〈島田町〉
多田　節子（亡夫）集一・83〈若草町〉
湯野　孝夫（亡母）千代ノ・98〈本野町〉
前田　久子（亡夫）正則・88〈西片町〉
宮岡　凉子（亡母）アキエ・90〈迎町一丁目〉
澤田　サツエ（亡夫）勝喜・88〈本町一丁目〉
坂本博美（亡母）田上アキエ・86〈菊池郡大津町〉
隅川タエ子（亡夫）强・81〈上片町〉
江口　宏光（亡母）喜久代・83〈鏡町鏡〉
稲葉サダメ（亡夫）義喜・95〈泉町下岳〉
土田　健史（亡父）隆夫・84〈本野町〉
橋本　英喜（亡父）末松・95〈鏡町両出〉
宮本　和人（亡妻）喜代美・57〈泉町下岳〉
宮永　奉文（亡弟）清人・61〈植柳下町〉
松下　美月（亡父）敏明・92〈毘舎丸町〉
志水　安弘（亡妻）和子・70〈古閑下町〉
渕上儀三郎（亡妻）フジノ・88〈坂本町百済来下〉
三山紀久子（亡夫）良雄・86〈豊原下町〉
平野ツキミ（亡夫）金満・89〈井上町〉
松本　昌則（亡母）フジ子・93〈沖町〉
山田進一郎（亡妻）和子・74〈古閑浜町〉
吉岡美智子（亡夫）正毅・78〈松江町〉
澤見キミ子（亡夫）文雄・86〈大村町〉
島田美代子（亡夫）忠一・73〈古城町〉
楠田　栄子（亡母）堀川洋子・77〈鏡町内田〉
甲斐　正輝（亡父）芳弘・94〈泉町下岳〉
野田日出子（亡夫）尚・80〈栴檀町〉
大崎トシ子（亡夫）正・90 〈永碇町〉
平野　輝美（亡夫）洋志・78〈坂本町西部い〉
舟津　周一（亡母）節子・81〈坂本町中谷い〉
浅井　　瞳（亡妻）シヅ子・74〈大村町〉
谷口　　明（亡父）義明・87〈坂本町荒瀬〉
光本登喜行（亡母）アヤ子・99〈鏡町中島〉
光本奈津美（亡夫）登喜行・72〈鏡町中島〉
中田　末蔵（亡姉）村山キクエ・95〈鏡町貝洲〉
中山　稔（亡兄）秀輝・78〈奈良木町〉
萩本　達也（亡母）嘉美・84〈鏡町内田〉
永松　史伸（亡父）讓・89〈松江町〉

勇川　一人（亡妻）君代・83〈泉町下岳〉
甲斐美智子（亡母）坂川ユキ・98〈田中北町〉
岩田　泰江（亡父）國治・97〈豊原中町〉
田中　了介（亡母）高子・95〈日奈久山下町〉
福島ツル子（亡夫）光男・82〈鏡町貝洲〉
荒木　文子（亡父）園田敏夏・99〈鏡町貝洲〉
福田　総子（亡母）末冨利惠子・79〈中片町〉
田端　英信（亡妻）トシ・81〈　̶　〉
米村　絹枝（亡夫）豊俊・91〈植柳上町〉
山﨑　國雄（亡母）ナツ子・88〈西片町〉
堀口　　朴（亡妻）逸子・93〈日置町〉
谷﨑　秀子（亡夫）一一・89〈坂本町中谷い〉
宮本ハツメ（亡夫）輝雄・84〈大福寺町〉
志水　清子（亡夫）信一・64〈鏡町下有佐〉
山田　文子（亡夫）高良・69〈坂本町深水い〉
福田　圭子（亡夫）廣美・84〈古閑浜町〉
森　イツ子（亡夫）弘喜・78〈福正町〉
田中美代子（亡夫）國男・78〈坂本町鮎帰ほ〉
松出　賢治（亡父）金満・91〈横手町〉
白木　國夫（亡母）珍子・95〈迎町一丁目〉
萩本　清子（亡夫）末喜・91〈井揚町〉
小林　定敏（亡母）マサ子・91〈田中西町〉
宮本　洋子（亡夫）晶則・71〈海士江町〉
松村　征江（亡夫）正信・78〈鏡町中島〉
柿本　　久（亡父）幸・92〈二見本町〉
阿部　良久（亡母）タヱ・102〈豊原中町〉
光永サナエ（亡夫）満雄・89〈鏡町宝出〉
柳田　秀文（亡母）サエ子・89〈松崎町〉
久保千津子（亡夫）保・79〈日奈久新田町〉
上田　光子（亡夫）登・83〈横手新町〉
石本　邦彦（亡親戚）カズエ・87〈宮地町〉
金橋　末雄（亡母）幸子・92〈大島町〉
髙野　泰範（亡妻）喜久・79〈郡築二番町〉
吉本　一也（亡母）𠮷本トシ子・86〈築添町〉
橋塚ナツ子（亡夫）為喜・89〈葭牟田町〉
村上　隆一（亡母）チヨメ・94〈長田町〉
岡田　　修（亡母）シゲコ・96〈鏡町宝出〉
中田　文男（亡母）トシエ・88〈鏡町貝洲〉
勇川　　実（亡父）一人・84〈泉町下岳〉
山本　匡江（亡夫）貞治・62〈郡築三番町〉
荒木　龍浩（亡母）榮子・86〈豊原上町〉
宮川アサエ（亡夫）義人・87〈豊原上町〉
大木　良博（亡父）辰則・91〈揚町〉
吉冨　雄二（亡母）マスエ・88〈八幡町〉
島壽　修司（亡母）啓子・83〈上日置町〉
渕上ノブコ（亡夫）安男・86〈島田町〉
山下　栄光（亡母）ヒサ子・94〈宇土市城之浦町〉
荒木　崇一（亡母）功・89〈萩原町一丁目〉
丸亀　智寛（亡母）保子・88〈古城町〉
髙田　眞一（亡妻）美代子・67〈郡築一番町〉

松野　達明（亡妻）マスエ・93〈西片町〉
蓑田美智子（亡夫）豊・92〈鏡町鏡〉
大野　由紀（亡夫）和敏・54〈松崎町〉
吉﨑　治子（亡夫）宏美・83〈敷川内町〉
中山　幹之（亡父）道男・84〈八幡町〉
成田　修一（亡父）豊・96〈高植本町〉
澤田てるみ（亡夫）和雄・69〈日置町〉
中道　弘樹（亡母）弘子・87〈上日置町〉
宮﨑　英子（亡夫）正行・88〈永碇町〉
宮村　智子（亡母）新村フサ子・88〈竹原町〉
柳口　弘美（亡夫）明・64〈植柳下町〉
緒方　義弘（亡母）トミ子・95〈鏡町貝洲〉
松村美和子（亡夫）和治・64〈古閑中町〉
中山　清美（亡母）後藤トヨメ 89〈西松江城町〉
兵頭美知子（亡母）橋口清子・97〈日置町〉
上田　敏治（亡母）ミツル・100〈鏡町鏡村〉
中村喜代人（亡妻）敏子・85〈　̶　〉
満塩　洋子（亡夫）實・88〈古城町〉
豊本　峰生（亡母）ミヨ子・87〈豊原中町〉
橋本　照美（亡夫）一幸・57〈郡築十二番町〉
竹岡　孝介（亡父）時義・89〈八幡町〉
村田　一生（亡妻）澄子・86〈鏡町内田〉
幸　　信彦（亡母）一子・76〈本町二丁目〉
山本三年子（亡夫）晶・89〈鏡町北新地〉
髙橋　康子（亡夫）幸一・72〈平山新町〉
内布　豊子（亡夫）守・86〈揚町〉
平﨑　建三（亡次女）友季子・44〈鏡町中島〉
山下真木子（亡母）民子・84〈本町四丁目〉
岡村　國男（亡妻）麗子・77〈松崎町〉
丸塚きよみ（亡母）西村ミサ・100〈高下西町〉
宮川美智子（亡夫）秀男・95〈豊原上町〉
高橋まゆみ（亡母）上田ユキエ・98〈古閑上町〉
村田　妙子（亡夫）又則・84〈鏡町貝洲〉
西山　隆一（亡妻）洋子・70〈植柳新町一丁目〉
桑原　淳司（亡父）康雄・92〈坂本町田上〉
福田　新士（亡妻）佐由美・58〈奈良木町〉
宮崎　悦子（亡夫）省三・88〈鏡町鏡〉
山口　泰子（亡夫）重保・83〈坂本町鮎帰ほ〉
田口　正一（亡母）ミドリ・81〈西片町〉
江崎　健一（亡母）シズ子・91〈昭和同仁町〉
小路　まき（亡夫）博光・73〈上野町〉
宮村　博文（亡-）谷口和子・92〈鏡町内田〉
上村かおる（亡母）白川ユキ子・91〈坂本町葉木〉
髙田　眞一（亡母）サヤ子・89〈郡築一番町〉
中嶋　和昭（亡父）光喜・95〈揚町〉
土肥　和美（亡母）アイ子・93〈妙見町〉
南　　義光（亡母）ヨシヱ・91〈本野町〉
石坂　智準（亡妻）ミドリ・78〈古閑浜町〉
澤田　　彰（亡母）綾子・98〈日置町〉
安土　優子（亡父）坂口健次・76〈高下西町〉

坂井　明子（亡夫）幸助・72〈麦島西町〉
境　　千治（亡父）辰男・90〈海士江町〉
蘒嶋　　登（亡母）萩島ハツメ・103〈末広町〉
米村　和夫（亡母）アキミ・93〈植柳上町〉
深水知惠子（亡夫）俊則・89〈上野町〉
久保田稔子（亡夫）功・84〈千丁町吉王丸〉
原　　聿代（亡夫）久志・85〈清水町〉
加根魯マリ子（亡母）池田シズエ・99〈鏡町鏡〉
北岡　清喜（亡母）ヤエ子・92〈東片町〉
大浪いつみ（亡母）山口ヤエ・94〈坂本町百済来上〉
西田　明子（亡父）睦男・91〈鏡町鏡〉
西田　明子（亡母）和子・80〈鏡町鏡〉
米岡　純子（亡夫）誠也・68〈高島町〉
上原　哲夫（亡妻）都・93〈植柳上町〉

【坂本支所受付】

淵上　次男（亡母）トミエ・98〈坂本町百済来下〉

【千丁支所受付】

岩山　孝志（亡母）タミ子・90〈岡町小路〉
永溝ユリ子（亡夫）浩・84〈千丁町太牟田〉
福嶋　和子（亡夫）学・69〈千丁町太牟田〉

古島いく代（亡夫）信一・77〈千丁町古閑出〉
榎田　信一（亡父）嘉市・99〈千丁町古閑出〉
吉住ヒデ子（亡夫）敏德・90〈千丁町吉王丸〉
奥村留美子（亡母）スミエ・90〈千丁町太牟田〉
作馬　豊徳（亡母）スミエ・83〈千丁町古閑出〉
藤本　誠治（亡母）美津子・91〈千丁町吉王丸〉
堺　　勝秀（亡母）ハツ子・95〈千丁町吉王丸〉
北田　浩一（亡母）ヨシノ・93〈千丁町太牟田〉
有田　哲也（亡母）シヅエ・106〈千丁町新牟田〉
西岡トシ子（亡夫）登・85〈千丁町新牟田〉
福田　道雄（亡兄）憲明・69〈千丁町古閑出〉
　
【鏡支所受付】

葉山　信市（亡母）スミエ・97〈鏡町鏡〉
藤本　　巧（亡母）スミ・88〈鏡町鏡〉
平崎　武次（亡妻）俊子・89〈鏡町中島〉
本永　　徹（亡母）キミヨ・96〈鏡町貝洲〉
高野千恵美（亡母）髙野ヨシ子・87〈鏡町鏡〉
野口　勝広（亡姉）イセ子・83〈鏡町内田〉
川邊　義人（亡妻）セツ子・90〈鏡町貝洲〉
木村　長俊（亡長男）𠮷宏・58〈鏡町下村〉
林　加代子（亡母）荒木マサ子・94〈鏡町鏡〉

三宅　好久（亡母）マサ子・90〈鏡町下村〉
遠山　　誠（亡母）フユノ・92〈鏡町上鏡〉
飯田　利光（亡母）ツタエ・97〈鏡町内田〉
田中　清則（亡弟）俊夫・73〈鏡町内田〉
柴田　信生（亡母）キクノ・92〈鏡町貝洲〉
西岡ミズエ（亡夫）義範・93〈鏡町芝口〉
田河　辰彦（亡妻）和子・83〈鏡町下村〉
秋永　スミ（亡夫）和雄・88〈鏡町鏡村〉

【東陽支所受付】

竹下　一郎（亡母）サヨ・98〈東陽町小浦〉
森田　文子（亡夫）學・88〈東陽町南〉
平木　和子（亡夫）一則・83〈東陽町南〉
平野　富雄（亡母）廣美・97〈東陽町南〉

【泉支所受付】

藤﨑　祥子（亡夫）英信・71〈泉町栗木〉
杉本　正生（亡妻）照子・77〈泉町栗木〉
和田安津子（亡母）高石幸枝・91〈熊本市東区〉
嶽本　信房（亡母）フヂ子・89〈泉町久連子〉
岩村　広人（亡母）絹子・85〈泉町栗木〉
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【本所受付】

前田　　泉（亡母）フサコ・94〈松江町〉
硴塚　康浩（亡母）スミ子・92〈高島町〉
深田　洋幸（亡父）德美・88〈北原町〉
龍　　経義（亡妻）博・93〈古城町〉
西田　義治（亡母）イチメ・100〈千丁町吉王丸〉
佐藤　恵美子（亡母）西村英子・97〈松崎町〉
牛田　清次（亡兄）安雄・70〈大福寺町〉
澤田　靖雄（亡母）照子・87〈鼠蔵町〉
村上　アキ子（亡夫）敏光・90〈本野町〉
田中　孝人（亡義母）甲斐篤子・91〈築添町〉
堤　敏治（亡母）シズ・97〈昭和明徴町〉
谷口　スエノ（亡夫）重義・88〈島田町〉
多田　節子（亡夫）集一・83〈若草町〉
湯野　孝夫（亡母）千代ノ・98〈本野町〉
前田　久子（亡夫）正則・88〈西片町〉
宮岡　凉子（亡母）アキエ・90〈迎町一丁目〉
澤田　サツエ（亡夫）勝喜・88〈本町一丁目〉
坂本博美（亡母）田上アキエ・86〈菊池郡大津町〉
隅川タエ子（亡夫）强・81〈上片町〉
江口　宏光（亡母）喜久代・83〈鏡町鏡〉
稲葉サダメ（亡夫）義喜・95〈泉町下岳〉
土田　健史（亡父）隆夫・84〈本野町〉
橋本　英喜（亡父）末松・95〈鏡町両出〉
宮本　和人（亡妻）喜代美・57〈泉町下岳〉
宮永　奉文（亡弟）清人・61〈植柳下町〉
松下　美月（亡父）敏明・92〈毘舎丸町〉
志水　安弘（亡妻）和子・70〈古閑下町〉
渕上儀三郎（亡妻）フジノ・88〈坂本町百済来下〉
三山紀久子（亡夫）良雄・86〈豊原下町〉
平野ツキミ（亡夫）金満・89〈井上町〉
松本　昌則（亡母）フジ子・93〈沖町〉
山田進一郎（亡妻）和子・74〈古閑浜町〉
吉岡美智子（亡夫）正毅・78〈松江町〉
澤見キミ子（亡夫）文雄・86〈大村町〉
島田美代子（亡夫）忠一・73〈古城町〉
楠田　栄子（亡母）堀川洋子・77〈鏡町内田〉
甲斐　正輝（亡父）芳弘・94〈泉町下岳〉
野田日出子（亡夫）尚・80〈栴檀町〉
大崎トシ子（亡夫）正・90 〈永碇町〉
平野　輝美（亡夫）洋志・78〈坂本町西部い〉
舟津　周一（亡母）節子・81〈坂本町中谷い〉
浅井　　瞳（亡妻）シヅ子・74〈大村町〉
谷口　　明（亡父）義明・87〈坂本町荒瀬〉
光本登喜行（亡母）アヤ子・99〈鏡町中島〉
光本奈津美（亡夫）登喜行・72〈鏡町中島〉
中田　末蔵（亡姉）村山キクエ・95〈鏡町貝洲〉
中山　稔（亡兄）秀輝・78〈奈良木町〉
萩本　達也（亡母）嘉美・84〈鏡町内田〉
永松　史伸（亡父）讓・89〈松江町〉

勇川　一人（亡妻）君代・83〈泉町下岳〉
甲斐美智子（亡母）坂川ユキ・98〈田中北町〉
岩田　泰江（亡父）國治・97〈豊原中町〉
田中　了介（亡母）高子・95〈日奈久山下町〉
福島ツル子（亡夫）光男・82〈鏡町貝洲〉
荒木　文子（亡父）園田敏夏・99〈鏡町貝洲〉
福田　総子（亡母）末冨利惠子・79〈中片町〉
田端　英信（亡妻）トシ・81〈　̶　〉
米村　絹枝（亡夫）豊俊・91〈植柳上町〉
山﨑　國雄（亡母）ナツ子・88〈西片町〉
堀口　　朴（亡妻）逸子・93〈日置町〉
谷﨑　秀子（亡夫）一一・89〈坂本町中谷い〉
宮本ハツメ（亡夫）輝雄・84〈大福寺町〉
志水　清子（亡夫）信一・64〈鏡町下有佐〉
山田　文子（亡夫）高良・69〈坂本町深水い〉
福田　圭子（亡夫）廣美・84〈古閑浜町〉
森　イツ子（亡夫）弘喜・78〈福正町〉
田中美代子（亡夫）國男・78〈坂本町鮎帰ほ〉
松出　賢治（亡父）金満・91〈横手町〉
白木　國夫（亡母）珍子・95〈迎町一丁目〉
萩本　清子（亡夫）末喜・91〈井揚町〉
小林　定敏（亡母）マサ子・91〈田中西町〉
宮本　洋子（亡夫）晶則・71〈海士江町〉
松村　征江（亡夫）正信・78〈鏡町中島〉
柿本　　久（亡父）幸・92〈二見本町〉
阿部　良久（亡母）タヱ・102〈豊原中町〉
光永サナエ（亡夫）満雄・89〈鏡町宝出〉
柳田　秀文（亡母）サエ子・89〈松崎町〉
久保千津子（亡夫）保・79〈日奈久新田町〉
上田　光子（亡夫）登・83〈横手新町〉
石本　邦彦（亡親戚）カズエ・87〈宮地町〉
金橋　末雄（亡母）幸子・92〈大島町〉
髙野　泰範（亡妻）喜久・79〈郡築二番町〉
吉本　一也（亡母）𠮷本トシ子・86〈築添町〉
橋塚ナツ子（亡夫）為喜・89〈葭牟田町〉
村上　隆一（亡母）チヨメ・94〈長田町〉
岡田　　修（亡母）シゲコ・96〈鏡町宝出〉
中田　文男（亡母）トシエ・88〈鏡町貝洲〉
勇川　　実（亡父）一人・84〈泉町下岳〉
山本　匡江（亡夫）貞治・62〈郡築三番町〉
荒木　龍浩（亡母）榮子・86〈豊原上町〉
宮川アサエ（亡夫）義人・87〈豊原上町〉
大木　良博（亡父）辰則・91〈揚町〉
吉冨　雄二（亡母）マスエ・88〈八幡町〉
島壽　修司（亡母）啓子・83〈上日置町〉
渕上ノブコ（亡夫）安男・86〈島田町〉
山下　栄光（亡母）ヒサ子・94〈宇土市城之浦町〉
荒木　崇一（亡母）功・89〈萩原町一丁目〉
丸亀　智寛（亡母）保子・88〈古城町〉
髙田　眞一（亡妻）美代子・67〈郡築一番町〉

松野　達明（亡妻）マスエ・93〈西片町〉
蓑田美智子（亡夫）豊・92〈鏡町鏡〉
大野　由紀（亡夫）和敏・54〈松崎町〉
吉﨑　治子（亡夫）宏美・83〈敷川内町〉
中山　幹之（亡父）道男・84〈八幡町〉
成田　修一（亡父）豊・96〈高植本町〉
澤田てるみ（亡夫）和雄・69〈日置町〉
中道　弘樹（亡母）弘子・87〈上日置町〉
宮﨑　英子（亡夫）正行・88〈永碇町〉
宮村　智子（亡母）新村フサ子・88〈竹原町〉
柳口　弘美（亡夫）明・64〈植柳下町〉
緒方　義弘（亡母）トミ子・95〈鏡町貝洲〉
松村美和子（亡夫）和治・64〈古閑中町〉
中山　清美（亡母）後藤トヨメ 89〈西松江城町〉
兵頭美知子（亡母）橋口清子・97〈日置町〉
上田　敏治（亡母）ミツル・100〈鏡町鏡村〉
中村喜代人（亡妻）敏子・85〈　̶　〉
満塩　洋子（亡夫）實・88〈古城町〉
豊本　峰生（亡母）ミヨ子・87〈豊原中町〉
橋本　照美（亡夫）一幸・57〈郡築十二番町〉
竹岡　孝介（亡父）時義・89〈八幡町〉
村田　一生（亡妻）澄子・86〈鏡町内田〉
幸　　信彦（亡母）一子・76〈本町二丁目〉
山本三年子（亡夫）晶・89〈鏡町北新地〉
髙橋　康子（亡夫）幸一・72〈平山新町〉
内布　豊子（亡夫）守・86〈揚町〉
平﨑　建三（亡次女）友季子・44〈鏡町中島〉
山下真木子（亡母）民子・84〈本町四丁目〉
岡村　國男（亡妻）麗子・77〈松崎町〉
丸塚きよみ（亡母）西村ミサ・100〈高下西町〉
宮川美智子（亡夫）秀男・95〈豊原上町〉
高橋まゆみ（亡母）上田ユキエ・98〈古閑上町〉
村田　妙子（亡夫）又則・84〈鏡町貝洲〉
西山　隆一（亡妻）洋子・70〈植柳新町一丁目〉
桑原　淳司（亡父）康雄・92〈坂本町田上〉
福田　新士（亡妻）佐由美・58〈奈良木町〉
宮崎　悦子（亡夫）省三・88〈鏡町鏡〉
山口　泰子（亡夫）重保・83〈坂本町鮎帰ほ〉
田口　正一（亡母）ミドリ・81〈西片町〉
江崎　健一（亡母）シズ子・91〈昭和同仁町〉
小路　まき（亡夫）博光・73〈上野町〉
宮村　博文（亡-）谷口和子・92〈鏡町内田〉
上村かおる（亡母）白川ユキ子・91〈坂本町葉木〉
髙田　眞一（亡母）サヤ子・89〈郡築一番町〉
中嶋　和昭（亡父）光喜・95〈揚町〉
土肥　和美（亡母）アイ子・93〈妙見町〉
南　　義光（亡母）ヨシヱ・91〈本野町〉
石坂　智準（亡妻）ミドリ・78〈古閑浜町〉
澤田　　彰（亡母）綾子・98〈日置町〉
安土　優子（亡父）坂口健次・76〈高下西町〉

坂井　明子（亡夫）幸助・72〈麦島西町〉
境　　千治（亡父）辰男・90〈海士江町〉
蘒嶋　　登（亡母）萩島ハツメ・103〈末広町〉
米村　和夫（亡母）アキミ・93〈植柳上町〉
深水知惠子（亡夫）俊則・89〈上野町〉
久保田稔子（亡夫）功・84〈千丁町吉王丸〉
原　　聿代（亡夫）久志・85〈清水町〉
加根魯マリ子（亡母）池田シズエ・99〈鏡町鏡〉
北岡　清喜（亡母）ヤエ子・92〈東片町〉
大浪いつみ（亡母）山口ヤエ・94〈坂本町百済来上〉
西田　明子（亡父）睦男・91〈鏡町鏡〉
西田　明子（亡母）和子・80〈鏡町鏡〉
米岡　純子（亡夫）誠也・68〈高島町〉
上原　哲夫（亡妻）都・93〈植柳上町〉

【坂本支所受付】

淵上　次男（亡母）トミエ・98〈坂本町百済来下〉

【千丁支所受付】

岩山　孝志（亡母）タミ子・90〈岡町小路〉
永溝ユリ子（亡夫）浩・84〈千丁町太牟田〉
福嶋　和子（亡夫）学・69〈千丁町太牟田〉

古島いく代（亡夫）信一・77〈千丁町古閑出〉
榎田　信一（亡父）嘉市・99〈千丁町古閑出〉
吉住ヒデ子（亡夫）敏德・90〈千丁町吉王丸〉
奥村留美子（亡母）スミエ・90〈千丁町太牟田〉
作馬　豊徳（亡母）スミエ・83〈千丁町古閑出〉
藤本　誠治（亡母）美津子・91〈千丁町吉王丸〉
堺　　勝秀（亡母）ハツ子・95〈千丁町吉王丸〉
北田　浩一（亡母）ヨシノ・93〈千丁町太牟田〉
有田　哲也（亡母）シヅエ・106〈千丁町新牟田〉
西岡トシ子（亡夫）登・85〈千丁町新牟田〉
福田　道雄（亡兄）憲明・69〈千丁町古閑出〉
　
【鏡支所受付】

葉山　信市（亡母）スミエ・97〈鏡町鏡〉
藤本　　巧（亡母）スミ・88〈鏡町鏡〉
平崎　武次（亡妻）俊子・89〈鏡町中島〉
本永　　徹（亡母）キミヨ・96〈鏡町貝洲〉
高野千恵美（亡母）髙野ヨシ子・87〈鏡町鏡〉
野口　勝広（亡姉）イセ子・83〈鏡町内田〉
川邊　義人（亡妻）セツ子・90〈鏡町貝洲〉
木村　長俊（亡長男）𠮷宏・58〈鏡町下村〉
林　加代子（亡母）荒木マサ子・94〈鏡町鏡〉

三宅　好久（亡母）マサ子・90〈鏡町下村〉
遠山　　誠（亡母）フユノ・92〈鏡町上鏡〉
飯田　利光（亡母）ツタエ・97〈鏡町内田〉
田中　清則（亡弟）俊夫・73〈鏡町内田〉
柴田　信生（亡母）キクノ・92〈鏡町貝洲〉
西岡ミズエ（亡夫）義範・93〈鏡町芝口〉
田河　辰彦（亡妻）和子・83〈鏡町下村〉
秋永　スミ（亡夫）和雄・88〈鏡町鏡村〉

【東陽支所受付】

竹下　一郎（亡母）サヨ・98〈東陽町小浦〉
森田　文子（亡夫）學・88〈東陽町南〉
平木　和子（亡夫）一則・83〈東陽町南〉
平野　富雄（亡母）廣美・97〈東陽町南〉

【泉支所受付】

藤﨑　祥子（亡夫）英信・71〈泉町栗木〉
杉本　正生（亡妻）照子・77〈泉町栗木〉
和田安津子（亡母）高石幸枝・91〈熊本市東区〉
嶽本　信房（亡母）フヂ子・89〈泉町久連子〉
岩村　広人（亡母）絹子・85〈泉町栗木〉

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました
社会福祉協議会事業に活用させて頂きます社会福祉協議会事業に活用させて頂きます

※寄付者の皆様にご了解いただきました内容のみ掲載しております

令和 3年 5月 1日～ 8月 31 日　1件（匿名除く）
熊本県タクシ－協会八代支部 様　　　　　　　25,000円

ご寄付お願い
八代市社会福祉協議会では市民の皆さま (個人・法人等）から、金額の大小を問わず、年間を通じて
寄付金を受け付けています。
地域福祉推進のための社協独自の自主財源として非常に大きな役割を果たしています。

やつしろし万灯会 八代市ふれあいフェスタサマーボランティアスクール

・チャリティーバザー等の益金の一部　　 ・香典返しや快気祝いの一部
・学校や職場での募金の一部　　　　　　 ・企業の社会貢献としての寄付

などございましたら是非、ご検討ください。
ぜひ、あなたも八代市の地域福祉を支えるサポーターになりませんか。

あたたかいご寄付をお願いいたします。

希望により、年３回全戸配布の社協だよりにお名前等掲載 ( 紹介 ) させていただきます。
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あなたの抱えている生活の不安や心配ご相談ください
相談員が一緒に解決のお手伝いをします

あなたの抱えている生活の不安や心配ご相談ください
相談員が一緒に解決のお手伝いをします

ご相談は無料。
お気軽にご相談下
さい。秘密は厳守
します。

●家賃が払えずに家を出なければならない
●収入より借金が多くある
●近所の人との交流を持ちたい
●家族が引きこもっている
●ひとりでは仕事探しの相談ができない
●ずっと働いていないので就職が不安
●子供に勉強をさせてやりたい
●どこに相談していいのかわからない など

【常設相談窓口】　八代市社会福祉協議会　本　所　八代市本町１丁目9-14　TEL６２－８２２８
　　　　　　　　八代市社会福祉協議会　鏡支所　八代市鏡町鏡村720　TEL５２－０６７７

◆相 談 日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除きます） 受付時間： ９時～１６時３０分
◆相談方法：電話、来所、自宅訪問による方法で相談に応じます。
　※新型コロナウィルス感染症拡大防止対策をとり、ご対応させて頂いております。
　　まずはお電話下さい。

無料職業紹介を行っています ひなたでカフェのご案内

こんなことで悩んでいませんか？

生活困窮者自立相談支援申込者で就労
を希望される方に、お仕事を紹介・
あっせん致します。

【相談日】
　月曜日～金曜日 （祝日・年末年始を除く）
　９：００～１６：３０

【お問合せ先】
八代市社会福祉協議会無料職業紹介所
TEL：62-8228　FAX：62-8227

引きこもっている家族がいる、どう対応してよい
かわからないなど、悩みを一人で抱えていません
か？ひなたでカフェは安心して話せる場所です。
一度、立ち寄られてみませんか？

【開催日】　毎月第４木曜日
　　　　　１３時３０分から約２時間 
　　　　　（変更する場合もあります）

【場　所】　本町アーケード地域支え合いセンター
（がらっぱ広場横）

今日の食事も満足に食べられないご家庭があります。
皆様の善意のご寄付により、助かっておられます。
食料支援は、自立相談支援センターに相談される方が対象です。

ありがとうございます！皆様より多くのご寄付を頂いています。
引き続きご協力をお願いします。
ありがとうございます！皆様より多くのご寄付を頂いています。
引き続きご協力をお願いします。 とくにカップ麺、缶詰などは、受け

取られる方にも好評です。ご家庭に
余っている食料、もらいものだけど
食べないもの、何でもＯＫです。
※賞味期限に余裕のある品物が希望です。

令和３年５月から８月末日までご協
力頂いた方です。ありがとうござい
ました。 小山  量子 様
※ご寄付は他14件いただいています
がご了承いただいた方のみ掲載して
います。




