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令和３年３月１日発行
【天草市社会福祉協議会】

　１月28日（木）天草市立五和小学校（荒木 秀志 校長）、４年生44名を対象に、
認知症サポーター養成講座を開催しました。
　認知症の高齢者に扮装した社協職員を相手に声掛けなどをとおして、認知症
について理解を深めることの出来た時間となりました。

認知症サポーターの証“オレンジリング”を手に記念撮影

認知症について学びました
～認知症に優しいまちづくりを目指して～

オレ
ンジリング
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　２月８日（月）、12日（金）、16日（火）、天草公証役場　公
証人　羽田　豊光　氏を講師にお招きし、「令和２年度成
年後見講演会」を開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して、３会
場に分散して実施しました。
　ご参加いただきました皆様には心より感謝申し上げます。

　講演では、「おひとりさまの終活～安心
して老後を迎える準備～」をテーマに、安
心して老後・最期を迎えるために必要なこ
となどについて、ご自身の経験を基にお話
しいただきました。
　講演をとおして終活の考え方や、死後の
手続き対応をどう準備するかなど、考える
貴重な機会となりました。

　成年後見制度は、仕組みや利用方法の複
雑さから理解しづらいことが課題です。
　お困りの際は、まずはお気軽にご相談く
ださい。

　「死」は家族や親戚だけが担うもので
はなく、社会全体の問題と捉え、ご本人
様をサポートする選択肢の一つとして、
成年後見制度があります。
　成年後見制度ではどのようなサポート
ができるのか、制度の必要性について理
解を深めることが出来たのではないでし
ょうか。

認知症や介護のこと。お茶しながら、おしゃべりしませんか？

認知症

カフェ

オレンジカフェ・ふれ愛
日　時  毎月第３水曜　午後１時３０分
場　所  ふれ愛ホーム宮地岳かかしの里

（宮地岳町５５１６）
連絡先  天草市社会福祉協議会本渡支所
　　　  ☎24 - 010 0

オレンジカフェおにづか
日　時  毎月第２水曜　午後１時30分
場　所  在宅介護支援サテライト施設
　　　　うしぶか　　（牛深町２０６５－９）
連絡先  在宅介護支援サテライト施設うしぶか
　　　  ☎７２-５１１１

オレンジカフェ凪nagi
日　時  毎月第４木曜　午後１時
場　所  いさな館

（御所浦町御所浦３５２７）
連絡先  天草市社会福祉協議会御所浦支所
　　　  ☎６７-３７８２

オレンジカフェひまわり
日　時  毎月第４木曜　午後１時３０分
場　所  新和高齢者生活福祉センター

（新和町小宮地763－13）
連絡先  天草市社会福祉協議会新和支所
　　　  ☎４６-３７７０

オレンジカフェロザリオ
日　時  毎月第２・４月曜　午前９時30分
場　所  大江地区コミュニティセンター

（天草町大江7480－5）
連絡先  天草市社会福祉協議会天草支所
　　　  ☎４２-０６７８

オレンジカフェぽかぽか

認知症に関する相談

日　時  毎月第２火曜　午後１時３０分
場　所  倉岳老人福祉センター

（倉岳町棚底１９９７－１）
連絡先  天草市社会福祉協議会倉岳支所
　　　  ☎６４-３８９５

オレンジカフェ和気あいあい
日　時  毎月第３木曜　午前１０時
場　所  御領地区コミュニティセンター

（五和町御領１２１５３）
連絡先  天草市社会福祉協議会五和支所
　　　  ☎３２-１０７６

オレンジカフェ縁
日　時  毎月第４金曜　午前１０時
場　所  牛深老人福祉センター

（牛深町１５２２－４）
連絡先  牛深老人福祉センター
　　　  ☎７２-５７７６

オレンジカフェほっこり
日　時  毎月第４木曜　午後１時３０分
場　所  有明老人福祉センター

（有明町赤崎２０１０－９）
連絡先  天草市社会福祉協議会有明支所
　　　  ☎５３-01１0

かっぱカフェ
日　時  毎月第３水曜　午前１０時
場　所  村区自治公民館

（栖本町馬場２１８）
連絡先  天草市社会福祉協議会栖本支所
　　　  ☎６６-３３６７

オレンジカフェ小田床
日　時  毎月第１月曜　午前１０時
場　所  下田南地区コミュニティセンター

（天草町下田南３０４０－１）
連絡先  天草市社会福祉協議会天草支所
　　　  ☎４２-０６７８

オレンジカフェ白木
日　時  毎月第３火曜　午前10時
場　所  河浦老人福祉センター

（河浦町白木河内２２３－１２）
連絡先  天草市社会福祉協議会河浦支所
　　　  ☎７６-１４０１

天草市社会福祉協議会では、
市内１２か所に認知症カフェ
を開設しています。

認知症カフェは、認知症の人
やその家族が、地域の人々や
専門職員と互いに情報を共有
し、理解し合う場となります。
また、認知症に関する専門知
識を持つ職員が、介護に関す
る相談も受け付けています。

認知症カフェ・認知症相談センター
では、認知症に関する相談を随時受
け付けています。
お気軽にスタッフへ声掛けください。

☎ ２４－５９１２

天草市認知症相談センター
　　（天草地域医療センター 内）

相談は
無料

成年後見制度について
学びました

▲羽田　豊光　氏

▲一町田地区コミュニティセンター

▲天草市民センター

▲栖本福祉会館

お問合せ あまくさ成年後見センター ☎0969-32-2552天草市社会福祉協議会福祉のまちづくり課内
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　保護者様の悩みやお子さんの困り感など
が少しでも軽減できるよう、療育相談員が
皆さまに寄り添いながら一緒に考えるお手
伝いをします。

身近な地域で必要な支援やサービスを利用できるように様々な活動を通じて、お子様
個々の発達を支援します。

○親子参加で遊びを通しての発達支援
○集団生活に適応できるようにサポート

○日常生活能力やコミュニケーション力
の向上を目的とした支援

　来所や訪問（家庭・保育所（園）・幼稚
園・学校など）などを通して、お話を伺い
ます。相談内容やお子さんの様子に合わせ
て関わり方や今後の支援の方向性を考えま
す。

　保護者の方々が、お子さんとのより良い関わ
り方を学びながら、日常の子育ての困りごとを
解消し、楽しく子育てが出来るような情報交換
の場です。
　ペアレントメンターさん他、先輩ママさん方
に話を聴いてもらい“ほっ”とできる場です。
ぜひご参加ください。

訪問や外来により相談を受付けます。
お気軽にご連絡ください。
【利用時間】
 月曜～金曜（８：30～17：15）　

☆ペアレントメンターとは「信頼のおける相談
相手」という意味です。さまざまな子育ての
悩みや疑問を持つ保護者に対して、共感的に
悩みを聴いたり、情報交換を行ったりする親
のことです。

天草地域療育センター事業熊本県指定：福祉型児童発達支援センター個別相談随時受付中

新年度児童募集中
「お子さんにどのように関わったら良いかわからない」
「お子さんの行動が心配」など悩んでいませんか？

お子さんのことで不安や悩みはありませんか？

お子さんやご家族が
毎日楽しく過ごせること…
それがわたしたちの願いです。

親の集い

開催日

時　間

場　所

毎月第３木曜日

10時～12時
天草市社会福祉協議会
本渡支所会議室
※療育相談員等によるミニ講話もあります。

親の集いでお伝えしていること
（ペアレントプログラムの視点）

❶ ポイント

❷ ポイント

❸ ポイント

行動で考える

ほめる対応

仲間づくり

行動のしくみを理解して、子どもに具体
的にどのように行動したらよいか導くコ
ツを学びましょう！

頑張っているところ・努力しているとこ
ろに注目！ほめ上手になって、子どもと
接してみましょう！

同じ悩みを持つ保護者同士で、子どもへ
の関わり方を共に考え、アイデアを出し
合って毎日の子育てに役立てましょう！

天草地域療育センター ☎0969-23-7049
天草市社会福祉協議会本渡支所内

お問合せ児童発達支援センター すくすく園 ☎0969-23-7049
天草市社会福祉協議会本渡支所内 天草市亀場町亀川1886-2（旧 天草中央保健福祉センター） 天草市亀場町亀川1886-2（旧 天草中央保健福祉センター）

お問合せ

日常生活における基本的動作を
習得及び集団生活に適応するこ
とが出来るよう、身体及び精神
の状況並びにその置かれている
環境に応じて適切かつ効果的な
指導・訓練を行う。

放課後及び長期休暇中におい
て、楽しく豊かな充実した生活
にして健全に育成するととも
に、放課後等の居場所づくりを
推進する。

通所利用の障がい児及びその可
能性のある幼児

小学校６年生までの障がい児及
びその可能性のある児童

児童発達支援事業
（親子療育）

放課後等デイサービス事業
（単独療育）

・グループ療育
・個別療育

・余暇活動
・お手伝い活動

月曜～金曜

９時～13時

月曜～金曜

14時～17時

土曜

９時～15時

事 業 名

対 象 者

定　　員

営 業 日

利用時間

目　　的

支援内容

※祝日も開所しています。

児童発達支援 放課後等
デイサービス

集団が苦手だなぁ…

落ち着きがないなぁ…

言葉が増えないなぁ…

“子どもの可能性を

信じること”
そこからが
療育のスタート

です！

10名
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子育て中のお父さんお母さん、利用してみませんか？

天草市ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンターでは、『育児を手伝ってほしい人』と『育児を
応援したい人』が会員となって地域で子育ての助け合いをしています

どんな時に使えるの？ どうやって登録するの？

・「仕事の都合で保育園等の迎えの時間に間に合
わない」
・「休日に仕事で子どもの世話ができない」
・「病院に行きたいけど子どもを連れて行くのは
大変」
など、保護者の方が子どもの面倒を見られない時
に、ご利用いただけます。
　※お子さんが病気の時は、預かりはできません。
　　（病後児預かりはできます（条件あり））
　※家事や宿泊はできません。

誰が預かってくれるの？

心身共に健康で、子育てのお手伝
いをしてくださる方（協力会員）
がお子さんを預かってくださいま
す。協力会員は、センターが実施
する講習会を受講した方です。

登録はお住まいの地域の社会福祉協
議会の支所で行います。
登録は無料です。
利用の仕組みを説明し、お手伝いし
てほしい内容などをお聞きします。

依頼の方法は？

依頼する日時が決まったら、支所へ
申し込みます。依頼内容にあった協
力会員をご紹介し、事前打ち合わせ
（顔合わせ）を行います。
協力会員は、打ち
合わせ内容にそっ
て協力会員の自宅
等で子どもさんを
預かります。

区分

■ 利用料金

※食事（ミルク）代、おやつ代、おむつ代、交通費等は依頼会員の実費となります。

通常

病後児

利用時間 その他の
世帯

３００円

３５０円

３５０円

４５０円

１００円
１００円
１００円
２００円

依頼会員利用料金（１時間あたり）

月曜日～金曜日
午前７時～午後８時
月曜日～金曜日
午後８時～午後10時

土曜日・日曜日・祝日
午前７時～午後10時
月曜日～金曜日
午前８時～午後６時

天草市に住民票を有
する者で、生活保護
世帯・住民税非課税
世帯・児童扶養手当
受給水準の世帯

●天草市内に在住または勤務
されている方
●生後６ヶ月から小学６年生
までのお子さんがいる家庭

依頼会員
（子どもさんを預けたい方）

●天草市に在住し、自宅等で
子どもを預かれる方
●心身共に健康で、子どもが
好きな方
●センターが実施する講習会
を受講していただける方

協力会員
（子どもさんを預かる方）

＜お友達同士で会員になってみませんか？＞
お友達同士でお子さんを預かることはありませんか？お友達同士で
ファミリーサポートセンターに会員登録していただくことも可能で
す。ママ友同士で誘い合って一緒に子育てを楽しみましょう。

活動中の事故に備えて、㈶女性労働協会を保険契約者
とする地域子育て支援補償保険に一括して加入します。保　険

ママたちの家事・育児をサポート！！！

■利用までの流れ

■ 対象者

■ 支援内容

■ 利用方法

■利用料金

天草市妊産婦日常生活支援事業

　妊娠中から出産後にかけて、家事や育児で周りからの支援を受けることができない
方に対し、支援員を派遣して家事や育児のお手伝いをします。

次の要件を全て満たす人。
　１．市内に住所がある人。
　２．妊娠中または出産後１年以内の人。
　３．心身の不調や冠婚葬祭などにより、家事や育児を行うことが困

難で、自宅や近所に手伝ってくれる家族や知人がいない人。
　　　（ご家族・知人がいても手伝えない理由があれば利用できます）

●生活援助……家事や沐浴、子どものお世話などの日常生活の援助
●子育て支援…子どもの預かりなどの保育サービス

事前に利用登録申請書を提出し、支援の必要な時に派遣依頼をしてください。 
※登録をしておらず、急な支援が必要なときは下記の問い合わせ先にご連絡くだ
さい。

天草市子育て支援課 ☎0969-23-1111
☎0969-27-5400（直通）

１ 登録申請 ２ 利用者の登録 ３ 派遣の申請 ４ 支援員の派遣

問い合わせ先

利用者世帯の区分
利用者の負担額（１時間あたり）

生活援助 子育て支援（児童１人の場合）

０円 ０円
150円 70円
300円 150円

生活保護法による被保護世帯
住民税非課税世帯

児童扶養手当支給水準の世帯
それ以外の世帯

ママサポート♪
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例えばこんなお手伝いが出来ます

【ほっと安心サポート事業】の仕組み

社会福祉協議会

サポ
ート
活動

地域
通貨
券

地域通貨券

支払
い

登録申請連絡・調整

請求

商品・サービス

サポート会員

加 盟 店

詳しくはお近くの各支所へお問い合わせください（12ページ参照）

まちを元気にする
地域通貨券

利用して
みませんか？

　日常のちょっとした困りごとを地域の中で支える会員登録制の仕組みです。その縁結び役
になるのが、地域通貨券です。お手伝いしてもらったお礼に、お願いした人からサポートし
た人に渡します。その地域通貨券は、各地域の加盟店で１枚200円の金券として使えます。

・買い物代行
・ゴミ出し
・掃除
・庭の手入れ
・草むしり
・話し相手
・その他日常生活での困りごと

利用限度基準は、１回の支援で原則１時
間までとします。
地域通貨券には、使用期限があります。

＜利用者の声＞
とても助かっています。
ご近所にこんな優しい方がいらっ
しゃるなんて知りませんでした。

＜支援者の声＞
少しのお手伝いで、お金をもらうのは、
気が引けていました。地域通貨券は、地
元の商店も活性化するので、とても良い
ですね。

１回のサポートの目安
２０分➡１枚２００円の金券

支え合い　　～つけたみ

喜ばれることで、生きがいがうまれます！
　そう話されるのは、地域で「ほっと安心サポート事業」の
サポート会員として活動されている馬場みすずさん（志柿町）
です。今回は、そんな馬場さんを紹介します。

ば　ば

▶ 

馬
場 

み
す
ず 

さ
ん

　きっかけは２年前、「地域のために何か活動したいなぁ」と思って
いた時、友人から「ほっと安心サポート事業」を紹介され、社会福
祉協議会でサポート会員の登録を行ったのが始まりでした。
　はじめての依頼は、70代男性の支援（部屋掃除や話し相手）で、
簡単なお手伝いでしたが、依頼者より「助かった、ありがとう」と言
葉をかけて頂いたことがうれしく、自分の自信にもつながりました。
これを機に、３名の方のゴミ出しや庭の草引き、買い物支援など、
私にできる支援を行ってきました。ちょっとしたお手伝いで、依頼
者の困りごとが安心にかわるところが「ほっと安心サポート事業」
の良いところだと思います。
　地域のため、又、私自身の健康のためにもこの活動を楽しみなが
ら続けていきたいと思っています。

　寄せられた会費は、日本赤十字社熊
本県支部へ送金され国内における台
風、火災、水害、地震などの自然災害
時の救護の活動と準備、物資の調達費
等に利用されます。
　また、国内にとどまらず、国際援助
活動や青少年赤十字の普及・育成等に
幅広く活用されています。
　他にも、赤十字のボランティアの基
礎研修を行い、多くの方が災害時に助
け合える環境を整えるための資金とし
て活用されています。

　令和２年10月１日から展開されま
した赤い羽根共同募金運動は、地域の
皆様方をはじめ、各種関係団体の方々
の温かいご協力により、多くの募金を
いただきました。
　寄せられた募金は、熊本県共同募金
会で取りまとめ、令和３年度に県内の
社会福祉団体・施設やボランティア団
体に配分されるとともに、天草市へも
地域配分金として地域福祉事業・ボラ
ンティア事業の充実のために活用され
ます。

▲活動のようす

ほっと会員

会員募集中

〇ほっと会員
困りごとのある人　新規会員1,000円

〇サポート会員
協力できる人　登録料無料　保険加入

〇運営協力会員
縁の下の力持ち　資金面での協力　年会費1,000円以上

〇加盟店
地域通貨券が使えるお店
ステッカーorのぼり旗掲示店

ほっと安心サポート事業

「日本赤十字社会費実績報告」

皆さんのご協力ありがとうございました
「赤い羽根共同募金実績報告」

12,279,605円会費
総額

（令和２年12月31日現在）

17,986,035円募金
総額

（令和２年12月31日現在）
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本渡支所
倉岳支所
天草支所

☎24-0100
☎64-3895
☎42-0678

牛深支所
栖本支所
河浦支所

☎72-2904
☎66-3367
☎76-１４０１

有明支所
新和支所

☎53-0110
☎46-3770

御所浦支所
五 和 支 所

☎67-3782
☎32-1076

♥お住まいの地域の問合せ先♥

〈編集・発行〉 社会福祉法人
天草市五和町御領2943番地　TEL（0969）32-2552　FAX（0969）32-255１

E-mail : amakusa-cosw@amasha.jp   URL : http://amakusa-shakyo.jp
〒863-2201

天草市社会福祉協議会

入場
無料

※新型コロナウイルスの感染
　状況次第では延期または
　中止することがあります。

４月２５日（日）
西の久保公園 ※雨天中止
中学生以下

日 時…
場 所…
対 象…

御寄附御礼
　令和３年１月２１日（木）、天草
市社会福祉協議会　前会長の、故 
中村 五木様（前天草市長）のご逝
去により、香典返しとして、奥様
の中村 素子様から、天草市の社
会福祉事業に活用していただきた
いと、多額のご寄附を賜りました。
誠にありがとうございました。

ご先祖を敬い、絆を大切にする

《お墓の清掃管理でお困りの方へ》
墓地清掃管理サービス

地域の大切な空間である墓地の再生

★お申込みやお問合せは、お墓がある地区の天草市社会福祉協議会各支所にお気軽にご相談ください。

　天草市内にお墓があり、身体的な理由やご家族の都合で、墓地の清掃管理にお困りの
方に代わり、天草市社会福祉協議会（会長 横山 加奈子）が、新たな福祉的視点でソーシ
ャルファームの理念に基づき、登録団体等と共に、お墓の清掃や供花を行います。

　お墓の清掃管理に対する不安やニーズにお応えする為、
天草市社会福祉協議会が、地域の大切な空間であるお墓の
永続的な管理に取組みます。
 墓地内の除草やゴミ等の掃除、手作業による墓石の水拭
き、生花等のお供え、作業報告（清掃後の写真等の送付）、
その他、ご依頼の内容にそって、真心を込めて行います。
※ソーシャルファームとは…障がいをお持ちの方や引きこもりなどで、
仕事を見つけることが困難な方へ、働く場を創りだし提供する取り組み。

令和３年度

あまくさ子ども
フェスティバル

詳細は天草市社会福祉協議会 本渡支所
（☎24-0100）へお問い合わせください。
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