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介護保険推進全国サミットinくまもと２０１４

キーワードは〝住民主体〟
～地域住民の皆さんと一緒に地域で福祉活動を行うための『アクションプラン』です～

ジュニアヘルパー活動を全国に発信！

『第３次地域福祉活動計画』を策定中！

　去る平成26年10月30日（木）から31日（金）にかけ、『第15回　介護保険推進全国サミットinくまもと』が、市民会館崇城大学ホー
ルにおいて開催されました。
　そのオープニングセレモニーにおいて、中学生ジュニアヘルパーの代表とくまもと福祉っ子ファイターズ（ジュニアヘルパーＯＢ）の
代表31名が、全国に向けて高齢者の見守り活動等について報告・発表を行いました。
　大変素晴らしい報告・発表ができ、全国から多くの反響をいただくことができました。今後とも地域で活躍しているジュニアヘル
パーの応援をよろしくお願い致します。

　熊本市社会福祉協議会では、人と人とがつながり支えあう環境づくりをすすめるとともに、地域住民の日常生活における問題や課
題の把握に努め、その解決策を住民とともに考え、ともに行動し、支援が必要な方へ適切な対応ができる体制づくりをめざします。

住民の皆さまの声をもとに３つの活動目標を設定しました
活動目標１　住民主体による地域福祉活動の推薦
活動目標２　地域みんな（日常生活圏域）で支えあう環境づくりの推進
活動目標３　みんなの暮らしを支える仕組みづくりの推進

・わたし、わたしたち
・子ども、障がい者、高齢者、全ての住民
・ボランティア、福祉サービス事業所
・校区社会福祉協議会
・民生委員・児童委員
・熊本市社会福祉協議会
・行政（熊本市）など

①アンケート調査 
　分野Ⅰ：地域住民（3,702名）
　　　　　一人暮らし高齢者、子育て家庭、
　　　　　障がい者
　分野Ⅱ：福祉活動実践者（2,454名）
　　　　　地域関係団体、民生委員・児童委員、
　　　　　 ボランティア活動実践者、サロン運営者
　分野Ⅲ：福祉サービス事業者（154名）
　　　　　地域包括支援センター等の福祉施設職員
②住民座談会 
　　　　　託麻原校区（中央区）、東町校区（東区）
　　　　　城山校区（西区）、田迎南校区（南区）
　　　　　弓削校区（北区）

　住民や地域の各種団体、機関等が協力して、住民の参画と協働を図りながら、地
域の様々な問題や課題解決に取り組むために策定する民間の活動（行動）計画です。
　熊本市が行政計画として策定する「地域福祉計画」と役割分担・連携しなが
ら、住民とともに地域福祉を推進します。

地域福祉活動計画とは？

○市民主体   ○個人の尊厳、人権の尊重
○住民相互の支えあい ○市民、事業者、行政の協力と連携

基 本 理 念

「誰もが健やかで安心して暮らせる地域づくり」
　子どもから高齢者まで、全ての住民が住み慣れた地域で共に支えあい、助け
あいながら暮らせる地域づくりをめざします。

基 本 目 標

活 動 目 標

誰がすすめるの？

計画策定のための生活課題の把握
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第３5回 くまもと市民ボランティア週間

くまもと市民ボランティアパレード

ボランティアの広場＆ボランティアステージ

環境美化活動

　第３５回目となった平成２６年度は「ボランティアの町・うる
おいの町」をメインテーマ、「近助・遠助それがボランティア」
をサブテーマとし、１１月８日から１５日までの一週間事業を
実施いたしました。
　この「くまもと市民ボランティア週間」は、各種事業・活動

を通じて、市民の皆様にボランティア活動の理念・必要性の
認識を深めていただき、ボランティア週間を契機として「い
つでも」、「どこでも」、「気軽に」、「楽しく」、ボランティア活動
に参加できるような地域（まち）づくりを目指し、今後のボラ
ンティア活動の推進に繋げられるように開催しています。

[期日]平成２６年１１月８日（土）１５：００～１５：３０
[会場]サンロード新市街～下通り（旧ダイエー前）
　慶誠高校、熊本中央高校吹奏楽部の音楽に合わせ、
たくさんの市民の皆様にご参加いただき、くまもと市民
ボランティアパレードを行いました。

[期日]平成２６年１１月１５日（土）１０：００～１５：００
[会場]熊本交通センター　センターコート
　１２の団体による歌や踊りのステージショーを開催しま
した。
　また、会場周辺には、ボランティア、福祉団体等による
チャリティーバザーの販売会も併せて行いました。

[期日]平成２６年１１月８日（土）１０：００～１２：００
[会場]辛島公園、サンロード新市街～下通り周辺
　当日は、地元企業、学生、ボランティア団体など多くの
市民の皆様方のご協力により地域（まち）がキレイになり
ました。

ボランティア週間３５周年記念講演会
[期日]平成２６年１１月９日（日）１４：００～１５：３０
[会場]熊本交通センターホテル　３階大ホール
　講演会アトラクションとして、熊本市社会福祉協議会女性職員３
名で結成された「Ｓｕ-Ｓｕ-Ｓｕ（スースース）」が、ボランティア週間３５

周年記念として制作しました「ボランティアの歌」の完成披露を行
いました。また、ゲストに「熊本城おもてなし武将隊」、メインゲスト
に「島田洋七氏」を迎え、がばいばあちゃんの話など、おもしろおか
しくご講演いただきました。

赤い羽根共同募金助成事業
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ボ ラ ン テ ィ ア INFORMATION

ボランティア相談コーナーを
「あいぽーと」に設置しています

平成２７年度ボランティア活動保険の
加入受付中

平成２６年度
ボランティアコーディネーター養成講座

熊本市介護保険
サポーター・ポイント制度登録者募集
(平成27年度サポーター募集)

　熊本市市民活動支援センター「あいぽーと」（中央区大江５
丁目１番１号）にボランティア相談コーナーを設置しています。
毎週水曜日午後１時
～４時熊本市ボラン
ティアセンターに登録
するボランティアアド
バイザーが相談員と
して対応いたします。
　お気軽にご相談く
ださい。

　ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠
償責任を補償するための「ボランティア活動保険」
　現在、ボランティアセンター及び各区事務所で平成２７年度
ボランティア活動保険の加入受付を行っております。
○保険掛金　300円
○保険期間　加入日の翌日から平成28年3月31日まで

　ボランティア活動の主要な場所である福祉施設、病院等で、
ボランティアコーディネーターを担当する職員を対象に、ボラ
ンティアの受け入れや仲介等を学ぶために必要な知識・技術
を習得し、専門性の向上を図ることを目的に平成２６年１０月４
日～12日にかけてボラン
ティアコーディネーター養成
講座を全４回開催しました。
　講座では、４０名の参加が
あり、ボランティアの受け入
れに関するプログラムの立
案などを行いました。

　介護保険サポーター・ポイント制度とは、６５歳以上の市民の
皆様が、ボランティア活動（サポーター活動）を通じて地域づく
りに参加することで、自らの健康増進や生きがいづくりを図る
事を目的としています。
　この制度は、ボランティア登録（サポーター登録）をしていた
だいた高齢者が施設等で行ったボランティア活動に対してポ
イントを得て、その数に応じて翌年に現金（交付金）を受け取る
ことができる制度です。
　平成２７年４月１日より新規登録申請を受け付けます。

（対象者）（１） 熊本市介護保険第１号被保険者（市内在住の65
歳以上の方）

　　　  （２）要支援・要介護認定を受けていない方

　災害時に、被災地内外から駆け付ける多くのボラン
ティアを効果的に受け入れるためには、災害ボランティア
センターの円滑な設置・運営及び行政をはじめとする関
係機関との連携が重要です。
　その一方、日頃から地域住民による災害の備えも重要
であり、減災への取り組み活動も各地域で行われていま
す。
　今回の研修会は、平成２６年８月に発生した「広島土石
流災害」を踏まえて、地域住民による「互助活動」としての
災害図上訓練（ディグ、ＤIsaster Ｉmagination Ｇame）
を体験していただき、避難経路の確保、ボランティアの配
置等について、より広く、より深く知っていただくための
模擬訓練と非常食の炊き出し訓練を併せて行います。

※ＤＩＧ（ディグ）とは？
　 　ＤＩＧ（ディグ）は、災害（Disaster）のＤ、想像力（Imagination）のＩ、

ゲーム（Game）のＧの頭文字を取って名付けられた、誰でも企画・運
営できる、参加型で簡単な災害図上訓練ノウハウの名前です。

　 　ＤＩＧでは、参加者は大きな地図を囲み、全員が書き込みを加えなが

ら、ワイワイと楽しく議論をしていきます。その過程で被害の様相はよ
り具体的なものとして描き出され、その地域の災害に対する強さ弱さ
も明らかになってきます。地域防災力の可能性と限界も見えて、災害
に強いコミュニティー作りの方向性も自ずと明らかになってくるゲー
ムです。

１.テーマ　「地域住民による互助活動で防災力・減災力を高めよう」
２.主　催　熊本市社会福祉協議会　ボランティアセンター・東区事務所
３.協　力　公立大学法人　熊本県立大学
　　　　　ＮＰＯ法人　日本防災士会熊本県支部
４.期　日　平成２７年２月２１日（土）１３：００～１６：００
５.会　場　公立大学法人　熊本県立大学
　　　　　（熊本市東区月出３－１－１００）
　　　　　【ＤＩＧ会場】１号館
　　　　　（第１講義室・第１１講義室及び１階ラウンジ）
　　　　　【炊き出し会場】１号館前中庭
６.定　員　１５０名（定員になり次第締め切ります）
７.参加費　無料
８.問い合せ先　熊本市ボランティアセンター

平成２６年度 第３回 

くまもと災害ボランティアリーダー研修会

～上記のボランティア・講座に関するお問い合わせ先～

熊本市社会福祉協議会ボランティアセンター
電話（２８８）２７４８ ＦＡＸ（３５９）１８００

赤い羽根共同募金助成事業

赤い羽根共同募金助成事業



INFORMATION

　低所得者世帯に属する方が、高等学校（特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む）、大学（短期大学及び専修学
校の専門課程を含む）又は高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費として貸付ける生活福祉資金です。

①教育支援費

②教育支度費　

※高校・大学等に就学するのに必要な経費
ア　高等学校……………………………月額3.5万円以内
イ　高等専門学校…………………………月額6万円以内
ウ　短期大学………………………………月額6万円以内
　　　　　　　　　（専修学校専門課程を含む）
エ　大学…………………………………月額6.5万円以内

※募集期間がありますので、申込みをされる場合は事前に相談をお願いします。

※ 高校・大学等への入学に際し、必要な経費
　　貸付限度額………………………………50万円以内

中央区事務所…288-5081　東区事務所…282-8379　西区事務所…288-5817
南区事務所…357-2939　　北区事務所…272-1141　本所…322-2331

●貸付に関するお問い合わせ・相談先
本所・社協各区事務所及び地区担当民生委員

据置期間
卒業後
3か月以内

償還期間
据置期間経過後
20年以内

無利子

教 育 支 援 資 金

貸付けに当たって
１ 対象校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　学校教育法に定められている学校が対象です。
２  他の貸付制度の利用が優先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 日本学生支援機構育英資金、県育英資金、母子寡婦福祉金等他の貸付制度

の利用が優先です。
３ 資金借入及び償還期間は、民生委員の相談・支援を受けることになります。
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市民後見人養成講座を開催しました！
　認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する
能力が十分でない方の権利を守る援助者（成年後見制度にお
ける「成年後見人」等）としての業務を行えるよう、一般の市民
を対象に、福祉制度や後見活動に必要な知識を学ぶことを目
的に講座を開催いたしまし
た。
　平成２６年度は、８月～１２
月にかけて全１０日間の日
程で講座を行い、１２名の方
が修了されました。　講師
には、熊本県高齢者虐待対
応専門職チームの弁護士・
司法書士・社会福祉士を中
心に、後見人としてのあり

方や「財産管理」「身上監護」の方法についてご指導をいただき
ました。
　平成２７年度にも、市民後見人養成講座の開催を予定してお
ります。

●お問い合わせ 熊本市社会福祉協議会権利擁護センター　288-2742

赤い羽根共同募金
　昨年10月1日から12月31日までの3ヶ月間、共同募金運動が全国
一斉に展開され、熊本市でも多くの皆様にご協力をいただきました。
　赤い羽根共同募金は、市民福祉を向上していくための貴重な財源と
なります。
　今後とも御協力よろしくお願いいたします。

お問い合わせは 熊本市共同募金委員会　℡247-6215

皆様のご協力ありがとうございました。



養護老人ホーム 愉和荘

しめ縄づくり
　平成２６年１２月１８日（木）にしめ縄づくりを行
いました。
　しめ縄づくりは、今年度初めて行事として行
いましたが、入所者の方々は、昔は手作りをさ
れていたのか慣れた手つきで手際よくわらを
揃えられたのちに、それぞれ思い思いの飾りつ
けで、楽しく作られました。
　完成したしめ縄は、お正月気分を楽しんでい
ただけるように、入所者の居室ドアに飾り付け
ました。

(7)

みんなで喜びをわかちあう 感動の成人式
　１月１２日（祝月）にウェルパルくまもとで、希望荘成人式を開
催しました。
　この成人式は、障がいがある方々の成人をお祝いすることを
目的に、熊本市社会福祉協議会の主催により毎年開催してい
ます。
　当日は、対象となる新成人１７２人のうち５３名が晴れ着や
スーツ姿で出席し、久しぶりに会う同級生たちと旧交を深める
とともに、家族やボランティアの方々が新成人の門出を祝いま

した。
　新成人を代表して、副島大嗣さんが「いろいろなことにチャレ
ンジし、大人の自覚を持って一歩ずつ歩んでいきたい」と決意
を述べました。
　式典終了後には、白川校区社会福祉協議会の皆様方による
餅つきがあり、新成人の方々は、大西市長をはじめ来賓の方々
と一緒に餅つきを行いました。

　養護老人ホーム愉和荘は、現在４６名（定員５０名）の方が入所されており
ます。
　入所者ひとりひとりが、明るく快適な生活を営むことができるよう、日常
生活の自立支援に必要なサービスを提供し、生活力を高めるための支援
を行うことを目的としています。
　愉和荘では季節ごとに開催するイベントや、健康体操・カラオケ・民謡・
お菓子づくり等趣味のグループに分かれてのレクレーション活動を毎月
開催しています。

記念写真撮影者　武藤暉彦 様
大西市長も餅つきに参加され、新成人の門出
を賑やかに祝福しました。

～ご協力いただきありがとうございました～
　白川校区社会福祉協議会 様、白川校区民生委員児童委員協議会 様、熊本県花き協会カーネーション部会 様、
熊本’０５福祉ロータリークラブ 様、行徳パン 様、日本現代和装研究会 様、慶誠高校 様、手話ボランティアさざんか 様、
交通安全協会大江支部 様

赤い羽根共同募金
助成事業



善意の御紹介（平成26年9月1日～
平成26年12月26日）

総務課経営企画班　TEL322-2331まで
お申し込み、お問い合わせは

香典返しの寄付
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熊本市社会福祉協議会賛助会員

募集の御案内
　熊本市社会福祉協議会では、地域福祉推進の中核として、市民の皆様
が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らすことのできる福祉社会の実現を
目指し、各種事業を展開しています。
　当協議会では、一人でも多くの市民及び企業の皆様に社会福祉協議会
の福祉活動を支え、参加していただくため賛助会員を募っています。
　皆様方のご理解、ご協力をお願いいたします。

株式会社 太陽ツーリスト様
岡田塗装様
みずほ証券株式会社熊本支店様
株式会社 西川印刷様
株式会社 太陽社様
富士ゼロックス熊本 株式会社様
田村商事 株式会社様
有限会社 三栄商会様
株式会社 CAN 様

有限会社 岩下事務機様
株式会社 悠生様
合同会社 幸正様
株式会社 九州フードサプライセンター様
医療法人社団 寿量会様
有限会社 田中商店様
株式会社 産交ミック様
有限会社 ユニオン商事様

1,466 名の市民の皆様から、計 1,503 口ご加入いただきました。

●個人賛助会員には、会員証を発行いたします。
● 特典として市内の提携旅行代理店及び提携温泉施設などで料金割引が受けられます。
● 法人賛助会員には、法人賛助会員プレート及びステッカーをお渡しします。

●個人賛助会員

●法人賛助会員

１口1,000円
１口10,000円

法人賛助会員ステッカー（一般用）

個人賛助会員証

法
人
賛
助
会
員
プ
レ
ー
ト法人賛助会員ステッカー（タクシー会社用）

●本所 〒860-0004 熊本市中央区新町2丁目4－27
・代表 Tel:322-2331 Fax:359-1800
・ボランティアセンター Tel:288-2748 Fax:359-1800
・日赤・共募推進室 Tel:247-6215 Fax:359-1800
・権利擁護センター Tel:288-2742 Fax:359-1800

●中央区事務所 〒860-0004 熊本市中央区新町2丁目4－27
Tel:288-5081 Fax:354-2122

●植木介護保険事業所 〒861-0136 熊本市北区植木町岩野238-1
Tel:215-3900 Fax:215-3909

●熊本市南６地域包括支援センター 
熊本市高齢者支援センター ささえりあ 火の君 〒861-4202 熊本市南区城南町宮地１０５０
Tel:0964-28-1131 Fax:0964-28-8732

●養護老人ホーム 愉和荘 〒861-0115 熊本市北区植木町米塚105
Tel:274-6049 Fax:274-6522

●南区事務所 〒861-4151 熊本市南区富合町清藤405-3
Tel:357-2939 Fax:357-2945

・南区城南支所  〒861-4202 熊本市南区城南町宮地1050
　Tel:0964-28-7030 Fax:0964-28-8732

●東区事務所 〒862-0912 熊本市東区錦ヶ丘1-1
Tel:282-8379 Fax:282-8389

●西区事務所 〒861-5287 熊本市西区小島2丁目7-1
Tel:288-5817 Fax:288-5917

●北区事務所 〒861-0136 熊本市北区植木町岩野238-1
Tel:272-1141 Fax:215-3909

熊本市社会福祉協議会

一 般 寄 付 平成26年8月～平成26年12月

善意のご寄付をお願いします

洗馬橋

〒熊本中央
　郵便局

新町

熊本市社会福祉協議会

　熊本市社会福祉協議会では、香典返し
にかえての寄付や、チャリティー及びサーク
ル、生涯学習講座活動等による益金や募金
などの一般寄付を受け付けております。
　皆様から寄せられます浄財は、地域福
祉、ボランティア活動の推進、高齢者等
の各種福祉事業に有効に使わせていた
だきます。
　また、香典返しにかえての寄付をいた
だきますと、その旨を明記いたしました礼

状（上記見本）を印刷し、郵送することが
できます。（経費は別途必要です）
　ご連絡いただきますと、こちらからご寄付
を受け取りにお伺いすることもできます。
　詳しくは下記の熊本市社会福祉協議会事
務局までお気軽にお問い合わせください。

【受付場所】
熊本市社会福祉協議会本所
　熊本市中央区新町2丁目4-27 電話（322）2331
中央区事務所
　熊本市中央区新町2丁目4-27 電話（288）5081
東区事務所
　熊本市東区錦ヶ丘1-1 電話（282）8379
西区事務所
　熊本市西区小島2丁目7-1 電話（288）5817
南区事務所
　熊本市南区富合町清藤405-3 電話（357）2939
・南区城南支所
　熊本市南区城南町宮地1050 電話0964（28）7030
北区事務所
　熊本市北区植木町岩野238-1 電話（272）1141

香典返しお礼状の見本

金 銭 寄 附
● 菊池　真佐子様
●熊本パイロットクラブ
　会長　鈴木由利様
●熊本県みそ醤油組合
　青年部様

●健軍自衛官OB（航）様
●中川　博司様
●（宗）真如苑様

物 品 寄 附
●株式会社ダイナム様

●熊本県みそ醤油組合
　青年部様
●熊本東急会様
●秋芳　裕子様
●株式会社大野商事様
●有限会社永田製パン様

法人賛助会員 

個人賛助会員 

ご協力ありがとうございました。

ご協力ありがとうございました。

（平成２６年１月～平成２６年１２月）

（平成２６年１月～平成２６年１２月）

川　尻 塩澤　　宏様
麻生田 鳥越　和子様
池　上 故上妻ヒサヱ様
泉ヶ丘 藤本ヒロミ様
出水南 平田トシ子様
一　新 松原　郁子様
画　図 菊地　元子様
画　図 上野　　繁様
大　江 金﨑ケイ子様
帯　山 北田　幾代様
帯　山 西村　啓子様
　楠 福岡サチ子様
　楠 牛田ムツ子様
黒　髪 宗　　正博様
黒　髪 藤川　和子様

黒　髪 杉本　惠子様
向　山 村上トキ子様
山　東 松野　小浪様
城　山 中川ノリ子様
城　西 永野　　昭様
城　南 木下チエ子様
城　北 吉川とみ子様
白　川 牧　　　通様
白　坪 村﨑　繁子様
白　坪 川﨑　桂子様
川﨑設備有限会社　

代表取締役 川﨑　淸正様
砂　取 田上　敏子様
高平台 津田スズ子様
高平台 中野ミヤ子様

高平台 星子　立子様
託麻北 岩村　千穂様
託麻西 宮川　郁子様
託麻西 坂本真由美様
託麻原 吉田　雅子様
月　出 隈田　弘子様
西　原 松永紘一郎様
楡　木 池松イツ子様
東　町 建川　量子様
東　町 笹原　文子様
日吉東 﨑山　正春様
山ノ内 後籐　吉幸様
力　合 小齊キミ子様
山口市 髙野　和良様
菊陽町 原田　正純様

ご 寄 付 あ り が と う ご ざ い ま し た

ご

芳

名

潮

谷

愛

一

～ お詫び ～　 川尻校区の塩澤　宏 様より平成26年3月に寄附を頂いて
おり、社協だより第61号での掲載が洩れておりました。


