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■編集･企画
社会福祉法人

熊本市社会福祉協議会
〒860－0004　 熊本市中央区新町2丁目4-27
熊本市健康センター新町分室3階
ＴＥＬ．096-322-2331 ＦＡＸ．096-359-1800

熊本市社協だより熊本市社協だより

今後ともご協力よろしくお願いします。

　平成25年度から「元気づくり応援協定」に基づき、基幹型サロン事業として実施している「元気
はつらつサロン事業」にご協力いただいております平成音楽大学様、専修学院熊本ＹＭＣＡ学院様、
熊本ベﾙェベﾙ美容専門学校様に対して心より御礼申し上げます。
　元気はつらつサロン事業に関しては、平成30年度において、それぞれの地域のふれあい・いきい
きサロン事業等に移行していく予定となっております。今後とも引き続きご協力をお願いいただきた
いと考えております。

「元気づくり応援協定」

平成音楽大学 平成音楽大学 熊本ベルェベル美容専門学校

熊本ベルェベル美容専門学校専修学院熊本 YMCA 学院専修学院熊本 YMCA 学院

あいこう（H26.3.26） くわのみ荘（H25.12.16）

さくらの苑（H27.10.1）29.3.31⊖力合つくし庵

29.8.25⊖力合つくし庵

26.3.28⊖調印式（力合つくし庵）



すまいる

熊本市社会福祉協議会（会長潮谷愛一）は第38 回成人式をウェルパルくまもとで開催しました。

多くの皆様と二十歳の門出をお祝いしました。皆様。ご家族様、先生方、おめでとうございます。

年に渡り、社会福祉協議会主催の成人式は多くの皆様にお世話になっております。 左より花束贈呈：県花き

協会岡本副会長・今村美樹さん・美樹ﾏﾏ ｹーキ寄贈：熊本’05 福祉ロータリークラブ山下会長・白竹翔太

朗さん 司会の政木ゆかさん 先輩挨拶：富永未来さん 代表挨拶：田呂丸諒さん

　例年着付けは現代和装装研究会の皆様、行徳パン様にも寄贈頂いております。皆様に感謝申し上げます。

　今年は熊本の若き天才トロンボーン奏者川津俊弥さんがオープニングに駆けつけてく

れました。市長もリズムを刻んでいたようです！川津パパﾏﾏ様にも大変お世話になり

ました。また司会は放送・朗読界他、各方面で活躍中の政木ゆかさん。あたたかな進行

♪流石です！誠にありがとうございました。成人式開催にあたりその他多くの皆様に大

変お世話になっています。お陰様で今年も無事に開催する事ができました。深く感謝申

し上げます。皆様本当にありがとうございました。

熊本市社会福祉協議会（会長潮谷愛一）は第38 回成人式をウェルパルくまもとで開催しました。

30年1月8日

ご成人おめでとうございます 熊本市社会福祉協議会主催成人式

晴れの日を笑顔で支える 皆様 ボランティア皆様 感謝です

オープニング川津俊弥さん 司会 政木ゆかさん ありがとうございました

前列中央、潮谷会長・大西市長・澤田議長を囲んで笑顔で記念撮影♪
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H30/1/15 中央区事務所発行 

熊本市中央区新町 2-4-27 3F 

☏096-288-5081359-1800 

） 
熊本市社会福祉協議会 中央区事務所 発行 ちえのわ No45 祝成人式号 みなさ～ん♪おめでと～う 
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すまいる

本市社会福祉協議会では、『災害対応型自動販売機』の設置を推進しています。

個人や企業の皆様の土地・空きスペース等に災害対応型自動販売機を設置させて

いただき、売り上げの一部を地域福祉活動や災害時における支援活動などに役立てま

す。設置に関する費用や電気代をご負担いただくことはありません。

　あなたの空いている土地・空きスペースを有効活用して地域福祉に貢献しません

か？ご検討いただける企業や個人の皆様、ぜひご連絡ください。

◆災害対応型自動販売機の特徴
①大災害時には、商品のボタンを押すことで自動販売機内の商品を無償で取り出すことができる機能が備わってお

り、避難者等へ提供することができます。

②設置いただくことや商品を購入することで、気軽に地域貢献することができます。

◆災害対応型自動販売機の設置にご協力いただきありがとうございます。
◇設置協力者のご紹介

問合せ先　地域福祉推進課　TEL096-288-2748

災害対応型自動販売機を設置して
地域福祉に貢献しませんか？

熊

1 養護老人ホ－ム　愉和荘 様 11 ＮＰＯ法人日本防災士会・熊本県支部様 21 株式会社ファミリー三愛 DOME 松橋店 様

2 特別養護老人ホ－ム　くわのみ荘様 12 熊本保健科学大学 様 22 放課後等デイサービス やさしいひかり様

3 特別養護老人ホ－ム　力合つくし庵様 13 株式会社ファミリー三愛　植木店様 23 社会福祉法人靖共会 ひでみ保育園様

4 株式会社ファミリー三愛　南熊本本店様 14 特別養護老人ホーム　向山つくし庵様 24 医療法人社団東陽会　東病院 様

5 特別養護老人ホ－ム　天寿園 様 15 株式会社　熊葬 様 25 レジデンス松岡 様

6 特別養護老人ホ－ム　こぼり園様 16 株式会社　香風 様 26 アグリ開発株式会社 様

7 特定非営利活動法人　自立応援団様 17 車検本舗 R ３ 様 27 特別養護老人ホーム　ゆうとぴあ様

8 有料老人ホーム　つばき園 様 18 特別養護老人ホーム　三和荘 様 28 有限会社　千広　ピュアート良町様

9 グﾙープホーム　ﾋューﾏンｹア富合様 19 障がい福祉サービス事業所　季の庭様 29 社会福祉法人　愛光会　あいこう様

10 小規模多機能型居宅介護施設　もねろ様 20 医療法人社団なつみ会　まえだクリニック様

　民生委員・児童委員及び社会福祉施設、社会福祉協議会等の役職員で、その功績顕著な方並びに社会福祉活動に

協力援助した功績顕著な方に対して、全国社会福祉協議会会長が表彰し、表彰状が贈呈されました。

　平成29年度、熊本市より７名の方が被表彰者として決定し、全国社会福祉大会に欠席された６名の方を対象に、

表彰状の伝達表彰式を実施しました。

　《被表彰者の皆様》

　　尺一　賢昌　　様（民生委員・児童委員）

　　岡本　泰典　　様（民生委員・児童委員）

　　福井　祥子　　様（友愛会銀杏寮）

　　吉鶴　喜代美　様（リデﾙホーム）

　　山本　由美　　様（ライトホーム）

　　中山　泰男　　様（ライトホーム）

　　米森　裕一　　様（熊本市社協）

「全国社会福祉協議会会長表彰」伝達表彰式



すまいる

善意のご紹介

一般寄付
熊本間税会　会長　青木祐心様
熊本健康　ﾏージャン協会様
副島　弘文様

（宗）真如苑様
水野千恵子様
オートネット様

東京みなと　ロータリークラブ様
博多区席田校区　社会福祉協議会様
大村市職員組合様

香典返しの寄付

◉中央区
　仙波　輝幸様
　辻　　明徳様
　西原　房子様
　坪田　　勝様
　北原　京子様

　早川　利平様
　福島　理仁様

（故）中本　通代様
（故）池田　正子様
　松田ミドリ様

（故）都甲　建吉様
（故）蔵屋　久光様
　古閑ツギ子様

（故）西山　國一様
　鏡　　朗子様

　小山　昭映様
（故）坂本　仁士様
（故）村上ノブ子様
　上田　正明様
　西　　民代様

　坂口恵津子様
　園田　京子様
　入江　京子様
　明石　節子様
　石田　朝子様

（故）川上　　深様
（故）田邉　正直様
（故）園田　ﾋデ様
　金柿　和恵様
　吉﨑久美子様

（故）余宮　俊幸様

◉東　区
　渡邉　正弘様
　工藤　康義様
　中村　和子様

　田﨑　久男様
　川元　高幸様
　田中　禮子様

　四方田治子様
　中島　房夫様
　畦元　喜代様

　宮原　純一様
　西村　和子様
　青山　雅雄様

　津田　京子様
　東　　茂子様
　上村　照美様

　山口　英世様
　岩野久仁子様
　西口　邦夫様

　川元　誠一様
　西村　保之様
　金井　和子様

◉西　区
　村上　　武様
　馬場　龍子様

　杉本　博文様
　古場　禮子様

（故）中野ミヤ子様
　黒木　隆之様

　田上　俊一様
　菊地　靖之様

　相川　孝一様
　長瀧　信子様

（故）桐原　一輝様
　松浦　一博様

（故）藤川　秋生様

◉南　区
　北原　敦雄様
　千場須美枝様

　園田　義一様
　福島　博文様

　松岡　真紀様
　村田　司郎様

（故）金子　ヨシ様
　宮本　博子様

（故）森　　麗子様
　鵜川　弘行様

◉北　区
　木村美代志様
　山口　浩文様

（故）濵田ミツコ様

　岡田　一男様
（故）多久　　守様
　岩上　一清様

（故）荒木　守也様
（故）河谷　亘子様
　中馬かずみ様

　坂本　正壽様
　吉川　リツ様
　池田　弥生様

　森川　秀教様
（故）上村　俊夫様
　上村　鋭二様

　木原　弘喜様
　関　　盟子様
　関　たづ子様

　甲斐　武士様
（故）西浦アサ子様
　松原　正隆様

（故）槌田シメ子様（御船町） 　嶋﨑美恵子様（上天草市） 　荒谷　文彦様（東京都） 　宮本　章子様（長洲町）
◉熊本市外

随時募集 !!　お気軽にお問い合わせください
❶パート訪問介護員（ホームヘルパー）募集
　訪問介護員として活動していただきます。
　（活動日や活動時間については応相談）
　訪問介護員2級資格、普通自動車免許所持

者に限る。

❷介護認定調査員募集（パート勤務）
　要介護認定調査事業に従事していただきます。
　要介護認定に伴う訪問調査及び調査表の作成、報告（1日1件~3件訪問）
　介護支援専門員免許（更新無しは不可）、普通自動車免許保持者に限る。
　採用後、研修を受けた後に活動となります。

連絡先：熊本市社会福祉協議会介護保険事業所（熊本市社協北区事務所内）TEL（096）215-3900

■本社／〒860-0004　中央区新町2丁目4-27

　▪総務企画課

　　総務企画班 TEL:322-2331　FAX:359-1800

　　日赤共募推進室 TEL:247-6215　FAX:359-1800

　▪地域福祉推進課

　　地域福祉推進班 TEL:288-2748　FAX:359-1800

　　ボランティアセンター TEL:288-2748　FAX:359-1800

　▪総合相談センター

　　権利擁護班 TEL:288-2742　FAX:327-5366

　　総合相談・貸付班 TEL:288-2742　FAX:329-1800

▪中央区事務所／中央区新町2丁目4-27

　TEL:096-288-5081　FAX:096-359-1800

▪東区事務所／東区錦ヶ丘1-1

　TEL:096-282-8379　FAX:096-282-8389

▪西区事務所／西区小島2丁目7-1

　TEL:096-288-5817　FAX:096-288-5917

▪南区事務所／南区城南町宮地1050

　TEL:0964-28-7030　FAX:0964-28-8750

▪北区事務所／北区植木町岩野238-1

　TEL:096-272-1141　FAX:096-215-3909

▪介護保険事業所／北区植木町岩野238-1

　TEL:096-215-3900　FAX:096-215-3909

▪養護老人ホーム愉和荘／北区植木町米塚105

　TEL:096-274-6049　FAX:096-274-6522

社会福祉法人

熊本市社会福祉協議会


