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熊本市社会福祉協議会
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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

✿ジュニアヘルパー交流会を開催しました✿
　平成31年3月24日（日）、平成30年度にジュニアヘルパーとして活躍した中学生とジュニアヘルパー

経験者で構成する「くまもと福祉っ子ファイターズ（KFF）」のメンバー合計24名が参加し、ジュニア

ヘルパー交流会を開催しました。

　当日は、熊本保健科学大学小薗真知子教授による「相手の心に届く言葉のレッスン 人間関係を良く

するコツ」をテーマとした講話や参加者との交流によりジュニアヘルパーとしての活動を振り返るとと

もに、今後のボランティア活動や普段の生活を送る上でのコミュニケーションについて学ぶ機会となり

ました。

　今後とも、市社協では、地域にお住まいの高齢者に元気と笑顔を届けるジュニアヘルパー活動を積極

的に展開して参ります。
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2019年度事業計画
● 基本方針
　地域共生社会の実現を目指す社会福祉法の改正、さら

なる生活困窮者等の自立促進に向けた生活困窮者自立支

援法等の改正が社会にもたらすインパクトは大変大きい

ものがある一方で、社協が目指す「誰もが健やかで安心

して暮らせる地域づくり」を実践する環境が整備された

ともいえ、今後、本会には法改正の理念を具現化してい

くための様々な施策展開が求められています。

　しかしながら、現在の本会は、地域ニーズの増大によ

る業務量の増加、地域福祉活動を支える関係団体との連

携の希薄化、脆弱な経営基盤等多くの課題を抱えており、

本来求められている役割を十分に果たせておりません。

　この課題を解決し、地域福祉活動を担う中核機関とし

ての役割を十分に果たすことができるように2019年度

を市社協の「再生」元年と位置付け、様々な変革をすす

めます。

　地域福祉を総合的に推進する上で大きな柱となる第4

次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定年度にあたる

ことから、平成28年熊本地震の検証や地域主体による

福祉課題の把握、解決に向けた仕組みづくりを地域とと

もに検討する中で、市社協の果たすべき役割を明確化し

ます。あわせて、地域福祉活動の中枢機関である区事務

所の業務見直し等の機能強化をすすめることにより地域

福祉活動の「再生」を図ります。

　2019年度は、2017年度に策定した経営改善計画の

最終年度にあたることから、引き続き計画目標の達成に

向けた業務管理を徹底します。

　また、経営改善計画の目標である単年度黒字化の実現、

自主財源の確保、組織及び事業の見直し、支出削減等を

さらにすすめるため、「熊本市社協発展・強化計画」を

策定し、長期的な経営基盤の維持に向けた「再生」を図

ります。また、これに加えて、研修等を通じて地域福祉

活動の担い手としてふさわしい能力、見識を備えた職員

の育成に努めます。

　地域福祉活動の再生には、地域での実践者である校区

社会福祉協議会、民生委員児童委員等地域の関係団体と

の連携は必要不可欠です。しかしながら、近年の社会構

造の変化等により、その関係性が薄れつつありました。

第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定を通して、

地域福祉活動の充実に向けた関係団体との連携を見直し、

強固なパートナーシップの構築に向けた「再生」を図り

ます。

2019年度重点目標～市社協の「再生」に向けて～

❶地域福祉活動の「再生」 ❸経営基盤の「再生」

❷地域関係団体とのパートナーシップの「再生」

2019年度事業実施項目

活動目標１住民主体による地域福祉活動の推進

①住民の居場所づくり、仲間づくりの推進

・身近な圏域における地域福祉活動拠点づくり

の推進

・地域課題の把握、解決に向けた仕組みの構築

・地域活動の活性化に向けた支援の充実

②災害時にも強い地域づくり

・要援護者の避難支援

・地域住民の安全な避難支援

・平時からの地域防災力の向上

・日赤社資を活用した地域防災活動等の推進

活動目標２地域みんなで支えあう環境づくりの推進

①地域福祉活動の活性化に向けたボランティア活動

の推進

・早期にボランティア活動と関わり、将来的な活動

へ根付かせる

・地域福祉活動を担う新たなボランティアの育成

・継続したボランティア活動につなげるための仕組

みづくり

②住民の地域活動の機会の創出

・高齢者の地域活動の機会の創出

・地域を基盤とした福祉教育の推進

③地域福祉活動を支える各団体との連携

・校区社会福祉協議会、民生委員・児童委員、その

他の地域関係団体との連携
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２０１９年度予算概要

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

①きめ細やかな相談・支援の充実

・総合相談体制の充実

・在宅の高齢者等を地域で見守るネットワークづく

り

・地域における相談機能の充実

・生活福祉資金、福祉金庫等の適正運用

②サービス利用者を支援する体制づくり

・日常生活自立支援事業

・成年後見事業

・生活困窮者自立相談・家計改善支援事業

③住宅確保要配慮者への支援

・住宅確保要配慮者支援事業

活動目標６養護老人ホームの安定的運営

①入居者への安全・安心な生活環境の提供

・健やかでいきいきと暮らせる生活環境づくり

・職員資質の向上

②安定的な施設運営への取組み

・安定的な入所者の確保

活動目標７長期に安定した法人運営に向けた基盤整備

①財政基盤の強化

・安定財源の確保

・支出の抑制

②組織力の強化

・ガバナンス体制の確保

・人材育成及び人事評価委制度の確立

・職員の災害対応力の向上

③情報力の強化

・地域福祉活動の充実に向けた周知活動の展開

・タイムリーな情報発信により市社協の“今”を広

く周知する

④地域貢献活動の推進

・障がい者成人式の開催

活動目標４熊本地震からの復興支援

①被災者の生活再建に向けて

・複合的な課題を抱える被災者等への生活再建支援

・応急仮設住宅入居者の生活再建支援

活動目標５介護保険事業のさらなる推進

資金収支計算書（概要） （単位：千円）

2019年度予算 2018年度予算

事業活動
による収支

収入 636,293 596,310

支出 625,386 587,532

収支差額 10,907 8,778

施設整備等
による収支

収入 0 0

支出 100 0

収支差額 －100 0

その他活動
による収支

収入 51,330 44,735

支出 58,770 53,139

収支差額 －7,440 －8,404

当期資金収支差額合計 3,367 374

会費・寄付金10,485千円

補助金
240,345千円

受託金・助成金
175,406千円

事業収入
13,251千円

負担金
2,759千円

介護保険事業
72,396千円

老人福祉事業
112,101千円

配当金 5,248千円

その他 4,302千円

収入支出

法人管理事業
193,555千円

老人福祉事業
113,501千円

介護保険事業
93,804千円

復興支援事業
84,983千円

地域福祉推進事業
64,292千円

総合相談・貸付事業
75,251千円
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各区事務所通信 ! 熊本市内5カ所にある区事務所の活動を一部紹介

中 央
 区～託麻原小学校４年生との

　　　　　ふれあい給食会～
☆一新校区ふれあいの集い☆

　託麻南校区社会福祉協議会では活発な地域福祉
活動を進めています。平成31年2月26日（火）
には研修会を開催、地域の現状＆包括ケアシステ
ムの研修と社協活動報告がありました。（写真左）
また3月16日には、ふれあい・いきいきサロンの
合同交流会を開催、桂伸三さんの落語で楽しく地
域の繋がりを再認識した後、共助精神が支える福
祉のたくなんを目指しての「福祉活動宣言」がな
されました。

　平成31年3月17日に、ＹＭＣＡながみねファミリーセンター、
託麻南校区8町内自治会を核とした防災まつり2019が開催され
ました。避難訓練を皮切りに、防災に関する研修、障がい者への
理解を深めるための車いす試乗・介助体験、また日本赤十字社熊
本県支部・東消防署小山出張所・東警察署による特殊車両乗車見
学もありました。これらの体験型メニューにより、日頃からご近
所で互いに助け合う「互近助」の推進に向けて楽しく学びながら
町内外及び団体との交流・連携をさらに図ることができました。

（託麻南防犯協会・ＮＴＴ西日本・日本公衆電話・県立大・託麻
南小学校・快援隊・介臨丸・玉泉院・マックスバリュー長嶺店・
肥後銀行長嶺店・東区役所・社会福祉協議会東区事務所も協力し
ました）

　平成31年2月19日（火）に託麻原小学校4年生4ク
ラスの児童114名から手作りの招待状を頂き託麻原校
区役員及び地域関係者とのふれあい給食会へ参加。総
合学習への協力に対する御礼を込めて児童達からおも
てなしをうけました。クラスごとに分かれて、児童、
地域関係者の皆さんと共に、言葉や歌・ゲームで交流
し、子ども達から折り紙で作ったメダルや手紙などの
プレゼントまで頂きました。その後のふれあい給食の
時間では、班毎にわかれ、皆さんと共に、給食を食べ
ながら楽しく交流することが出来ました。

　平成31年3月8日（金）に一新校区社会福祉協議会
主催のふれあいの集いが正立寺にて開催されました。
当日は、音楽療法の先生方や横手保育園児による歌や
ダンスの披露があり、校区のお年寄りら約40人が参
加して楽しく一日を過ごしました。
　おもてなしの昼食は、福田病院栄養士のご指導によ
り健康を意識した献立。前日から、地域の民生委員児
童委員、ボランティアの皆さんが熊本 YMCA の調理
室で準備された甲斐があり大好評でした。園児と一緒
に食べる昼食は格別で、参加者した皆さんから笑顔が
溢れていました。

東 区 託麻南校区社会福祉協議会研修会＆いきいきサロン合同交流会

防災まつり2019～近助でつなごう　たいせつな命～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

各区事務所通信！ 熊本市内 5 カ所にある区事務所の活動を一部紹介 
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  ～平成 30 年度 熊本市西区校区社会福祉協議会意見交換会を開催～ 

中央区 
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　平成31年3月１日（金）西部公民館において、

熊本市西区校区社会福祉協議会意見交換会を開催

しました。10校区2地区より27名の参加があり、4

つのグループに分かれて校区社会福祉協議会の活

動について意見交換をしていただきました。

　校区社会福祉協議会活動の共通課題が見えたグ

ループや、他校区の事業報告が大変参考になったと

意見があがったグループなどがありました。

　今後、校区社会福祉協議会の特色のある活動発表

や各校区で活躍しているボランティアの活動発表

などをテーマに深く意見交換したいとの要望もあ

りました。

西 区 ～平成30年度　熊本市西区校区社会福祉協議会意見交換会を開催～

南 区 北 区☆防災研修会☆ 清水地区民生委員児童委員研修会を
開催しました！

龍田校区社会福祉協議会研修会が
開催されました！

　　平成31年1月18日南区杉上校区
の坂本ふれあい会（大澤一史会長）と
杉上校区社会福祉協議会（寺本義勝会
長）との共催により防災研修会が開催
されました。

　講師として日本防災士会　
熊本県支部 宮下正一支部長
と阪本義隆副支部長にお越
しいただき、日頃の心構え
や備えておく物などについ
て講演が行われました。

　まず、近年多発している自然災害の被害状況につい
ての説明があり、日本国内において100% 安全とい
える地域はないとして、一人ひとりの災害への備えが
大切であると話されました。
　続いて、2011年の東日
本大震災時の津波被害につ
いて映像を用いて説明され、
自分が住む町は津波による
被害は関係ないと思われが
ちだが、旅行先や親類宅などがある沿岸部に行くこと
もあるかもしれないとして、津波による被害について
も関心を持ってほしいと話しておられました。
　また、防災用品として、一般的な非常用持ち出し品
に加え、小型 LED ライ
ト（クリップ付）なども
備えておくと災害時に役
立つとの説明があり、ポ
リ袋と新聞紙を用いた非
常用トイレの活用方法の
紹介もありました。

　清水・高平台・麻生田・城北の4校区社会福祉協議
会の役員と関係機関で活動や取組みなどについて意見
交換を隔月開催しております。（24日会）
　また、年一回の合同研修会も行っており、今年度は
4校区の新人の民
生委員児童委員さ
んを対象に、今後
の活動支援に繋が
ることを目的にグ
ループワークを行
いました。

　平成31年2月26日（火）
に龍田校区社会福祉協
議会研修会が開催され、
司法書士の先生を迎え
て「成年後見制度と家族
信託」について研修が行
われました。

　高齢化に伴い成年
後見の申立件数も増
加しており、先生の
経験事例も交えなが
ら講義され、参加者
の方は熱心に聞いて
おられました。
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『ボランティア出前講座』
リポート

朗読・読み聞かせボランティア養成
講座開催しました

★★2019年度　ボランティアセンター行事・講座等予定★★

平成30年度全国社会福祉協議会会長表彰
伝達式を開催しました

　熊本市内の小中学校等からの依頼に基づき、福
祉体験学習を行っています。平成30年度（1月現
在）は、31か所約1,300人を対象に、ボランティ
ア福祉体験学習（アイマスク・車椅子体験・高齢
者疑似体験）、講話等を通じて福祉に対する意識、
ボランティアとしての参加意識を醸成しました。
今後とも、各所からの依頼に応じて出前講座を実
施いたします。ボランティアセンター又は各事務
所にお気軽にお問い合わせください。

　近年、子どもの心や想像力を育て、思考力や読
解力を養うことを目的とした読み聞かせの輪が広
がっていることから、乳幼児・児童を対象とした
朗読・読み聞かせボランティア養成講座を開催し
ました。呼吸、声の出し方等基礎から学ぶ機会と
なり、受講者の皆さんが講座の都度スキルアップ
していく様子が印象的でした。受講後はフォロー
アップとして保育園や小学校に協力をいただき、
実際に読み聞かせを行っていただきました。

　この表彰は、民生委員・児童委員及び社会福祉法
人・福祉施設、社会福祉協議会等の団体等の役職員で、
その功績顕著な者並びに社会福祉活動が優秀な社会福
祉協議会及び社会福祉活動に協力援助した功績顕著な
方に対し、全国社会福祉協議会会長が表彰するもので
す。
　平成31年3月7日 ( 木 )、民生委員・児童委員功労
として2名、社会福祉法人・福祉施設功労として1名、
社会福祉協議会・社会福祉団体功労として1名に対し
てその栄誉を称え表彰伝達式を開催いたしました。

＜受賞者 前列左側より＞ 
民生委員・児童委員功労 松本 泰子様、小山　登代子様、
　　社会福祉法人・福祉施設功労 吉井　壮馬様

アイマスク体験 研修の様子車椅子体験 読み聞かせの様子

開催 行事・講座等 講座回数 定員 参加費
6月 災害ボランティアセンター設置運営訓練 － 未定 無料
7月 ボランティアコーディネーター養成講座 1回 40名 2,000円
8月 高校生ワークキャンプ － 75名 無料
9月 視覚障がい者ガイドボランティア養成講座 4回 20名 無料

10月 傾聴ボランティア養成講座 5回 40名 2,000円
11月 くまもと市民ボランティア週間 －
12月 ボランティアコーディネーターアフターフォロー研修 1回 40名 1,000円
１月 傾聴ボランティア養成講座アフターフォロー研修 1回 40名 1,000円

2月
読み聞かせボランティア養成講座 4回 20名 1,000円
ボランティアアドバイザー相談員研修 1回 30名 無料

3月 読み聞かせボランティア養成講座アフターフォロー研修 1回 20名 無料
お申込み時期については本会 HP 等でお知らせします。
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平成30年度 会員加入状況
●正会員

●市民賛助会員

【平成30年4月1日~平31年3月31日現在】 ご協力、いただきありがとうございました。
●校区社会福祉協議会
出水校区 出水南校区 一新校区 大江校区 帯山校区 帯山西校区 黒髪校区 慶徳校区 向山校区 五福校区 
白川校区 城東校区 砂取校区 碩台校区 託麻原校区 白山校区 春竹校区 本荘校区 秋津校区 泉ヶ丘校区 
画図校区 尾ノ上校区 健軍校区 健軍東校区 桜木校区 桜木東校区 託麻北校区 託麻西校区 託麻東校区 託麻南校区 
月出校区 長嶺校区 西原校区 東町校区 山ノ内校区 若葉校区 池上校区 池田校区 春日校区 河内校区 
白坪校区 城山校区 城西校区 高橋校区 中島校区 花園校区 古町校区 松尾西北校区 松尾東校区 芳野校区 
飽田西校区 飽田東校区 飽田南校区 奥古閑校区 川口校区 川尻校区 隈庄校区 城南校区 杉上校区 銭塘校区 
田迎校区 田迎西校区 田迎南校区 富合校区 豊田校区 中緑校区 日吉校区 日吉東校区 御幸校区 力合校区 
力合西校区 麻生田校区 植木校区 川上校区 楠校区 桜井校区 山東校区 清水校区 城北校区 高平台校区 
田底校区 龍田校区 龍田西校区 大和校区 西里校区 楡木校区 菱形校区 北部東校区 武蔵校区 山本校区 
弓削校区 吉松校区 小島校区 田原校区　　壺川校区
●校区民生委員児童委員協議会
出水校区 出水南校区 一新校区 大江校区 帯山校区 帯山西校区 黒髪校区 慶徳校区 向山校区 壺川校区 
五福校区 白川校区 城東校区 砂取校区 碩台校区 託麻原校区 白山校区 春竹校区 本荘校区 秋津校区 
泉ヶ丘校区 画図校区 尾ノ上校区 健軍校区 健軍東校区 桜木校区 桜木東校区 託麻北校区 託麻西校区 託麻東校区 
託麻南校区 月出校区 長嶺校区 西原校区 東町校区 山ノ内校区 若葉校区 池田校区 小島・中島・松尾校区 春日校区 
河内・芳野校区 三和地区 白坪校区 城西校区 花園校区 古町校区 飽田地区 隈庄校区 城南校区 杉上校区 
田迎南校区 田迎・田迎西校区 天明地区 富合校区 豊田校区 日吉・日吉東校区 御幸校区 力合・力合西校区 麻生田校区 植木北校区 
鹿南校区 川上校区 楠校区 五霊校区 清水校区 城北校区 高平台校区 龍田・龍田西校区 西里校区 楡木校区 
北部東校区 武蔵校区 弓削校区 川尻校区
●熊本（市立・私立）保育園
城東保育園 白山保育園 本荘保育園 横手保育園 京塚保育園 健軍保育園 池上保育園 小島保育園 春日保育園 
京町台保育園 中島保育園 幸田保育園 麻生田保育園 清水保育園 田底保育園 豊田保育園 西里保育園 菱形保育園 
山本保育園 愛光幼児園 かっぱこどもえん くほんじこども園 黒髪幼愛園 第二桜ケ丘保育園 千草保育園 寺原保育園 天使の園保育園 
ひかり幼児園 ひまわり保育園 日吉保育園 藤崎台保育園 双葉保育園 鳳鳴保育園 マリア幼愛園 みのり保育園 友愛会保育園 
エンゼル保育園 帯山保育園 小山保育園 カトレア保育園 広福保育園 光輪保育園 聖母幼愛園 大光保育園 第二エンゼル保育園 
つばめこども園 供合保育園 なぎさこども園 のぞみ保育園 ひむき保育園 二岡保育園 やまなみ やまばとこども園 やまびこ保育園 
よつば保育園 わらべ保育園 有明保育園 瑩光保育園 かおるこども園 こずえ保育園 城高保育園 城山保育園 じんあい乳児園 
すぎのこ保育園 誠櫻幼愛園 つくし保育園 報徳保育園 本妙寺保育園 芳野保育園 若葉幼愛園 愛保育園 飽田東保育園 
出仲間保育園 海路口保育園 小木保育園 奥古閑保育園 上ノ郷保育園 川口保育園 川尻保育園 くすのき保育園 熊本藤富保育園 
こじか園 済生会しらふじ保育園 城南こばと保育園 城南慈光保育園 浄法たから保育園 仁愛幼育園 銭塘保育園 田迎こども園 第一幼育園 
中緑保育園 なかよし保育園 畠口みのり保育園 舞原保育園 御幸こばと保育園 明星保育園 力合さくら子ども園 リズム幼育園 和光保育園 
あゆみ保育園 梶尾保育園 きらら保育園 くすの実保育園 こぐまこども園 五丁こども園 桜ケ丘保育園 清水ヶ丘保育園 たつだ保育園 
田原児童園 にれのき保育園 はけみや保育園 社会福祉法人　靖共会　ひでみ保育園 北部中央保育園 むつみ保育園 大和保育園 和幸保育園
モロナイ保育園
●福祉施設団体
熊本市地域婦人会連絡協議会 熊本市身体障害者福祉協会連合会 熊本市手をつなぐ育成会 熊本市母子寡婦福祉連合会 日本ダウン症協会熊本支部 
熊本市老人クラブ連合会
●校区老人クラブ
出水南校区 帯山校区 帯山西校区 向山校区 五福校区 碩台校区 春竹校区 本荘校区 秋津校区 泉ヶ丘 尾ノ上校区 健軍校区 
健軍東校区 託麻東校区 託麻南校区 月出校区 西原校区 山ノ内校区 若葉校区 池田校区 城西校区 中島校区 花園校区 芳野校区 
飽田西校区 飽田東校区 飽田南校区 田迎校区 田迎南校区 日吉校区 御幸校区 川上校区 楠校区 城北校区 高平台校区 大和校区 
菱形校区 松尾北校区 龍田校区
●その他各種団体
ケアハウス　下通り シルバー日吉 慈愛園老人ホーム 特別養護老人ホーム聖母の丘 特別養護老人ホーム花みずき ノットホーム パウラスホーム 養護老人ホーム　
聖母の丘 ライトホーム リデルホーム黒髪 リデルホーム龍田 暁荘 永幸福祉会風の木苑 ケアハウス　まほろば ケアハウス　ゆいの家 
白川の里 シルバーピアさくら樹 託麻苑 特別養護老人ホーム　たくまの里 ハーモニー バラ苑 るり苑 わらべ苑 
ヴィラ・ながみね 熊本市明飽苑 熊本市立明生園 さくらの苑 
三和荘 しょうぶの里 特別養護老人ホーム八角堂 リバーサイド熊本 
介護老人福祉施設ゆうとぴあ 熊本市雁回敬老園 ケアハウス　宝光庵 こぼり苑 
天寿園 特別養護老人ホーム祥麟館 ピオニーガーデン 富貴苑 
みゆき園 力合つくし庵 くわのみ荘 ケアハウス　あいこう 
ケアビレッジ箱根崎 コスモス・ファミリー熊本 すみれ園 天望庵 
特別養護老人ホーム　あいこう 特別養護老人ホーム　さわらび 黎明館 菊水学園 
慈愛園子供ホーム 藤崎台童園 龍山学苑 熊本乳児院 
慈愛園乳児ホーム 熊本授産場 ゴー・スロー 第二大江学園 
第二ぎんなん作業所 めぐみ学園（熊延観光福祉工場） 友愛育成園 ワークショップ熊本 
ワークセンター　やまびこ 熊本県身体障害者能力開発センター 熊本めぐみの園 熊本ライトハウス　のぞみホーム 
託麻ワークセンター 通勤寮もみの木（もみのきグループホーム） 朋暁苑 
もみの木園 ライン工房 熊本コロニー作業所 熊本市はなぞの学苑 
熊本市平成学園 新生会　しんせい学園 つばき学園 友愛会　銀杏寮 
ゆたか学園 ゆめの里 済生会　ウィズ 済生会かがやき 
済生会ほほえみ 済生会グループホーム事業所 心陽学園 城南学園 
第二城南学園 チャレンジ　めいとくの里 ふれあいワーク 大江学園 
江津湖療育医療センター 熊本県ひばり園 くまもと江津湖通園センター 熊本ライトハウス 
済生会　なでしこ園 愛育学園 三気の家 はばたきホーム
きらきら星レジデンス ケアハウス　サンライフ長嶺 明和学園

●法人賛助会員
㈱ＡＺＵＭＡ ㈲三栄商会 ㈱アール・ケー・ケー・メディアプランニング ㈲岩下事務機 
㈱熊本日日新聞社 医療法人　起生会　表参道　吉田病院 ㈲熊本環水 一般社団法人　熊本市医師会 
医療法人　水前寺大腸肛門科医院 医療法人　清和会　水前寺とうや病院 ㈱センターリバー 税理士法人　碓井会計 
㈱太陽社 ㈱太陽ツーリスト ㈱匠工務店 田村商事㈱ 
㈱永野商店 ㈲ニシオティ・シー 医療法人　野尻会　熊本泌尿器科病院 みずほ証券㈱熊本支店 
医療法人　明和会　くまもと悠心病院 ㈲オフィスＫエンタープライズ おーさぁ　健軍くらしささえ愛工房 成仁会　くまもと成仁病院 
サポートグループ㈱ ㈲三徳救急洗管 ㈱高田塗装 地方卸売市場　熊本東部青果㈱ 
ピネル会　ピネル記念病院 ㈱ＣＡＮ　住宅型有料老人ホーム海盛 ㈲嶋津設備工業 ㈱アリオンアップル浜線店 
社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団 ㈱シアーズホーム ㈱ドゥプロジェクト 西山経営労務事務所 
ＡＭＡＲＯＯＦ㈱ 医療法人社団寿量会　熊本機能病院 医療法人社団　原武会　北部病院 ㈲オー・エス収集センター 
㈱九州フードサプライセンター 医療法人　健生会　明生病院 ㈲サニーライフ ㈲田中商店 
社会福祉法人　靖共会　ひでみ保育園 ㈲ひまわり ㈱松岡清掃公社 まつお不動産㈱
ダンソフトウェア　株式会社 株式会社　熊宮庭苑 熊本中央リース　株式会社 株式会社　三計テクノス 
富士ゼロックス熊本　株式会社 株式会社　前田産業 株式会社　熊飽自動車

筌場　　達 福住いさ子 古瀬美治子 有松　篤子 大石　千鶴 宇田千賀子 
安田　憲世 宮崎しのぶ 山内　優子 大橋きよ子 藤本　秀子 藤岡　桂子 
北村　直登 田代　信之 宮崎　博子 植野　國泰 松下三惠子 佐村小百合 
茂　　信之 嶋田　俊幸 安楽ちず子 富永　忠徳 岡田　茂美 橋本　弥生

～熊本市社会福祉協議会とは～

(市民・法人賛助会員への加入は任意です)

～　会　費　～

～地域福祉をすすめる社協活動を応援して下さい～

　社会福祉法に基づき、地域福祉を推進する専門機関として、

全国の都道府県・指定都市・市区町村に設置され、地域住民

及び公私の福祉機関、団体などにより構成された、「公共性」

「自主性」をもった民間福祉団体です。

※ふれあいサロン事業推進

※ふれあいランチ給食サービス事業推進

※高齢者ＳＯＳサービス事業推進

※福祉教育の推進（ワークキャンプ・ボランティアスクール）

※地域心配ごと相談所の普及拡大

誰もが安心して暮らせる
福祉のまちづくりのために！

市民・法人賛助会員募集
お願い !

★市民賛助会費　年額　１口　　　　５００円（複数口可）

★法人賛助会費　年額　１口　１０，０００円（複数口可）

お気軽にお問合せ下さい！



すまいる

善意のご紹介

一般寄付

富山県南砺市　　富山県南砺市 吉江自治振興会
滋賀県彦根市　　ＮＰＯ法人　夢・同人 理事長　國松　善次
東区　　宗教法人　真如苑
北区　　オートネット
三重県松阪市　　三重県高等学校 文化連盟ボランティア部門

物品寄付

熊本東急会　　　　㈱ドラゴンゲートエンターテイメント 
オールジャパン・プロレスリング㈱
㈱大野商事　　　　海苔で健康推進委員会九州ブロック
熊本県醤油みそ組合青年部会　　　　株式会社ガイア

香典返しの寄付

◉中央区
甲斐田乃里子様

山本　德光様
新立　義文様
森　チエ子様

（故）片桐　陸記様
德永　浩之様

佐藤　京子様
加川由紀子様

鎌田　信仁様
相澤　　昇様

田村　　實様
馬場小枝子様

◉東　区

馬場　秀一様 山崎　德子様

◉西　区

三木　康男様
米村　誠次様

（故）浅田タマル様
門岡浩信様

千羽　明子様

◉南　区

田口　利巳様
金田　英子様
関上冨佐子様
福田　良助様

（故）田中　永子様
篠原　　勝様

（故）益田　　明様
横田智世子様

中村ヨシエ様
西口　茂子様

◉北　区

　　生山　和之様（和水町）

◉熊本市外

介護のこと、まずは「相談」から始めませんか！
「ケアプラン作成、身体介護・生活援助サービスなどをサポート」

　「介護保険を利用したいけど、何から始めていいか分からない」「ヘルパーにはどんなことを手伝ってもらえるの？」…
そんな介護に関する悩みや疑問をお持ちの方、「熊本市社会福祉協議会介護保険事業所」に気軽に相談してみませんか。
　同所では北区植木町と周辺地域住民を対象に、最適な介護サービスを受けるためのサポートを実施。ケアプラン作成や身
体介護・生活援助サービスなど、安心して地域社会で暮らせるよう支援してくれます。
　サービス利用については、介護保険や障がい福祉など制度によって対象者や内容・料金が異なるので、詳しくはお問い合
わせを。相談は無料です。

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

http://www.kumamoto-city-csw.or.jp/
E-mail  info@kumamoto-city-csw.or.jp

■東 区 事 務 所　〒861-2104　熊本市東区秋津3丁目15-1

　　　　　　　　　　TEL:096-282-8379 FAX:096-282-8389

■西 区 事 務 所　〒861-5287　熊本市西区小島2丁目7-1

　　　　　　　　　　TEL:096-288-5817 FAX:096-288-5917

■南 区 事 務 所　〒861-4202　熊本市南区城南町宮地1050

　　　　　　　　　　TEL:0964-28-7030 FAX:0964-28-8750

■北 区 事 務 所　〒861-0136　熊本市北区植木町岩野238-1

　　　　　　　　　　TEL:096-272-1141 FAX:096-215-3909

■介 護 保 険 事 業 所　〒861-0136　熊本市北区植木町岩野238-1

　　　　　　　　　　TEL:096-215-3900 FAX:096-215-3909

■養護老人ホーム愉和荘　〒861-0115　熊本市北区植木町米塚105

　　　　　　　　　　TEL:096-274-6049 FAX:096-274-6522

●本　所 〒860-0004　熊本市中央区新町2丁目4-27
　■総務課 
　　□総務班 TEL:096-322-2331 FAX:096-359-1800
   　□経営改善推進班 TEL:096-247-6215 FAX:096-359-1800
　■地域福祉推進課 
　　□地域福祉推進班 TEL:096-288-2748 FAX:096-359-1800
　　□ボランティアセンター 
　■総合相談センター
　　□相談・貸付班 TEL:096-288-2742 FAX:096-359-1800
　　□権利擁護班 TEL:096-247-7720 FAX:096-327-5366
　■復興支援室
　　□生活再建支援班 TEL:096-247-7771 FAX:096-359-1800
　　□生活困窮班 TEL:096-328-2795
　■中央区事務所 TEL:096-288-5081 FAX:096-359-1800

社会福祉
法 人 熊本市社会福祉協議会

ご寄付ありがとうございました。

（平成30年11月1日~平成31年3月31日）

（平成30年4月1日~平成31年3月31日）

（平成30年11月1日~平成31年3月31日）

～東区事務所移転のお知らせ～
　東区事務所は平成31年4月1日（月）より、秋津まちづくり
センター内に移転いたしました。東部地区における地域福祉活
動の中核的施設として、今後とも活動してまいります。何卒、
よろしくお願い申し上げます。

〒861-2104　東区秋津3丁目15番1号
秋津まちづくりセンター内　☎282-8379

★移転先★


