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熊本市社協だより熊本市社協だより

　赤い羽根共同募金を子どもたちに知っていただくことを目的として市内保育園、幼稚園、認定こども
園の年長のみなさんを対象に「赤い羽根絵画コンクール」を開催しました。
　今年度は、113点もの作品をご応募いただき、令和元年9月24日の選考委員会において特選1作品、
入選・佳作19作品を選考いたしました。ご応募いただいた皆様、大変ありがとうございました。
　このほか、市内の児童養護施設のみなさんをお招きし、親睦を兼ねたボウリング大会を開催する等地
域福祉推進のために、共同募金を大切に活用させていただいております。

特選　認定こども園ふわわ　雜賀　こはるさんの作品

赤い羽根共同募金絵画コンクールを開催しました
令和元年度
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熊本市共同募金委員会からのお知らせ

10月1日より赤い羽根共同募金運動を展開中！
みなさんの募金が、こまっている誰かの「ありがとう」につながっている。

〈募集期間〉
10月1日～12月31日10月1日～12月31日10月1日～12月31日

熊本市社会
福祉協議会

障がい者成
人式

ボランティア出前講座

ランドセルカバー贈呈式

災害ボランティアセンター
設置運営訓練

「赤い羽根」絵画コンクールの実施！

ラッピング電車による広報活動！

赤い羽根共同募金は、
各自治会・法人・職域及び学校からも
　　　　募金をいただいております。

街頭
募金活動！

熊 本 市 共 同 募 金 委 員 会
〒860-0004　熊本市中央区新町2丁目4-27　3Ｆ熊本市社会福祉協議会内
TEL 096-247-6215　FAX 096-359-1800　 akaihane@kumamoto-city-csw.or.jp

私たちは

こんなことも
　やってます！
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令和元年度「赤い羽根」絵画コンクール令和元年度「赤い羽根」絵画コンクール令和元年度「赤い羽根」絵画コンクール

入賞作品20点

入　選

特　選 佳　作
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令和元年度「赤い羽根」絵画コンクール表彰式を開催！

令和元年８月九州北部を中心とした
　　　　　　　　　豪雨災害における災害救援街頭募金を実施！

熊本市共同募金委員会

　熊本市共同募金委員会では、「赤い羽根共同募金運動」の普及
啓発活動の一環として、熊本市内の保育園及び幼稚園の年長のみ
なさんを対象に「赤い羽根」絵画コンクールを実施しました。本
年度は6園、113作品の応募をいただき、特選1点、入選6点、佳
作13点を決定し、10月11日（金）に入賞者へ表彰状並び記念品
を贈呈しました。作品は、本号でご紹介するほか、来年度の募金
活動のポスターとして使用する予定です。

　9月8日（日）・9月23日（月・祝）の2日間、サンロード
新市街及び下通アーケードにおいて、延べ191名の高校生や
熊本青年会議所の皆様、ボランティアの皆様にご協力をいた
だき、令和元年8月豪雨災害に伴う救援街頭募金を実施いた
しました。
　募金にご協力いただいた市民の皆様、そして、暑い中、募
金活動にご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

　皆様から頂きました、温かい募金は、10
月9日（水）に、佐賀県社会福祉協議会へ災
害支援金として寄付いたしました。

募金額：450,409円
ご協力ありがとうございました！
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　今年度は、7月23日から8月21日に15施設
で72名の高校生が活動しました。
　台風の影響により予定期間が短縮する等変更
もありましたが、参加者からは、福祉に興味が
持てた、看護師を目指したいなど将来の職業へ
の思い等も寄せられ、貴重な体験となりました。
　関係者の皆様に、感謝申し上げるとともに、
参加いただいた皆さんが、この体験を今後の生
活に役立てていただきたいと願っております。
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令和元年度高校生ワークキャンプを開催しました！

視覚障がい者ガイドボランティア養成講座開催

★協力施設：15施設　　★参加者：15校・72名

　本会では、次代を担う高校生を対象に、福祉施設等での介護体験や施設利用者とのふれあい交流活動
等の実践を通して、福祉への理解と関心を深めるとともに、ボランティア活動参加へのきっかけづくり
を目的として本事業を毎年開催しています。

　本会では、視覚障がい者の特性を学び、正しいガイ
ド方法を身につけることを目的とした本講座を開催す
るとともに、終了後には実践的な活動に向けて支援す
る等ガイドボランティアの養成を推進しております。
　今年度も9名が受講し、9月6日に、座学や市電での
実践研修等4回の講座を修了した方々に修了証書をお
渡ししました。
　今後、皆様がガイドボランティアとしてご活躍され
るよう、支援してまいります。
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西　区
　城西校区では、これから高齢者の増加が見込まれる中、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことが
できるように「住民主体」による地域の支え合い体制
づくりに取り組まれています。
　10月23日（水）には、「ふれあいサロン石神」、そ
して、本年度新たに立ち上がった熊本市地域支え合い
型サービス「石神水曜くらぶ」の参加者を対象に、石
神神社を会場として、今年で5回目となる秋の味覚の
代表「秋刀魚」と新米を食す催しが開催されました。
　青空の下、炭火で焼いた香ばしい脂の乗った秋刀魚
と新米をとても美味しく召し上がられ、笑顔溢れる素
晴らしいひとときでした。

◆対象事業　〇在宅福祉の充実　〇高齢者の保健福祉の増進
　　　　　　〇障がい者の社会参加と自立促進　〇ボランティア活動の促進
　　　　　　〇児童福祉の向上　〇その他地域福祉の推進に寄与する事業
◆助成額及び助成期間
　1つの事業について、対象経費の4分の3以内の額で、1件につき30万円を限度とします。

（千円未満の端数は切り捨てるものとします）
　助成期間については、原則単年度の助成となりますが、事業の運営状況に応じて3ヵ年を限度に延長する
ことができるものとします。ただし、助成金額の累計は、30万円を超えないものとします。
◆次の事業は助成の対象となりません。
・個人に金品を支給する事業
・国、県または市の補助事業
・地方公共団体が事業の実施主体として行う事業
・熊本県地域福祉基金または熊本県社会福祉協議会振興基金の助成を受けた事業
・共同募金、熊本善意銀行及び民間福祉団体等の助成を受けた事業
・営利を目的とする事業

～「ふれあいサロン石神（城西校区）
　　　　　　　　　　　　　秋の味覚をいただきます!!」～

★令和２年度いきいき市民福祉基金助成事業のご案内★

南　区
　8月22日（木）に、天明ジュニアボランティアスクール（奥古閑・川口・銭塘・中緑の各校区社会福祉協議
会の主催）が、南区奥古閑町の総合ケアサポートセンター天寿園にて開催されました。28名の児童が参加し、
米満理事長の講話、認知証サポーター養成研修、天寿園の利用者様との交流という内容で実施しました。児童
の感想文には、「来年もまた参加したい」「他の小学校の人とも交流できて良
かった」「お年寄りの方々に笑顔であいさつをすると、笑顔でかえしてくれる
のでとてもうれしかった」「家に帰ってからお母さんに話したら、いろいろと
知れて良かったね、と言ってくれたのでとても良かった」などの想いが記して
ありました。この取り組みは、「思いやりあふれる優しい心を育む」ことを目
的としており、温かい気持ちは天明で大きく広がっています。

～天明ジュニアボランティアスクールを開催！～

●民間団体等が実施する福祉活動に寄与する自主的な事業に対して助成を行います。

申請期間　令和元年9月1日から令和2年1月31日まで（平日8：30～17：15）
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～熊本市社会福祉協議会とは～
～　会　費　～

（市民・法人賛助会員への加入は任意です）～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
※熊本市社会福祉協議会自主避難サポート事業
※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・法人賛助会員募集中！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）

（株）CAN
住宅型有料老人ホーム海盛 （株）熊本日日新聞社 サポートグループ（株） （株）熊飽自動車

（株）アイアース不動産 （有）九州松栄産業 （有）三栄商会 （株）高田塗装

（株）アイムホーム （株）九州フードサプライ
センター （株）三計テクノス （株）大陽

（医）明和会
くまもと悠心病院

（有）居宅支援事業所
青い鳥 （有）三徳救急洗管 地方卸売市場

熊本東部青果（株）

（株）AZUMA （有）熊本環水 三和エクステリア
中九州販売（株） （株）中央自動車学校

AMAROOF（株） 一般社団法人熊本市医師会（株）シアーズホーム 東鋼シャッター（株）

（株）アリオン
アップル浜線店 （福）熊本市社会福祉事業団（医）水前寺大腸肛門科医院（株）ドゥプロジェクト

（株）RKKメディアプランニング （医）成仁会くまもと成仁病院
（医）清和会
水前寺とうや病院 西山経営労務事務所

（医）寿量会
熊本機能病院 熊本中央リース（株） （株）センターリバー （医）野尻会

熊本泌尿器科病院

（医）原武会 北部病院 （医）健生会 明生病院 税理士法人 碓井会計 （医）ピネル会
ピネル記念病院

（有）岩下事務機 （有）憲ナガセ （株）太陽社 富士ゼロックス熊本（株）

（有）オー・エス収集センター （有）サニーライフ （株）太陽ツーリスト （株）前田産業

まつお不動産（株） （有）御船タクシー （医）山部会
くまもと成城病院 （株）松岡清掃公社

＜正会員及び市民賛助会員については、次回号に掲載を予定しています。＞

★★令和元年度 法人会員加入状況★★ 【令和元年9月末現在】



すまいる

善意のご紹介

香典返しの寄付

◉中央区
（故）大漉　嘉彦様　　　（故）大畑　京子様
　　大鳥居千加子様　　（故）金子　豊重様
　　池田　記子様　　　　　河野　景治様

（故）小原　勝也様

（故）村上サナエ様　　（故）片山　　郁様
（故）島田ミチ子様　　（故）山内　隆則様
　　宮口　君江様　　　　川元　誠一様

◉東　区

　　田中セイ子様　　（故）長友洋一郎様

◉西　区

（故）友尻ミスミ様　　　　川口タミ子様
　　奥村カツエ様　　（故）河野　正隆様
　　竹田伊都子様

◉南　区

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。
　同事業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。〈お気軽にご相談してください。〉

　日本郵政グループ労働組合第12回定期全国大会が8月21日に、

シアーズホーム夢ホールで開催されました。

　組合の書損葉書集約活動で集められた集約金（4,396,874円）

を、熊本地震の復興支援金として役立ててもらいたいとの旨を受

け、本会へ寄付をいただきました。ありがとうございました。

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。
( 令和元年6月1日~令和元年9月30日 )

一般寄付

●熊本県立熊本西高等学校　様
●日本郵政グループ労働組合ユースネットワーク　様

日本郵政グループ労働組合　ユースネットワーク様より
　　　　　　　　　　　　　　　善意のご寄付をいただきました！


