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11月は、ボランティア月間です！

【令和元年度

ポスター】

本会と市町村社協では、平成元年から11月を｢ボランティア月
間｣と定め、さまざまな活動やイベントを通して、県民の皆さん
にボランティア活動の意義や役割、その必要性などの認識を深め
てもらう啓発月間としています。
本年もこの月間を契機として、誰もが、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「ボランテ
ィアの町・うるおいの町」づくりに向け、様々な事業を展開しま
す。
今年度県内各地で実施される啓発事業・行事は、本会ホームペ
ージで紹介しています。皆さまのお住まいの各市町村でも開催さ
れますので、この機会にぜひご参加ください。
メインのイベントである「第12回火の国ボランティアフェステ
ィバル」が、月間に先がけ10月26日(土)に山鹿市で、盛大に開催
されました。(下欄掲載)
令和元年度ボランティア月間啓発事業
検索

第12回 火の国ボランティアフェスティバル（山鹿市）開催！
10月26日(土)山鹿市
あんずの丘多目的体育
館グリーンパルスで
「第12回火の国ボラン
ティアフェスティバル
(山鹿市)」が開催され、
ボランティアや福祉関
係者など、約700名が参
加しました。

【大会フラッグの引き継ぎ】

【オープニングイベント】

【中嶋山鹿市長の歓迎挨拶】

平成19年に山鹿・植木地域から始まった本大会も、県内各地域
を一巡し、今年から２巡目を迎えたところです。
午前中は、本田山鹿市ボランティア連絡協議会会長と山鹿市で
活動するボランティア３団体の活動実践発表があり、午後の分科
会では、菊池恵楓園ボランティアガイドの有江 光氏(合志市)が、
恵楓園の実情と特徴について、逢桜の里副代表の西原 明優氏(熊
本市)が、子ども食堂での子どもと高齢者の共生について、それ
ぞれ発表されました。
閉会式では、次回開催地である水俣・芦北ブロックのボランテ
ィア連絡協議会と社協職員等が壇上に上がり大会フラッグを引
き継ぎ、最後は、参加者全員の合唱で大きな盛り上がりの中幕を
閉じました。
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佐賀県大町町災害ボランティアセンターへの応援職員派遣を終了

【ボランティアセンターの様子】

８月の前線に伴う大雨は、佐賀県を中心に甚大な被害をも
たらしました。本会は、災害発生後から「九州ブロック社会
福祉協議会災害時相互応援協定」に基づき、九州社協連合会
や佐賀県社協と連携を密にしながら、大町町社協が運営する
災害ボランティアセンターに応援職員の派遣を行ってきま
したが、10月８日をもって終了しました。
本会職員及び県内の市町村社協からの応援職員は、延べ30
日間で、16名の派遣となりました。
９月６日の派遣開始以来、県内市町村社協の皆様方にはご
支援とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。

第22回介護支援専門員実務研修受講試験に1,034名が受験
10月13日(日）、開新高等学校と熊本大学を会場に「介護支
援専門員実務研修受講試験」を実施しました。今年度は1,112
名の受験予定者のうち、1,034名が受験しました。(昨年度の
受験者は1,119名)
合格発表は、12月３日(火)午前10時から県総合福祉センタ
ー１階ロビー、県庁本館１階ロビーに合格者の受験番号を掲
示するとともに、全受験者に合否通知書でお知らせします。
本会ホームページでも同日午前10時過ぎに掲載予定です。
また、合格者を対象とした「介護支援専門員実務研修」を、
令和２年１月から５月にかけて15日間の日程で実施し、受講
修了者は介護支援専門員として登録のうえ、実働できること
となります。

【試験会場の様子】

地域づくりに関わるコーディネーターのための研修会を開催
～社会調査（ニーズ把握のための調査）の基本的概念を学ぶ～
10 月 10 日(木)・11 日(金)の両日、県医師会館で「地域づくりに関わるコーディネーターのた
めの研修会」を開催し、市町村社協や地域包括支援センター、社会福祉施設の職員 55 名が参加
しました。
研修会では、九州大学大学院人間環境学研究院の高野 和良氏 に、コミュニティワークに必要
な視点と地域づくりに関わるコーディネーターの役割や社会調査（ニーズ把握のための調査）の
基本的概念、調査方法や調査票（質問紙）作成等について、講義や演習を通してご指導をいただ
きました。参加者からは、「社協がおかれた状況や社会状況を再確認する事ができた。また、地
域福祉に関わる多くの団体や職種がいる事を理解し、連携の必要性を感じた。」、「調査票作成の
演習を通して、回答する側の言葉の捉え方や受けるイメージを考えながら設問や選択肢を検討し
ていくという作業がとても重要であることが理解できた。」などの感想が寄せられました。

寄附のお礼

～株式会社九州クラフト工業様～

【左:取締役営業部長 小林裕幸様】

10 月３日(木)、株式会社九州クラフト工業様から寄附金をい
ただきました。この寄附は、九州クラフト工業内に設置してある
自販機で職員が購入した飲料の空き缶をリサイクルして得た収
益金によるものです。
ご寄附いただきました浄財は、社会福祉振興基金事業の財源と
して、地域福祉活動の支援や社会福祉事業の振興などに有効に活
用させていただきます。
ありがとうございました。
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各課トピックス
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＊お問合せは、県社協各課まで

地

域

福

祉

課

TEL 096-324-5454 ／ FAX 096-355-5440

TEL 096-324-5470／ FAX 096-355-5440

◆県社協役員･評議員等研修会の
開催期日について◆
期日/場所 12月17日(火) ＫＫＲホテル熊本
各種協議会会長会議
13：30～14：30
県社協第３回理事会
14：40～16：00
県社協役員･評議員等研修会 16：15～17：45
県社協役員･評議員等研修会
情報交換会
18：00～

◆生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ連絡会議のお知らせ◆
(県南ブロック) 12月３日(火)13：30～16：15
県南広域本部（八代地域振興局）
(県央ブロック) 12月５日(木)13：30～16：15
熊本市城南公民館
(県北ブロック) 12月11日(水)13：30～16：15
菊南温泉ユウベルホテル
※実践報告及びグループワークを行います。
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福

祉

課

民
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課

TEL 096-324-5462／ FAX 096-355-5440

TEL 096-324-5475／ FAX 096-355-5440

◆福祉経営相談室をご利用ください◆
社会福祉法人や社会福祉施設の経営においては、
様々な課題やトラブルが発生します。このような経
営課題に対して３名の専門相談員が、秘密を厳守
し、無料で適切なアドバイスを行います。
【来所相談 次回開設日時】＊予約が必要です。
〇社会保険労務士
11月５日(火) 13:30～16:00
〇公認会計士
11月12日(火) 13:30～16:00
〇弁護士
11月19日(火) 13:30～16:00

◆｢生活福祉資金の手引き」(令 和 元 年 度 版 )を配布◆
今年度も「生活福祉資金の手引」
（令和元年度版）
が発行され、各市町村社協の本所及び各支所へ配付
しています。本書は各社協における貸付事業の実務
上の手引書として大変有用なものです。今後は、来
年度の進学に向けて、教育支援資金に関する相談が
多く寄せられることが見込まれますので、本会が作
成する「業務運営の手引き」と併せて、ぜひご活用
いただきたいと思います。

福祉人材 ・研修センタ ー

地域福祉権利擁護センター

TEL 096-322-8077 ／ FAX 096-324-5464

TEL 096-324-5474 ／ FAX 096-324-5456

◆介護就職デイ（地域別面談会）のご案内◆
開催日
開催場所
11月７日（木） ハローワーク球磨
11月７日（木） ハローワーク天草
11月12日（火） ハローワーク菊池
11月13日（水） ハローワーク宇城
11月13日（水） ハローワーク玉名
11月21日（木） ハローワーク天草・球磨

◆リーフレットをご活用ください◆
当センターでは、「地域福祉権利
擁護事業」の概要や契約までの流れ
を説明するためのリーフレットを
作成しています。
相談者への説明用としてだけで
なく、サービスの利用促進のために
各市町村社協で開催される研修会
などにもご活用ください。

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー

ご

案

内

「くまもとﾊｰﾄｳｨｰｸﾌｫｰﾗﾑ」観覧者募集のお知らせ
視覚障がいがありながらも、お笑い芸人として活
◆市町村災害ボランティアセンター
躍する濱田祐太郎さんによる、ネタ＆トークショー
設置・運営研修会のご案内◆
が予定されています。この機会に、障がいのある方
テーマ ｢被災地災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの支援のあり方｣
への理解を広げませんか。
(仮題)
日 時 12月14日(土)13：00～
日 時 12月10日(火)10:30～16:00
会 場 熊本県庁 地下大会議室
会 場 ホテル熊本テルサ 3階「たい樹」
観覧料 無料（申込みが必要。詳細は県ホームペー
講 師 にいがた災害ボランティアネットワーク
ジを参照）
理事長 李
仁 鉄 氏
問い合わせ先 くまもとﾊｰﾄｳｨｰｸ実行委員会
対象者 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等の市町村社協職員等
（県障がい者支援課内）TEL096-333-2235
参加費 1人2,000円
TEL 096-324-5436 ／ FAX 096-324-5427
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