
令和４年度　ボランティア月間啓発事業・行事一覧
№ 市町村 団　体　名 行事・事業名 日　　程 場　　所 参加団体・参加予定人数 内　　　容

1 熊本市社会福祉協議会 ボランティア入門講座
１１月２３日(水・祝)
１３：００～１５：３０

熊本県総合福祉センター5F
研修ホール

ボランティアセンター登録者等
約５０名

ボランティア活動に興味のある方や、自分にどんなボランティアが合って
いるいるのかわからないという方を対象に、ボランティアの基礎を学ぶ入
門講座を行う。

2 熊本市ボランティア連絡協議会
熊本市社会福祉協議会

第４１回くまもと　市民ボランティ
ア週間

１２月１０日(土)
１１：００～１４：３０

下通りアーケード
サンロード新市街

熊本市ボランティア連絡協議会
加入団体、高校生　約１００名

ウクライナ難民支援のための、街頭募金を行う。なお、集まった募金はユ
ニセフ熊本を通じて寄付をする。

3
荒
尾
市

荒尾市ボランティア連絡協議会
荒尾市社会福祉協議会

ボランティア情報誌 １１月１日(火) ― ２１,９００世帯(全戸配布予定)
地域の各種団体関係者及び一般住民に、現在行われているボランティアの
必要性を周知するため、実践活動に結びつくような全戸配布し情報提供を
行う。

4
玉
名
市

玉名市社会福祉協議会 第３４回岱明福祉まつり
１１月１３日(日)
１０：００～

岱明ふれあい健康センター
一般住民・関係団体
約４００名

身近な地域で、地域住民がお互いに支え合い安心して幸せに暮らせること
を目指し、地域福祉活動に携わる団体やグループ、福祉施設等と協働して
交流や体験の場を提供し、福祉を身近なものと感じ、関心と理解を深め、
地域福祉の増進を目的に開催する。

5
天草市河浦地区ボランティア連絡
協議会

花壇美化作業 １１月
アルメイダ上陸地跡
崎津トンネル花壇

ボランティア
約８名

崎津世界遺産関係の観光所を清掃し観光客をもてなす。

6
天
草
市

天草市社会福祉協議会　本所 ボランティアトーク １１月２３日(水) 天草市役所庁議室
市役所職員、ALT、ボランティア推
進校８名・コーディネーター

天草市長とボランティア活動普及推進校として指定した学校の中高生が、
「今、私たちにできる地域ボランティア活動を考える」をテーマに「ボラ
ンティア活動をとおして思うこと」や「これからの天草にどんなボラン
ティア活動が必要か」などについて対談。ボランティア・市民活動への関
心を深め、ボランティア意識の高揚と活動の普及を図る。

7 山鹿市社会福祉協議会 災害ボランティア講座
１１月１８日(金)
１３：００～１６：００

菊鹿健康福祉センター
ひまわり館

一般住民
会場２０名、オンライン５０名

災害活動に関する知識を身につけ、地域や被災地で活動する災害ボラン
ティアを養成する。
1　山鹿市での災害に対する取り組みについて
2　講演「〇〇〇〇」※タイトル未定
　 講師：八代市社会福祉協議会　村上　宜隆　氏

8
熊本県共同募金会
山鹿市共同募金委員会

街頭募金
１０月～１２月
期日未定

ＪＡ鹿本ファーマーズマー
ケット夢大地館、ミスター
マックス山鹿店、水辺プラザ
鹿本、あんずの丘、道の駅鹿
北小栗郷

市内小・中・高校生
街頭募金を通じ、共同募金の目的等を理解し配分金の地域福祉への活用方
法を学ぶ。市民に共同募金の役割を呼びかけ、地域福祉に対する理解を促
す。

9 山鹿市社会福祉協議会
子どもボランティアリーダー養成講
座

期日未定
山鹿老人福祉センター
鹿北老人福祉センター
菊鹿健康福祉センター

市内小学５年生
４９名

小学５年生を対象に地域福祉、ボランティア活動への理解と関心を高め、
福祉学習や実践活動を通じ、自主的なボランティア活動を広げていくリー
ダーを養成することを目的に実施する。

10
菊池こころのネットワークフェア実行
委員会

第17回菊池こころのネットワーク
フェア

１１月６日(日)
１０：0０～１４：００
雨天中止

菊池市福祉会館前特設会場
市内福祉施設、団体、病院等２２
団体
来場者約５００人

誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざし、関係団体のネットワーク推
進、ボランティアの推進、赤い羽根共同募金の啓発を目的に市内２２団体
でつくる実行委員会で開催する福祉まつり。

11 菊池市社会福祉協議会
にこにこサービスセンターサポー
ター養成講座

１１月２４日(木)
１３：３０～１５：３０

菊池市社会福祉協議会

生活支援サポーター等
１０名
地域の困りごとのお手伝いができ
る方

ちょっとした困りごとに対して、お手伝いできる人とお手伝いを必要とし
ている人を繋ぐ事業。

12 菊池市社会福祉協議会 サロンレクレーション講習会
１１月中旬の火曜日
１３：３０～１５：００

七城公民館
または
泗水公民館

地域住民
運動やレクレーションを通じて、介護予防の重要性を再認識していただ
き、地域サロンが活動がより活発に、また活動の再開や新規立ち上げの
きっかけとなることを目的に実施する。

13 今津小学校
松島地区ボラ連登録団体会員
約２０名

地域への貢献として今津小学校校庭周辺の美化清掃を行う。

14 教良木出張所
松島地区ボラ連登録団体会員
約１０名

地域への貢献として教良木出張所周辺の美化清掃を行う。

熊
本
市

山
鹿
市

菊
池
市

上
天
草
市

上天草市ボランティア連絡協議会 １１月中清掃ボランティア
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15 大矢野老人福祉センター
大矢野地区ボラ連登録団体会員
約３０名

地域への貢献として老人福祉センターの窓ふきなど美化清掃を行う。

16 姫戸老人福祉センター
姫戸地区ボラ連登録団体会員
約２０名

地域への貢献として姫戸老人福祉センターの窓ふきなど美化清掃を行う。

17 成川内公園
姫戸地区ボラ連登録団体会員
約１０名

地域への貢献として公園内の草刈りなど美化清掃を行う。

18 阿村干切港
松島地区ボラ連登録団体会員
約１０名

地域への貢献として干切港のごみ拾いなど美化清掃を行う。

19 上天草総合病院周辺
龍ヶ岳町地区ボラ連登録団体会員
地域住民約３０名

地域への貢献として上天草総合病院周辺の空き缶拾い及び除草など美化清
掃を行う。

20 樋島学習センター
龍ヶ岳地区ボラ連登録団体会員
約１０名

地域への貢献として海岸の清掃及び花壇の除草など美化清掃を行う。

21 宇城市社会福祉協議会
令和４年度老人クラブシルバーヘル
パー養成講習会

１０月２８日(金)
９：３０～１５：４０

宇城市松橋東防災拠点セン
ター

宇城市老人クラブシルバーヘル
パー会員
約５０名

老人クラブシルバーヘルパー会員への老人福祉制度の研修会を行う。

22 宇城市社会福祉協議会 安心生活サポート事業説明 １０月下旬 宇城市老人福祉センター
宇城市老人クラブシルバーヘル
パー会員
約５０名

地域のお互いさまの地域づくり及びボランティア活動の周知を行う。

23 宇城市社会福祉協議会 福祉出前講座 １１月下旬 青海小学校
小学校５年生対象
約２０名

高齢者疑似体験・車椅子体験を通じて高齢者の実態や思いやりの心を育て
る講習会を実施する。

24 宇城市社会福祉協議会 リーダー研修会
１１月２６日(土)
１４：００～１５：００

ウィング松橋
地区福祉会役員、代表者
民生委員児童委員等
約４００名

地区住民相互の交流を通じて、繋がりづくりを図り、地域内の様々な生
活、福祉課題を地域住民みんなで考えながら問題解決を行う地域福祉活動
を推進することを目的とする。

25 宇城市ボランティア連絡協議会
宇城市ボランティア連絡協議会
グラウンドゴルフ大会

１１月上旬 未定
宇城市ボランティア団体９団体
約５０名

スポーツを通して会員同士の交流を図り、今後の活動を円滑に推進する。

26
阿
蘇
市

阿蘇市ボランティア連絡協議会 交流カフェ
１１月９日(水)
１８：３０～１９：３０

阿蘇市保健福祉センター
阿蘇市ボランティア連絡協議会に
登録している団体・個人
約２０名

各団体の代表と個人のボランティア登録者で、お互いの活動内容や課題等
を出し合い交流を行う。

27 合志市社会福祉協議会 楓の森小学校福祉体験
１０月３１日(月)
１１月１日(火)

楓の森小学校 楓の森小学校4年生
ふだんのくらしのしあわせについて考え、自分たちにできることは何か、
考えるきっかけとして福祉体験を実施する。

28
合志市
合志市社会福祉協議会

ささえ愛ネットワーク
模擬訓練旗立て

１１月２日(水) 合志南ヶ丘小学校区 合志南ヶ丘小学校区の一般住民
ネットワークを構築し住民同士の助け合い・支え合いの地域社会を作るこ
と、認知症に対する理解と地域住民への啓発を行う。

29 合志市社会福祉協議会
堀川区子ども会
eスポーツ体験会

１１月６日(日) 堀川区公民館
堀川区子ども会
eスポーツボランティア

子ども会で、eスポーツの体験会をしたいとの依頼から、今後、老人会等
との地域交流を目的に、eスポーツ体験を実施する。また、本会で養成し
た、eスポーツボランティアの学生にも協力頂き体験会を実施する。

30 合志市 合志市民祭り
１１月６日(日)
１０：００～

カントリーパーク
合志市役所・合志市商工会・合志
市社会福祉協議会・一般市民

合志市主催で行っている市民まつりで、熊本県農業公園カントリーパーク
を会場とし、ゲストを迎えての音楽ライブ、お笑いライブ、戦隊ショーな
ど一日中楽しめる内容となっている。

31 合志市社会福祉協議会
西合志東小学校
車いす体験

１１月１１日（金） 西合志東小学校 西合志東小学校３年生
ふだんのくらしのしあわせについて考え、自分たちにできることは何か、
考えるきっかけとして福祉体験を実施する。

32 合志市社会福祉協議会 ドラムレッスン １１月１２日（土） ふれあい館 市内小学校３～６年生
音楽を通じて楽しみながら、親子のきずなを深める。
音楽を通じた、ボランティアの養成・募集を実施する。

上
天
草
市

上天草市ボランティア連絡協議会 清掃ボランティア １１月中

宇
城
市

合
志
市
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33 合志市
合志市ボランティア
表彰式

１１月２０日(日) 合志市役所 被表彰者(ボランティア)関係者
ボランティアを通じて社会に貢献している個人や団体の労をねぎらい、さ
らなる活躍を期待するとともに、広く市民の間にボランティアの精神を浸
透させていくために表彰式を開催する。

34 合志市社会福祉協議会 ふれあいフェスティバル2022 １１月２０日(日) ふれあい館 一般市民
合志市民の福祉意識の向上を目指し、ふれあいフェスティバルを実施す
る。コロナ禍でもできる形で行い、人と人が繋がりを感じられるよう様々
なブースを設け実施する。

35
合志市
合志市社会福祉協議会

移動販売(南部ルート)
2周年記念

１１月２５日（金） 南部ルート対象区
藤本物産・JA菊池
対象地区住民

重いものを持って帰れない、近くに歩いて行ける店が無くて困っている、
自分の目で見て買いたい、そんな買い物に関する困りごとを感じている方
を対象に移動販売を実施し、買い物支援を行う。

36 合志市社会福祉協議会 スマートフォン講座 １１月５・６・１２・１３日 ふれあい館 熊本高専
携帯をスマホに変えたけど、使い方が良く分からない等といった高齢者の
スマホに対する悩みごとに対して、熊本高専の学生がスマホの使い方につ
いて教える。

37 合志市社会福祉協議会 ファミリーサポート養成講座
１１月１・６・８・１１・
２２日

ふれあい館 一般市民
地域において、子育ての手助けをして欲しい人(利用会員)と子育ての手伝
いをしたい人(協力員)で作られる会員組織。子育て家族が安心して子育て
と仕事の両立ができるよう相互援助活動を行う。

38 美里町社会福祉協議会 年一ボランティア １１月１日～１１月３０日 美里町内 ２人組ボランティア
地域の各種団体関係者および一般住民に、ボランティア活動の必要性を周
知し、実践活動に結びつくような後援・討論会を行う。

39 美里町社会福祉協議会 生活支援ボランティア １１月１日～１１月３０日 美里町内 生活支援ボランティア
自宅に出向き、ゴミ出し・リサイクルごみの運搬、分別・買い物等の活動
を行う。

40
命の響き合いプロジェクト
多機能型施設　るぴなす

シャンソンコンサート
みかん畑の風を感じて自然のなかに
とけこんだ音楽祭

１１月３日(木・祝)
玉名郡玉東町原倉1913
みかん畑

参加者：一般住民
出演：尾池和子
ゲスト出演：中村春子
ピアノ演奏：山内まり子

玉東町の特産品みかん。その畑の真ん中でのシャンソンコンサート。
小規模多機能所るぴなすの出張カフェでお茶をいただきながら、音楽と秋
の風を楽しむ。

41 山北保育園 SDGsの日
１１月１日(火)
午前中

山北保育園～年ノ上公園 山北保育園　園児、スタッフ
SDGsの日として、熊本の名水100選にも指定される水源周辺の環境整備を
ボランティアで行うとともに、玉東町の水源を体験し、環境の大切さを感
じてもらう。

42 玉東町社協介護ホームはぶの 秋の消防訓練とはぶの収穫祭 １１月中旬 介護ホームはぶの
玉東町社協介護ホームはぶの
土生野区住民
地区消防団、他関係者

地域の方々へも参加、協力を願い、施設としての消防訓練を実施する。ま
た、日頃のお礼を兼ね、はぶの畑で収穫した野菜等を使いおもてなしをす
る。

43
和
水
町

和水町社会福祉協議会 ボラ連講習会 １１月中(未定) 和水町福祉センター
和水町ボラ連加入団体
約３０名

和水町ボラ連の事業として、災害ボランティア及び防災用具等の研修会を
開催し、地域防災の強化につなげる。

44
南関町共同募金委員会

チャリティーバザー
１１月２０日(日)
９：００～１５：３０

南関町役場防災広場 南関町ボランティア連絡協議会
町内の祭りの際、赤い羽根共同募金運動の一環として、チャリティーバ
ザーを開催し、ボランティア連絡協議会の会員が販売に協力することで、
啓発活動を行う。

45
南関町社会福祉協議会
南関町保健センター

健康と福祉のつどい
11月２５日(金)
９：３０～１１：３０

南関町南の関うから館 南関町ボランティア連絡協議会
社会福祉協議会と町保健センターの共催イベントにボランティア連絡協議
会が協力し、啓発活動を行う。

46
長
洲
町

長洲町役場
長洲町手をつなぐ育成会
長洲町社会福祉協議会

クリーンウォーク２０２２
１１月３日（木）
９：００～１０：３０

中道児童公園周辺
ひまわりの里周辺
金魚と鯉の郷周辺
長洲町浄化センター周辺

町内小中学生、町内企業・団体、
町民生委員・児童委員、町ボラン
ティア連絡協議会、町職員、他一
般住民約２００名

クリーンウォークをとおして、ボランティア活動の認識を深め、誰もが参
加できるような町づくりを促進し、今後のボランティアの振興につなげて
いく。

47
大
津
町

大津町社会福祉協議会
傾聴ボランティアフォローアップ
研修

１１月１８日（金）
　　　２５日（金）
１３：３０～１５：３０

大津町老人福祉センター

現傾聴ボランティア活動者、さわ
やかコール活動者、傾聴ボラン
ティア養成講座修了者の方、大津
町社会福祉協議会。
約２０名

現傾聴ボランティア活動者、さわやかコール活動者、傾聴ボランティア養
成講座修了者に対して、傾聴の基本を振り返り、スキルアップを目指すこ
とで、今後の傾聴ボランティア活動及びさわやかコール活動の充実を図る
ことを目的とする。

合
志
市

美
里
町

玉
東
町

南
関
町
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令和４年度　ボランティア月間啓発事業・行事一覧
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48 大津町社会福祉協議会
音声訳ボランティア
養成講座

１１月８日（火）
　　２２日（火）
１３：３０～１５：３０

大津町老人福祉センター

新しく音声訳ボランティア活動を
始めたい方、現音声訳ボランティ
ア活動者、大津町社会福祉協議会
約２０名

視覚障がい者の情報伝達方法の１つである音声訳の技術を習得し、視覚障
がい者へ情報を届けるボランティアの養成を目指す。また、視覚障がいの
理解を深めることにより、誰もが住みやすい町づくりへつなげる。現音声
訳ボランティア活動者のフォローアップも行う。

49 大津町社会福祉協議会 在宅介護者のサロン「野ばら」
１１月８日(火)
１０：００～１２：００

大津町老人福祉センター
在宅介護者、大津町社会福祉協議
会

在宅介護者(現役、経験)と在宅介護に関心のある方を対象としたサロン活
動。

50 おおづ子どもおにぎり会 おにぎり会
１１月２７日(日)
１０：００～１２：００

あゆみキッズクラブ
小・中学生他、一般住民
約１００名

小・中学生他、一般住民に向けた子ども食堂活動。

51 音声訳山びこ 音声訳ボランティア
１１月２８日(月)～１１月３
０日(水)
９：３０～１７：００

大津町老人福祉センター
音声訳ボランティア山びこ
約８名

「広報おおづ」等の広報誌を朗読し、録音したCDを視覚障がい者の方など
へ届ける活動。

52 点訳ほたる 点訳ボランティア
１１月２９日(火)
９：３０～１２：００

大津町老人福祉センター
点訳ほたるボランティア
約５名

「広報おおづ」等の広報誌を点訳し、視覚障がい者の方などへ届ける活
動。

53 菊陽町　農政課 すぎなみフェスタ
１１月１２日(土)
８：５５～１５：１５

菊陽町杉並木公園
スポーツ広場

菊陽町、周辺町民含む約６０００
名
社会福祉協議会含む約５２団体

菊陽町秋の総合祭に福祉ブースを出展し、社会福祉協議会及び様々な福祉
団体のPRの場とするとともに、福祉の啓発、関心を促す。

54 菊陽町社会福祉協議会 ふくしのつどい
１１月２６日（土）
９：３０～１４：００

菊陽町町民体育館 菊陽町町民約１５０名
菊陽町社会福祉協議会職員

長年、菊陽町でボランティアなどの福祉活動を行ってきた方に対して表彰
を行う。
また、福祉に関する講演会、ボランティア団体の活動の場を設け、町民に
対し福祉の啓発活動を行う。

55 菊陽町社会福祉協議会 ふれあいサロンリーダー講習会
１１月２日（水）
１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０

午前：ふれあい交流・福祉支
援センター
午後：菊陽町福祉支援セン
ター

ふれあいサロンリーダー約５０
名、菊陽町社会福祉協議会職員

菊陽町のふれあいサロンの運営ボランティアリーダーさんへ毎月１回ふれ
あいサロンなどで作成するもの（アクセサリー等）などをリーダーさんと
一緒に考え、作り方の指導などを行う。

56 音楽ボランティア ぐるぐる 演奏活動
１１月５日(土)
１４：００～１５：００

菊陽町総合交流ターミナル
（さんふれあ）

音楽ボランティア ぐるぐるメン
バー５名程度
さんふれあ一般客

菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」敷地内にて、最新ヒット曲や演
歌などをさんふれあに来所する方々に演奏披露する活動を行う。

57 きくよう虹の会 太鼓演奏活動
１１月５日(土)
　　１９日(土)
１０：００～１２：００

菊陽町老人福祉センター
きくよう虹の会会員
約２０名

何らかの障害を持っている人たちとボランティアが音楽（太鼓の演奏）を
通じて、障がいを持っている人たちの自立支援、地域の人たちの障がいに
対する理解を広める活動を行う。

58 ごきげんコール 安否確認ボランティア
毎週月、火、水活動
９：３０～１１：３０

菊陽町福祉支援センター ごきげんコール会員２３名
（当番制につき１～２名で活動）

希望された一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯へ午前中に電話で
話しながら安否確認を行う。

59 音声訳ボランティア うぐいすの会 音声訳ボランティア活動
１１月２日(水)
１０：００～１２：００

菊陽町福祉支援センター
うぐいすの会会員７名

菊陽町の音声訳ボランティアが町在住の視覚障がい者や視覚による情報を
得にくい方々を対象に町広報誌などを録音し、対象の方々に録音物を送付
する。

60 菊陽町老人クラブ連合会 シルバーヘルパー定例会
１１月９日(水)
１０：００～１１：００

菊陽町老人福祉センター
菊陽町老人クラブ連合会シルバー
ヘルパーの登録者約３０名

菊陽町老人クラブ連合会が養成したシルバーヘルパーに登録されている方
の定期連絡会。

61 菊陽町老人クラブ連合会 グランドゴルフ大会
１１月１７日(木)
９：００～１２：００

菊陽町杉並木公園
スポーツ広場

菊陽町老人クラブ連合会登録者
１３０名

菊陽町在住の高齢者の方々の健康増進と交流を図るためグランドゴルフ大
会を実施する。

大
津
町

菊
陽
町
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令和４年度　ボランティア月間啓発事業・行事一覧
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62
菊
陽
町

菊陽町地域女性の会
屋久島町地域女性団体連絡協議会
交流会

１１月１日(火)
１３：３０～１８：００
１１月２日(水)
９：００～１９：３０

菊陽町各所
菊陽町と屋久島町
約１００名

菊陽町と屋久島町との姉妹都市提携の一環として、屋久島町の地域女性団
体連絡協議会と菊陽町地域女性の会が研修と親睦を深めるための交流を行
う。

63
南小国町ボランティア連絡協議会
南小国町ボランティア行動隊

美化清掃ボランティア
１１月８日（火）
１０：００～１１：３０

南小国町町内
町内ボランティア
約２０名

町内の道路・歩道の美化作業を行う。

64

県立小国高等学校
小国支援学校
小国町社会福祉協議会
南小国町社会福祉協議会

チャレンジ小国GO
小国高校生福祉教育推進事業
聴覚障がいを理解しよう　手話学習
会

１１月中（未定） 小国高校、小国支援学校 小国高校生徒
小国高校生に対して、福祉について考え関心を持っていただく機会を提供
し、共に生きる地域づくりを目的に手話学習会を開催する。

65
南小国町ボランティア連絡協議会
南小国町社会福祉協議会

晴ればれりんどうボランティアの日
１０月１日～１１月３０日
（２か月間）

南小国町内
南小国町町民（自治会、ボラン
ティアグループ等）

町内でのボランティア活動が積極的に活動されるように啓発・活動の取り
まとめを行う。

66
小
国
町

小国町ボランティア連絡協議会 エコキャップ回収事業 １１月 福祉センター悠ゆう館 小国町住民 環境にやさしい活動として、住民に知っていただく。（二酸化炭素削減）

67
高
森
町

高森町ボランティア連絡協議会
高森町社会福祉協議会ボランティアセ
ンター

高森町ボランティアの日
１１月２６日（土）
９：３０～１２：３０
（予定）

高森町社会福祉協議会
高森町ボランティア連絡協議会会
員、住民、小中学校ＰＴＡ

要援護者の困りごと解決
（災害ボランティアセンター設置訓練を兼ねる）

68 南阿蘇村各小中学校児童生徒 ボランティア協力校事業 １年間
村内の小中学校・施設、南阿
蘇村社会福祉協議会、一人暮
らし高齢者宅等

南阿蘇村小中学校の児童生徒全員

学校内外における社会福祉に関する学習や体験学習を通して、児童・生徒
がボランティア活動への理解、関心を深め地域の方との交流を図る。

69 南阿蘇村社会福祉協議会
第１４回みなみあそボランティアま
つり

１０月２３日（日） 久木野総合福祉センター

南阿蘇村ボランティア会員、区長
会、民生委員・児童委員、小中学
校児童生徒、日赤奉仕団、老人
会、シルバーヘルパー等

南阿蘇村のボランティアの輪を広げ、ボランティア活動や福祉への理解を
深めることを目的に開催する。
・災害非常食体験(ハイゼックス)
・展示コーナー・ボランティア活動や災害Q＆A
・花苗移植活動
・ボッチャ・モルック疑似体験
・バザー、フードバンク、農産物販売

70 南阿蘇村社会福祉協議会 南阿蘇村社会福祉協議会広報誌 年６回発行 全戸配布 広報誌にボランティア活動などの情報を提供し、村内全戸に配布する。

71
社協だより発行（ボランティア情報
掲載）

期間中 全戸配布
毎月の社協だより、年８回のボランティア情報でボランティア活動をＰＲ
する。

72
ボランティア活動写真
パネル展示

期間中
地域福祉センター
ボランティア協力校

ボランティア活動に関する写真パネルを展示し、意識啓発を図る。

73 ペットボトルキャップ回収 期間中 校内 生徒 仮設住宅や小森団地を回り、ペットボトルキャップの回収を行う。

74 あいさつ運動 期間中 校内 生徒 各クラスごと、部活動などで正門であいさつ運動を行う。

75
古切手・書き損じはがき・ペットボ
トルキャップの収集

期間中 校内 児童 アジアの子どもたちのための薬や学校を建てる資金にする運動に参加。

76 学校行事への招待 期間中 校区内 児童 運動会や学習発表会などの行事にお年寄りの方々を招待する。

77 クリーン活動 期間中 校区内 児童 登校班別に通学路の清掃活動を行う。

南
小
国
町

南
阿
蘇
村

西
原
村

西原村社会福祉協議会
西原村ボランティアセンター

西原村立西原中学校

西原村立河原小学校
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令和４年度　ボランティア月間啓発事業・行事一覧
№ 市町村 団　体　名 行事・事業名 日　　程 場　　所 参加団体・参加予定人数 内　　　容

78 花いっぱい運動 期間中 校区内 児童 学校園や学級園を整え、花植えを行う。

79 校内掃除 毎週１回 校内 ボランティア委員会・児童 校内のゴミ拾い等の清掃活動を全校に呼びかけて行う。

80 学校行事への招待 期間中 校区内 児童 運動会や学習発表会などの行事にお年寄りの方々を招待する。

81 熊本県共同募金会西原村分区 法人募金 期間中 村内 村内法人企業 村内法人企業約１２０社に法人募金の依頼を行う。

82 健笑会（南木倉・宗心原老人会） 清掃活動
１１月１日（火）
１０：００～１１：３０

南木倉入口周辺
国道４４３号線

健笑会（南木倉・宗心原老人会）
約３０名

空き缶・ゴミ拾い、国道沿い花植えを行う。

83
御船町ボランティア連絡協議会
御船町社会福祉協議会

環境美化活動
１０月～１１月中の
１，２日

シンボルロード線

御船町ボランティア連絡協議会加
入団体・個人
御船町社会福祉協議会職員
約８０名

草取り、花植えを行う。

84 嘉島町社会福祉協議会 社協ひろば発行 １０月１４日(金) 全戸配布
年４回の４月、７月、１０月、１月にボランティア活動情報を掲載し、地
域住民へのボランティアの周知と啓発を行う。

85
嘉島東小学校
高齢者相談・地域福祉委員

ひとり暮らし高齢者とのお手紙交流 １２月中 嘉島町東小学校区内 嘉島町社会福祉協議会

９月に福祉教育を受けた東小４年生が校区内のひとり暮らし高齢者へ年賀
状を作成し、地域の高齢者相談・地域福祉委員を通じ配布してもらう。返
信用のハガキを同封し、年賀状を受け取った高齢者からも返事が出せるよ
うに計画し、交流となるように活動する。

86 嘉島町共同募金委員会 法人募金 １１月中 嘉島町町内
高齢者相談・地域福祉委員
嘉島町社会福祉協議会

町内企業７０社に法人募金の依頼を行う。

87
嘉島町老人クラブ連合会シルバーヘル
パー部会
高齢者相談・地域福祉委員

友愛訪問 通年 嘉島町町内 町内のひとり暮らし高齢者のお宅へ訪問し、安否確認活動を行う。

88
ワークキャンプ代替事業「災害が起
きた時、キミならどうする？」

７月２９日(金)
１０：００～１１：３０

益城町保健福祉センターはぴ
ねす工作室

小学生１０名
ボランティアハンドブックの説明や令和２年度７月豪雨の活動講話をバル
ビーから話を聞き、これからの災害に備え、自分のことととらえてもらう
機会とする。

89
ボランティアまつり「集まれボラン
ティア！」

１１月２７日(日)
時間未定

益城町交流情報センターミナ
テラス視聴覚室

町内ボランティア団体
町内ボランティア協力校の指定校

各ボランティア団体の活動報告、町内各学校のボランティアの取り組み等
の発表を予定。

90
第１３回火の国ボランティアフェス
ティバルの視聴会

１２月１０日(土)
１２：００～１６：００

益城町保健福祉センターはぴ
ねす多目的室

ボランティア活動者
ボランティア連絡協議会

ボランティアフェスティバルin芦水のyoutube配信を見て、情報共有す
る。

91 研修旅行 ６月５日(日) 坂本町、人吉市
ボランティア連絡協議会の各団体
１５名

２０２０年熊本豪雨の状況視察・交流

92 防災研修：クロスロード 未定 未定
ボランティア連絡協議会の各団体

防災研修を予定

西
原
村

西原村立山西小学校

御
船
町

嘉
島
町

益
城
町

益城町社会福祉協議会

ボランティア連絡協議会
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令和４年度　ボランティア月間啓発事業・行事一覧
№ 市町村 団　体　名 行事・事業名 日　　程 場　　所 参加団体・参加予定人数 内　　　容

93
甲佐町ボランティア連絡協議会
後援：甲佐町社協

ふくしの標語コンクール
〆切１１月４日(金)
表彰１２月１０日(土)

表彰：甲佐町老人いこいの家
町内の中学生、町内在学の高校
生、町内在住または在勤の方を対
象に募集

ボランティアへの理解や啓発を図るためにボランティアをテーマにした標
語を募集。

94
共同募金会甲佐町分会
甲佐町社会福祉協議会

ボランティアによる街頭募金活動
11月１３日(日)
産業文化祭時

甲佐町役場
小・中学生、一般住民、甲佐町ボ
ランティア連絡協議会役員
約３０名

ボランティアおよび共同募金への理解や啓発を図るために街頭募金を行
う。

95
山
都
町

山都町民生委員・児童委員協議会 あいさつ運動・登下校見守り １１月中 山都町内
民生委員・児童委員、主任児童委
員

小・中学校の登下校時、信号機横断歩道を中心に毎月あいさつ運動を展
開。１１月を強化月間として活動する。

96 山都町シルバー人材センター 美化活動 １１月中 山都町内 シルバー人材センター会員 シルバー人材センター会議研修後に敷地内の美化作業を実施する。

97
山都町
山都町社会福祉協議会

福祉まつり
１１月１９日（土）
１３：００～１６：００

山都町役場蘇陽支所

山都町民生委員・児童委員
山都町３０地区福祉会
矢部高校生、山都町シニアクラブ
他一般住民

認知症をテーマとしてまつりを開催。
矢部高校生が作成した認知症予防パズルを活用したパズル大会を行う。
また、子どもコーナーを設けて映画鑑賞、各種パネル展示も行う。

98
錦
町

錦町ボランティア連絡協議会
使い古しの切手の再利用 １１月中 錦町総合福祉センター

ボランティア連絡協議会
約１０名

会員全体にボランティアの一環として活動の呼びかけを行い、役員会等の
中で役割分担を決めて開催する。

99 ボランティアグループけやきの会 環境美化活動 １１月中
多良木町内
多目的研修センター他

けやきの会会員
約１３名

環境美化活動の一環として研修センター等の花壇の整備や花の苗植えを行
う。

100
多良木町ボランティアわか草会育成協
議会

ひとり暮らし高齢者宅への年賀状書
きやおやつ作り等

１１月・１２月 多良木町内
わか草会会員
約４４名

会員の小・中学生が、１１月と１２月に町内のひとり暮らし高齢者宅に送
る年賀状の作成やおやつを一緒に作り、交流を行う。

101 シルバーヘルプ部 友愛訪問活動 １１月中 多良木町内
シルバーヘルパー会員
約２５名

町内のひとり暮らし高齢者や病弱な高齢者及びその家族等を対象とし、話
し相手や家事の手伝いなど友愛訪問活動を行う。

102 ふれあい陶芸愛好会 ふれあい陶芸教室 １１月中 多良木町内
多良木陶芸愛好会会員
約６名

陶芸をとおしてふれあいと交流を広げるために、社協が実施する陶芸教室
で指導を行う。また、地域、福祉施設、教育施設等開催の陶芸教室の依頼
においてもボランティアで指導を行う。

103 多良木町ガンバルーン体操 ガンバルーン体操 １１月中
多良木町内、多良木町ディ
サービスセンターきずな、い
きいきサロン

ガンバルーン体操会員
約２２名

福祉施設や地域のいきいきサロン等により依頼を受けて訪問し、健康の維
持・増進を目的にガンバルーン体操、ゲーム等の指導を行う。

104 健康づくりサポーターなの花 健康づくりサポーター １１月中

多良木町保健センター、いき
いきサロン、多良木町デイ
サービスセンター、久米公民
館、黒肥地公民館

健康づくりサポーターなの花会員
約２２名

地域の高齢者の健康づくりをサポートすることにより介護予防を図り、高
齢者になっても元気に地域で暮らすことができる地域作りを推進すること
を目的に運動の指導を行う。施設等で体力測定の手伝いを行う。町の通所
型サービスＡ・Ｃ事業の手伝いを行う。

105
湯
前
町

湯前町社会福祉協議会 街頭募金活動
１１月１３日(日)
１０：００～１２：００

湯前町農村環境改善センター
周辺

湯前中学校生徒
約１５名

漫画フェスタ会場において、募金活動を行う。

106
水
上
村

水上村商工会女性部
ひとり暮らし老人ふれあい配食サー
ビス

１１月上旬 水上村内

商工会女性部
約２０名
対象者：７５歳以上のひとり暮ら
し高齢者１０６名

村内に住む75歳以上の独居老人に対し、商工会女性部による配食サービス
並びに友愛訪問活動等を行う。

107
五
木
村

五木村社会福祉協議会 災害ボランティアセンター研修会
１０月３０日(日)
１０：００～１５：００

球磨村
球磨村社会福祉協議会

一般および役職員
「災害ボランティアセンター設置・運営に関する協定書」の締結に伴い、
災害ボランティアセンターについて、知識を深め、実践に備えるための研
修を行う。

甲
佐
町

山
都
町

多
良
木
町

多
良
木
町

7/8 



令和４年度　ボランティア月間啓発事業・行事一覧
№ 市町村 団　体　名 行事・事業名 日　　程 場　　所 参加団体・参加予定人数 内　　　容

108
山
江
村

共同募金会山江村分会
山江村社会福祉協議会

共同募金事業における街頭募金活動
１１月２０日（日）
１０：００～１６：００

山江村役場前広場で行われる
産業振興祭会場

村内小・中学生
約２０名

村内の小・中学生が街頭募金活動を通じて、ボランティア活動の重要性や
意義を学ぶ。

109 球磨村 ふれあいサロン 随時 村内
一般住民１会場
約１０名

村内の各公民館を利用して、介護予防教室を開催する。

110 球磨村ボランティア連絡協議会 村内クリーン作戦 １１月中旬 村内
球磨村ボランティア連絡協議会会
員約３０名

村内の公共施設及び県道・村道沿いの清掃作業を行う。

111 球磨村老人クラブ連合会 友愛訪問活動 随時 村内
シルバーヘルパー会員
約２０名

村内のひとり暮らし高齢者の自宅を訪問し、安否確認を行う。

112 世話やき隊 有償ボランティア活動 随時 村内
世話やき隊会員
約２０名

日常生活のちょっとした困りごと等の生活支援。オレンジカフェ実施。

球
磨
村
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