
日 曜 場所 開始時刻 担当 主催団体等

第65回県児童福祉施設親善秋季スポーツ大会 フットサルの部審判講習会 県民総合運動公園 13:00 施設 県養護協

○ 第61回赤い羽根空の第一便行事 COCOSA前 14:00 総務 県共同募金会

2 日

県保育課題別重点研修事業発達障がい研修会(基礎研修会①） 事務局 10:00 施設 県保育協

□ 地域福祉権利擁護事業市町村社協個別訪問 御船町 10:00 権利

福祉のお仕事出張相談会(熊本市役所) 熊本市役所 10:30 人材

社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:社会保険労務士) 事務局 13:30 施設･地域

☆ 九州地区知的障害者福祉協会 第3回各県会長会【Web】 佐賀県 14:30 施設 九知協

☆ 九州地区知的障害者福祉協会 第3回理事会【Web】 佐賀県 16:00 施設 九知協

キャリアパス対応生涯研修課程 第3回初任者コ－ス【Web】(～5日) 事務局 10:00 人材

第61回九州地区知的障害関係施設長等研究大会(佐賀大会）（～5日） 佐賀県 13:00 施設 九知協・佐賀県知的協

☆ 見守り応援隊事業実施民児協連絡会議 第4会議室 10:00 地域 県民児協

□ 九州ブロック運営適正化委員会事務局連絡会議【Web】 事務局 13:30 運適 福岡県運適

☆ 県老人福祉施設協議会 打合せ会 ＫＫRホテル熊本 14:00 施設 県老施協

6 木 ○ 県社会福祉審議会保健福祉推進部会 ＫＫRホテル熊本 15:00 総務 県高齢者支援課

八代市地域支え合いセンター連携会議 八代市 10:00 地域 八代市社協

県社協職員基礎研修(２回目) 事務局 10:00 総務

◇☆□ 県社協職員研修（管理職員）【Web】 事務局 14:00 総務

8 土 第65回県児童福祉施設親善秋季スポーツ大会 バドミントンの部審判講習会 県民総合運動公園 13:00 施設 県養護協

9 日

10 月

県老人福祉施設協議会 認知症介護実践者研修【Web】(～12日） ＫＫRホテル熊本 9:30 施設 県老施協・全国老施協

県保育課題別重点研修事業発達障がい研修会(基礎研修会②） 事務局 10:00 施設 県保育協

○ 県社会福祉審議会民生委員審査専門分科会 県庁 10:00 総務 県健康福祉政策課

社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:公認会計士) 事務局 13:00 施設･地域

◎△ 全社協福祉懇談会 全社協 17:00 総務 全社協

◎○△ 福祉ビジョン21世紀セミナー 全社協・事務局 10:00 総務 全社協

☆ 九社連社会就労センター協議会 第2回協議員会 鹿児島県 10:00 施設 九社連就労協

○ 第38回県老人クラブ大会 ＫＫRホテル熊本 12:30 総務 県老人クラブ連合会

☆ 九州社会就労センター(セルプ)研究大会 鹿児島県 12:50 施設 九社連就労協

生活困窮者自立相談支援事業 菊陽町支援調整会議 菊陽町 9:00 地域 菊陽町社協

福祉のお仕事出張相談会(イオンモール熊本） 嘉島町 10:30 人材

☆ 第2回事業所管理者セミナー【Web】 事務局 13:30 人材

生活困窮者自立相談支援事業 大津町支援調整会議 大津町 9:30 地域 大津町社協

□ 法人後見従事者･市民後見人養成研修会(専門編)① 研修ホール 9:50 権利

第1回介護フォトコンテストくまもと(城北2・芦北・人吉ブロック ～16日） 菊陽町・錦町 10:00 施設 県老施協・全国老施協

15 土

16 日

17 月 ☆ 県社会就労センター協議会 農業アドバイザー派遣事業審査会 第1会議室 13:30 施設 県就労協

人吉市地域支え合いセンター運営会議 人吉市 10:00 地域 人吉市社協

県養護協議会 第11回中堅職員現任訓練【Web】 事務局 10:00 施設 県養護協

□ 第4回地域福祉権利擁護事業契約締結審査会 第1会議室 10:30 権利

福祉のお仕事出張相談会(ゆめタウン光の森） 菊陽町 10:30 人材

広報担当職員研修会【Web】 事務局 10:00 人材

九社連老人福祉施設協議会 特養部会 第1会議室 10:00 施設 九社連老施協

第９１回全国民生委員児童委員大会(～20日) 名古屋市 12:30 地域 全民児連

☆ 県老人福祉施設協議会 第3回役員会 ＫＫRホテル熊本 14:00 施設 県老施協

○ 県健康福祉部所管設備整備等審査会 県庁 9:30 総務 県健康福祉政策課

□ 地域福祉権利擁護事業市町村社協個別訪問(～21日) あさぎり町･五木村･相良村 11:00 権利

社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:弁護士) 事務局 13:00 施設･地域

津奈木町地域支え合いセンター連携会議 津奈木町 13:30 地域 津奈木町社協

◎〇△☆ 地域福祉権利擁護事業の要望にかかる県への訪問 県庁 13:30 地域 県社協・県市町村社協連合会

県難病相談・支援センター運営協議会【Web】 事務局 13:30 地域

☆ 生計困難者レスキュー事業CSW初任者研修会【Web】 事務局 14:00 施設 県経営協

県老人福祉施設協議会 認知症介護実践者研修【Web】 ＫＫRホテル熊本 9:30 施設 県老施協・全国老施協

第1回介護フォトコンテストくまもと(中央・天草ブロック～23日） ゆめタウンはません・天草市 10:00 施設 県老施協・全国老施協

○◇ 生活福祉資金貸付審査等運営委員会小委員会 第1会議室 13:30 資金

22 土

◎ あまくさ福祉まつり 天草市 9:15 地域 天草市社協

□ ライオンズクラブ「アラートフォーラム」 新都心プラザ 13:00 ボラセン ライオンズクラブ（熊本）

□ 社協の災害支援体制と災害支援活動の強化に関する会議【Web】 事務局 13:00 ボラセン 全社協

第1回工賃向上計画支援研修会【Web】 第１会議室 13:30 施設 県就労協

業務改善研修会【Web】（～26日） 事務局 10:00 人材

生活困窮者自立相談支援事業 上下益城郡支援調整会議 御船町 13:30 地域 益城町社協

26 水 □ 法人後見従事者･市民後見人養成研修会(専門編)② 研修ホール 9:30 権利

山江村地域支え合いセンター運営会議 山江村 10:00 地域 山江村社協

□ 市町村社協活動支援個別訪問 錦町・あさぎり町 10:30 総務・地域・ボラセン

第1回介護フォトコンテストくまもと（城北1ブロック ～29日) 玉名市 10:00 施設 県老施協・全国老施協

□ 市町村社協活動支援個別訪問 湯前町・多良木町 10:30 総務・地域・ボラセン

☆ 県社会就労センター協議会 共同受注推進のための連携会議【Web】 事務局 10:30 施設 県就労協

福祉のお仕事出張相談会(ゆめタウンはません） ゆめタウンはません 10:30 人材

球磨村地域支え合いセンター連携会議 球磨村 13:30 地域 球磨村社協

○ 九州地方社会保険医療協議会熊本部会 熊本第二合同庁舎 14:00 総務 九州厚生局熊本事務所

☆ 第65回県児童福祉施設親善秋季スポーツ大会 フットサルの部 桜木ふれスポパーク 8:45 施設 県養護協

☆ 第3回福祉のお仕事入門セミナー 研修ホール 10:00 人材

30 日

福祉職員救急法研修会 幼児安全法コース 研修ホール 9:30 人材

◯△☆□ 緊急市町村社会福祉協議会事務局長会議 ＫＫRホテル熊本 13:30 権利

総務・・・総務企画課 地域・・・地域福祉課 権利・・・地域福祉権利擁護センター ボラセン・・・ボランティアセンター

施設・・・施設団体支援課 資金・・・福祉資金課 人材・・・福祉人材・研修センター 運適・・・運営適正化委員会

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会 令和4年10月行事予定表

◎会長 ○常務 △局長 ◇次長 ☆部長 □課･所長
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7 金
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27 木

28 金

29 土


