
日 曜 場所 開始時刻 担当 主催団体等

1 日

2 月

3 火

4 水 ◎○△◇☆□ 仕事始め式 研修ホール 9:30 総務

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

地域の底力向上研修会 嘉島町 9:30 地域

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク上益城) 御船町 10:30 人材 上益城公共職業安定所

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク球磨) 人吉市 10:30 人材 球磨公共職業安定所

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

□ 第3回成年後見制度利用促進相談会【Web】 事務局 13:30 権利 県認知症対策・地域ケア推進課

八代市地域支え合いセンター連携会議 八代市 13:30 地域

☆ 日本知的障害者福祉協会と九州地区知的障害者福祉協会との意見交換会【Web】 事務局 13:30 施設 日知協

○ 連合熊本2023新春旗開き・賀詞交換会 熊本ニュースカイ 18:00 総務 連合熊本

第7回成年後見制度利用促進都道府県交流会(ブロック別)【Web】 事務局 10:00 権利 厚生労働省

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク宇城) 宇城市 10:30 人材 宇城公共職業安定所

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク菊池) 菊池市 10:30 人材 菊池公共職業安定所

☆ 県老人福祉施設協議会 第2回正副会長会議 ＫＫRホテル熊本 11:00 施設 県老施協

☆ 県民生委員児童委員協議会 第2回理事会 研修ホール 13:30 地域 県民児協

☆ 県老人福祉施設協議会 第5回役員会 ＫＫRホテル熊本 14:00 施設 県老施協

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

ファシリテーション研修会(～13日)【Web】 事務局 10:00 人材

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19回九州ろうきん「NPO助成」審査委員会 九州労働金庫熊本支店 9:30 総務 九州労働金庫熊本県本部

生活困窮者自立相談支援事業 阿蘇郡市支援調整会議 阿蘇市 13:30 地域 産山村社協

△☆ 県社協職員研修（管理職員） 事務局 14:00 総務

□ 人吉市災害救援ボランティア養成講座 人吉市 9:30 ボラセン 人吉市社協

県ホームヘルパー協議会 研修会【Web】 事務局 10:00 施設 県ヘルパー協

☆ 第3回介護の仕事「基礎講座」 研修ホール 13:00 人材

15 日 災害ボランティアセンタースーパーバイザー養成研修会 長崎県 10:00 ボラセン 長崎県社協

第39回県老人福祉施設研究大会(～30日)【Web】 事務局 8:00 施設 県老施協

九社連保育協議会 保育士会研修大会 福岡市 13:00 施設 九社連保育協

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

☆ 九社連社会福祉法人経営者協議会 第3回役員会【Web】 事務局 14:00 施設 九社連経営協

□ 後見制度利用促進に関する意見交換会（第4回） 熊本家庭裁判所 14:00 権利 熊本家庭裁判所

救急法基礎講習コ－ス第3回 研修ホール 9:30 人材

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

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク八代) 八代市 13:30 人材 八代公共職業安定所

〇☆ 明治安田生命保険相互会社熊本支社 車椅子寄贈式 明治安田生命熊本支社 13:30 地域

九州保育三団体協議会理事会 大分市 14:00 施設 九州保育三団体協議会

☆ 県･市行政と県社会福祉法人経営者協議会役員との意見交換会 KKRホテル熊本 15:00 施設 県経営協

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク阿蘇) 阿蘇市 10:30 人材 阿蘇公共職業安定所

△□ 第5回運営適正化委員会（運営監視部会・苦情解決部会） 第１会議室 14:00 運適

☆ 第28回福祉施設商品販売会・農産物販売会 事前説明会 研修ホール 14:00 施設 県就労協

□ 防災危機管理教育 健軍駐屯地 15:00 ボラセン 自衛隊援護協会

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク天草) 天草市 10:30 人材 天草公共職業安定所

☆ 県知的障がい者施設協会 第3回正副会長会議 KKRホテル熊本 11:30 施設 県知的協

☆ 県知的障がい者施設協会 第4回理事会 KKRホテル熊本 13:00 施設 県知的協

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

第４回社協職員オンラインサロン【Web】 事務局 13:30 地域 全社協

□ 市町村災害ボランティアセンター設置・運営研修会【Web】 事務局 13:30 ボラセン

☆ 県知的障がい者施設協会 第2回施設長連絡会 KKRホテル熊本 14:30 施設 県知的協

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

□ 地域福祉権利擁護事業 市町村社協個別訪問 甲佐町･氷川町 10:00 権利

☆ 県市町村社会福祉協議会連合会 社協職員連絡会 第4会議室 13:30 地域 県市町村社協連合会

☆ 県養護協議会 運営委員会 研修ホール 13:30 施設 県養護協

21 土

22 日

□ 地域福祉権利擁護事業 市町村社協個別訪問 小国町･南小国町 10:30 権利

生活困窮者自立支援制度人材養成研修 都道府県研修に係る担当者研修【Web】 事務局 13:30 地域 全社協

☆ 県民生委員児童委員協議会 第1回主任児童委員部会 第3会議室 13:30 地域 県民児協

キャリアパス対応生涯研修課程初任者コ－ス第4回(～25日)【Web】 事務局 10:00 人材

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク水俣) 水俣市 10:30 人材 水俣公共職業安定所

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

△ 九州各県・指定都市社会福祉協議会事務局長会議【Web】 事務局 13:30 総務 宮崎県社協

生活支援コーディネーター研究協議会【Web】 事務局 10:00 地域 全社協

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク玉名) 玉名市 10:30 人材 玉名公共職業安定所

医療的ケア児の保育に関する情報交換会 研修ホール 13:30 施設 県保育協

○ 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

生活困窮者自立支援制度 九州・沖縄ブロック別研修(～27日) 市民会館 10:00 地域 一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク

山江村地域支え合いセンター運営会議 山江村 10:00 地域

□ 福祉サービス苦情解決体制整備状況把握のための事業所巡回訪問 宇土市・宇城市 11:00 運適

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

○◇ 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

第28回福祉施設商品販売会・農産物販売会(～29日) ゆめタウンはません 9:30 施設 県就労協

第2回保育応援カフェ 研修ホール 10:00 人材

29 日

第65回熊本県保育研究大会（～2月6日）【Web】 事務局 9:00 施設 県保協

☆ 応援コーディネート事業 新型コロナウイルス感染防止対策研修会【Web併用】 KKRホテル熊本 13:30 施設 県身障協・県知的協

災害ボランティアセンター運営支援者育成研修(～2/1) 東京都 13:00 ボラセン 全社協

31 火 □ 成年後見制度利用促進研修会【Web】 第2会議室 13:25 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

30 月

26 木

27 金

28 土

23 月

24 火

25 水

18 水

19 木

20 金

14 土

16 月

17 火

11 水

12 木

13 金

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会 令和5年1月行事予定表
◎会長 ○常務 △局長 ◇次長 ☆部長 □課･所長

10 火


