
日 曜 場所 開始時刻 担当 主催団体等
☆ 県ホームへルパー協議会 第3回理事会 第１会議室 10:00 施設 県へルパー協

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
☆ 県身体障害児者施設協議会 第2回正副会長総務会議 研修ホール 13:30 施設 県身障協

県住宅確保要配慮者居住支援協議会 県庁 14:00 地域 県住宅課
☆ 県身体障害児者施設協議会 第３回施設長会議 研修ホール 14:30 施設 県身障協
□ 6市町社会福祉協議会災害時相互応援協定　第１回連絡会議 御船町 15:30 ボラセン 御船町社協

九社連身体障害児者施設協議会 第3回委員会【Web】 事務局 13:00 施設 九社連身障協
☆ 県老人福祉施設協議会 第3回総会 熊本ニュースカイ 13:30 施設 県老施協

人吉球磨ブロック生活支援コーディネーター意見交換会 あさぎり町 13:30 地域 球磨村社協
☆ 県市町村社会福祉協議会連合会 第1回正副幹事長会議 第4会議室 13:30 地域 県市町村社協連合会
☆ 県市町村社会福祉協議会連合会 第2回幹事会 第4会議室 14:45 地域 県市町村社協連合会

生活困窮者自立支援制度人材養成研修会～主任相談支援員養成研修会～ KKRホテル熊本 10:00 地域
生活支援相談活動管理職・担当者全国会議【Web】 事務局 13:15 地域 全社協

4 土

□ 山鹿市災害ボランティアセンター設置訓練 山鹿市 8:30 ボラセン 山鹿市社協
益城町地域支え合いセンター 木山仮設団地交流会 益城町 11:00 地域 益城町社協
九社連老施協 第3回各県・市養護部会長会議 福岡市 13:00 施設 九社連老施協
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

☆ 九州地区知的障害者福祉協会 第4回各県会長会【Web併用】 福岡市 13:30 施設 九知協
☆ 九州地区知的障害者福祉協会 第4回理事会【Web併用】 福岡市 15:00 施設 九知協

九社連老施協 第4回各県・市会長会議 福岡市 15:00 施設 九社連老施協
◎○△◇☆□ 県社協 第３回理事会 研修ホール 10:00 総務

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
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

□ 県ボランティア連絡協議会 第2回理事会 研修ホール 14:00 ボラセン 県ボランティア連絡協議会
☆ 県福祉人材・研修センター運営委員会【Web】 事務局 10:00 人材

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
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
県民生委員児童委員協議会 第1回研修委員会 第1会議室 13:30 地域 県民児協

☆ 県養護協議会 第4回施設長会議 研修ホール 13:30 施設 県養護協
◎☆ 広域的支援モデル推進事業に係る訪問研修 小国町・南阿蘇村 10:30 地域

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
△ 寄附金贈呈にかかる訪問（テレビ熊本） テレビ熊本 13:30 総務 テレビ熊本
☆ 市町村社協経営基盤強化研究会議【Web】 事務局 13:00 地域 県市町村社協連合会
□ 第14回火の国ボランティアフェスティバル打合せ会 多良木町 13:30 ボラセン 多良木町ボランティア連絡協議会
☆ 生計困難者レスキュー事業 CSWフォローアップ研修会【Web】 第4会議室 14:00 施設 県経営協
□ 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
□ 水俣市災害救援ボランティア養成講座 水俣市 13:30 ボラセン 水俣市社協

12 日

☆ STOP介護離職！介護職員定着支援業務運営委員会 県医師会館 10:00 人材 介護労働安定センター
県民生委員児童委員協議会 第1回地域福祉委員会 第1会議室 13:30 地域 県民児協

○ 熊本さわやか長寿財団 第５回理事会 ホテル熊本テルサ 14:00 総務 熊本さわやか長寿財団
人吉市地域支え合いセンター連携会議 人吉市 10:00 地域 人吉市社協
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

☆ 九社連社会福祉法人経営者協議会 第4回役員会【Web】 事務局 10:30 施設 九社連経営協
生活福祉資金業務システム運営委員会 全社協 12:15 資金 全社協
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

☆ 県社会就労センター協議会 第3回施設長会議 研修ホール 13:00 施設 県就労協
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

☆ 県民生委員児童委員協議会 第2回主任児童委員部会 第4会議室 13:30 地域 県民児協
全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会（～15日） 全社協 13:50 資金 全社協・全民児連

☆ 県社会就労センター協議会 第2回施設長・職員研修会 研修ホール 15:00 施設 県就労協
□ 外国人コミュニティと災害支援団との情報共有・連携会議 国際交流会館 18:00 ボラセン 国際協力機構
◇ 県民生委員児童委員協議会 第1回生活福祉委員会 第4会議室 10:00 地域 県民児協

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
☆ 県民生委員児童委員協議会 第3回総務委員会 第4会議室 13:30 地域 県民児協

新たな貸付事業担当職員連絡会議 全社協 13:30 人材 全社協
☆ 県社会福祉法人経営者協議会 第2回総会 KKRホテル熊本 13:30 施設 県経営協

医療的ケア児保育情報交換会 KKRホテル熊本 13:30 施設 県保協
△□ 第6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
☆ 県社会福祉法人経営者協議会 経営者セミナー KKRホテル熊本 15:00 施設 県経営協

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
県保育協議会 常任理事会・理事会・次期理事会 KKRホテル熊本 10:00 施設 県保協
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
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
社会福祉協議会活動全国会議【Web】 事務局 13:15 地域 全社協
芦北町地域支え合いセンター連携会議 芦北町 13:30 地域 芦北町社協

☆ 県難病相談・支援センター運営協議会【Web】 事務局 13:30 地域 県難病相談・支援センター
☆ 九社連児童養護施設協議会 第3回各県会長会議 KKRホテル熊本 15:00 施設 九社連養護協

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
○ 第3回くまもとハートウィーク実行委員会 県庁 10:00 総務 くまもとハートウィーク実行委員会
☆ 県市町村社会福祉協議会連合会 第2回理事会 第3会議室 13:30 地域 県市町村社協連合会

○◇ 生活福祉資金貸付審査等運営委員会小委員会 第4会議室 13:30 資金
☆ 県知的障がい者施設協会 第4回正副会長会議 KKRホテル熊本 13:30 施設 県知的協
☆ 県知的障がい者施設協会 第5回理事会 KKRホテル熊本 15:00 施設 県知的協

18 土

19 日

20 月 ☆ 県民生委員児童委員協議会 第3回理事会 KKRホテル熊本 13:30 地域 県民児協
21 火

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
◎ 全社協 第3回評議員会(第198回評議員会) 全社協 13:30 総務 全社協

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
球磨村地域支え合いセンター連携会議 球磨村 14:00 地域 球磨村社協
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

◎○△◇☆□ 県社協 第３回評議員会 研修ホール 13:30 総務
25 土

26 日

◎ 熊本見守り応援隊協定締結式 県庁 10:00 地域 熊本県
◎□ 県遊技業協同組合一輪車贈呈式 1階エントランスホール 13:30 ボラセン
△ 第3回全社協生活福祉資金貸付事業運営委員会【Web】 事務局 10:00 資金 全社協地域福祉部

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
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

○ 県共同募金会 第158回評議員会 KKRホテル熊本 13:30 総務 県共同募金会
29 水 ○ 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
30 木

31 金

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5年3月行事予定表
◎会長　○常務　△局長　◇次長　☆部長　□課･所長

1 水

2 木

3 金

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

22 水

28 火

23 木

24 金

27 月


