
月 日 内　　　　　　　容 出席者

4 2 辞令交付式 会長、職員

9 長与町内小中学校入学式 会長、局長、次長、課長

11 ほほえみの家消防訓練 課長、担当者、利用者

12 自治会長会総会 会長、局長、次長他

13 救援物資届け（火災） 課長、担当者

23 第1回理事会（処遇改善一時金、福祉大会） 理事、監事、局長、次長他

26 職員研修（ファシリテーション） 職員

27 福祉協力員会議 会長、局長、次長、課長他

5 1 日本赤十字社寄付金募集

10 講師派遣（防災研修：自主防災組織連絡協議会） 担当者

10,11 市町社会福祉協議会事務局長会議 局長

13 町内中学校体育祭 会長、局長

14 要約筆記養成講座開校式 次長

時津署管内交通安全対策協議会総会 局長

16 日本赤十字社全国大会 会長

18 第1回事業部会
会長、事業委員、局長、次
長他

第1回長与町福祉大会企画実行委員会 会長、委員、局長、次長他

19 おもちゃ病院 担当者

20 町内小学校運動会 会長、局長、次長、課長

20 ゆうあいスポーツ大会 局長

21 監査（H29年度事業・決算）
会長、監事、局長、次長、
課長他

24,25
市町社会福祉協議会連絡協議会総会、研修会
（新上五島町）

局長、次長

24,25
民生委員児童委員連絡協議会県外研修
（熊本県益城町）

会長、課長

25 消防団研修（福岡県朝倉市） 課長

26 身体障害者福祉協会総会 会長

27 障害者スポーツ大会 課長、担当者、利用者

28 長与川まつり実行委員会 会長

29 丸田壮避難訓練
局長、課長、担当者、利用
者

31 第2回理事会（事業報告、決算、評議員会招集） 理事、監事、局長、次長他

6 6 手話奉仕員養成講座開校式出席（福祉センター） 局長

健康ふれあい大会（老人クラブ：町民体育館） 会長、局長、次長

6 6 クレヨンの会交流会 地域活動支援センター

9 講師派遣（防災研修：青葉台自治会） 担当者

◆　事業報告
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9,10 社会福祉士の実習指導者研修会（諫早文化会館） 係長

11～29 実習生受入（鶴南特別支援学校3年生） ほほえみの家

12 生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議 次長、担当者他

13 見学受入（長大付属支援学校1年生） ほほえみの家

15 第1回評議員会 会長、局長、次長、課長他

北陽台高校合唱コンクール見学
デイサービス、ほほえみの
家

講師派遣（福祉体験学習：長与小学校） 担当者

16 文化協会発表会見学 デイサービス

16,17 出店販売（文化協会発表会） ほほえみの家

19 生活支援ハウス入所判定委員会（役場） 局長

21 入札参加（生活困窮者自立相談支援事業） 局長、次長、課長

入札参加（生活困窮者就労準備事業） 局長、次長、課長

管理公社理事会 局長

22 西彼福祉事務所管内福祉課長社協事務局長会議 局長

民生委員児童委員推薦委員会 局長

実習生受入（シーボルト大学） 担当者

25 長与町介護保険運営協議会 局長

26 実習生受入（長与中学校ふれあい学習） ほほえみの家

町内小中学校ペーロン交流会（長与港） 会長、局長

体験受入（長与中学校：地域交流会） 担当者

県社協適正化委員を選考する会 局長

28、29 第1回ファミリーサポート新規協力会員養成講集会 担当者

29 県民ボランティア振興基金評議員会 局長

消防設備点検（福祉センター：北消防署） 次長

30 職員研修（きょうされん：諫早市） ほほえみの家

講師派遣（地域づくり：役場） 次長

7 3 事業説明（相談支援、就労継続支援Ｂ型：教頭会） 次長、課長、係長

3～5 職場体験受入（長与第二中学校） ほほえみの家

4
福祉サービス等事業者等の実地指導（居宅介護、重度訪問介護、
同行援護）

課長、係長他

講師派遣（防災研修：高田地区コミュニティ） 次長、担当者

7 講師派遣（防災研修：内園自治会） 担当者

10 講師派遣（防災研修：上長与地区コミュニティ） 次長、担当者

10～12 職場体験受入（長与中学校）
デイサービス、ボランティ
アセンター

11 老人クラブ大会 会長

7 12 講師派遣（防災研修：北部地区コミュニティ） 次長、担当者

ファミリーサポート会員交流会（福祉センター） 担当者

18 第2回長与町福祉大会企画実行委員会 会長、委員、局長、次長他
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19 講師派遣（防災研修：三根自治会） 担当者

20 ポイント制講習会（福祉センター） 担当者

21 婚活相談事業イベント（長崎市ホテル） 担当者

24,25 自治会長研修（福岡県、大分県） 次長、課長

24～8/28 夏勉 担当者、ボランティア他

29 長崎県母子寡婦福祉大会 会長、局長、次長他

出店販売（長崎県母子寡婦福祉大会） ほほえみの家

30 講師派遣（防災研修：南地区コミュニティ） 担当者、利用者

31 講師派遣（防災研修：中央地区コミュニティ） 次長、担当者

8 1 避難訓練（くれよん） 課長

2 就労体験受入（くれよん） ほほえみの家

3
会員登録案内（ファミリーサポートセンター：子育てサークルさ
くらクラブ）

担当者

夏勉イベント（調理実習）
会長、局長、次長、担当者
他

4 くれよん夏まつり 課長、担当者他

出店販売（くれよん夏まつり） ほほえみの家

5～10 災害ボランティアセンターへ派遣（広島市呉市） 課長

7 講師派遣（生活困窮者自立相談支援：介護支援専門連絡協議会） 担当者

10 講師派遣（防災・炊き出し訓練：長与北児童クラブ） 次長、担当者

16 夏勉イベント（竹水鉄砲作り） 局長、担当者

17 防災個別支援計画会議（ニュータウン中央地区自治会） 次長、担当者

鶴南特別支援学校福祉合同ガイダンス 課長、係長他

19 長与川まつり 会長、局長

21 就労体験受入（くれよん） ほほえみの家

22 安全運転管理者講習会 課長

23 副安全運転管理者講習会 係長

28 非常勤職員採用試験 副会長、理事、課長

会員登録案内（ファミリーサポートセンター：子育てサークルう
れりっこ）

担当者

社協会員案内（校長会） 次長、課長

30 防災個別支援計画会議（緑ヶ丘自治会） 次長、課長

9 1 第20回長与町社会福祉大会
会長、理事、監事、評議
員、職員

6 九州ブロック地域福祉研究会議、九社連会長表彰式（福岡県） 局長

講師派遣（福祉体験：北小） 次長、担当者

9 7 講師派遣（福祉体験：長与小） 次長、担当者

8 ふれあい広場の祭典（町民体育館）
会長、次長、担当者、利用
者

10 講師派遣（炊き出し訓練：食生活改善推進） 次長、担当者

ポイント制講習会 担当者
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13 講師派遣（福祉学習：北小） 次長、担当者

14 講師派遣（防災：嬉里中央自治会） 次長、担当者

敬老会　デイサービス
会長、局長、次長他、利用
者

18 講師派遣（防災：高田越自治会） 次長、担当者

20
第3回理事会（事務局長選任、中間報告、第1次補正予算、評議員
会招集）

会長、理事、監事、局長他

第1回地域歳末たすけあい募金配分委員会 会長、事業部会、局長他

22 ファミリーサポートセンター登録会員案内（デイフェストーク） 課長、担当者

27 第2回評議員会 会長、評議員、局長他

生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議 次長、担当者他

講師派遣（福祉体験：北小） 次長、担当者

30 事務局長退職

10 1 新事務局長就任

赤い羽根共同募金運動開始

1～7 街頭募金（町内）
会長、理事、監事、評議
員、職員

4
ファミリーサポートセンター協力会員交流会（ふれあいセン
ター）

担当者

講師派遣（防災：佐敷川内自治会） 次長、担当者

5 ポイント制講習会 担当者

10 エンジョイデイ実行委員会 局長、担当者

クレヨンの会交流会 担当者、利用者

12 講師派遣（福祉体験：長与小） 次長、担当者

17,18 講師派遣（相談支援初任者研修） 係長

18,19 講師派遣（福祉体験：高田小） 次長、担当者

18 県戦没者追悼式（大村市） 会長

19 ほほえみの家バーベキュー交流会
会長、局長、担当者、利用
者

各種委員による意見交換会 心配ごと相談員

23 講師派遣（人権教育研究大会） 次長

講師派遣（福祉体験：長与小） 次長、担当者

24 西彼圏域障害者等地域自立支援協議会（時津町） 担当者

25 エンジョイデイ（民協共催） 会長、局長、担当者

26 ボランティア受入（長与中） 次長、担当者

講師派遣（福祉体験：長与小） 次長、担当者

10 27 町戦没者追悼式 会長、局長

28 出店販売（健康まつり：ほほえみの家） 課長、担当者

ファミリーサポートセンター登録会員案内（健康まつり） 担当者

11 4 出店販売（オレンジマルシェ：ほほえみの家） 課長、担当者

5～16 実習生受入（長大特別支援学校：ほほえみの家） 担当者

7 県社会福祉協議会会長表彰式 表彰者
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8 九州八県赤十字大会 課長

日常生活自立支援事業検討会議 局長、次長、担当者

11 結婚相談事業イベント 担当者

12 市町社協役職員セミナー 局長他

15 県精神障害者スポーツ大会 課長、担当者、利用者

18 結婚相談事業イベント 担当者

勤青まつり 局長、次長

19～22 実習生受入（長大特別支援学校：ほほえみの家） 担当者

20 丸田壮避難訓練（デイサービス） 課長、担当者、利用者

視察見学（九州オオクラ工場） 課長、担当者

21 地域リハビリーテーション連絡協議会 局長

26 生活困窮者自立支援就労準備等見積提出 局長、課長

27 赤い羽根共同募金受渡式（高田中） 会長、係長、担当者

福祉センター避難誘導通報訓練 全職員

29 ほほえみの家・ふれあいセンター・健康センター合同消防訓練 全職員、利用者

赤い羽根共同募金受渡式（南小） 局長、担当者

12 1 地域歳末たすけあい運動　街頭募金
理事、監事、評議員、職員
他

2 地域歳末たすけあいバザー 会長、局長、担当者他

3 地域歳末たすけあい運動　街頭募金
理事、監事、評議員、職員
他

赤い羽根共同募金受渡式（洗切小） 局長、担当者

生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議 次長、担当者

5,6 社会福祉協議会支所長管理職研修会 局長

7 赤い羽根共同募金受渡式（北陽台高等学校） 局長、担当者

8 社会福祉学科実習報告会　国際大学 次長

11 多職種連携のための研修会 課長、担当者

12 職員研修（文書管理ソフト） 局長他職員

13 地域歳末たすけあい運動募金配分委員会
会長、副会長、事業部会、
局長他

15 クリスマス会（くれよん） 局長、担当者

18 第2回事業部会 会長、事業部会、局長他

第4回理事会（中間報告、新規受託事業、第2次補正予算、評議員
会招集）

理事、監事、局長、職員

赤い羽根共同募金受渡式（高田小） 局長、担当者

12 19 終活勉強会 会長、局長、担当者

21 赤い羽根共同募金受渡式（長与第二中） 局長、担当者

25 クリスマス会　デイサービス 会長、課長、担当者

25～1/7 冬勉 会長、担当者

26 第3回評議員会 会長、評議員、局長他

28 仕事納め式 会長、職員

平成31年
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1 4 仕事始め式 会長、職員

冬勉　書初め大会 会長、局長、担当者

保育実習生受入　ほほえみの家 課長、担当者

9 消防団出初式 会長、局長

見守り定例会　嬉里中央中央自治会 次長、担当者

12 ファミリーサポートセンター新規協力会員養成講座 担当者

17,18 保育実習生受入　ほほえみの家 担当者

19 ファミリーサポートセンター新規協力会員養成講座 担当者

23 男女共同参画防災研修 局長、課長、担当者

ケア連絡会 係長、担当者

見守り定例会　道ノ尾自治会 次長、担当者

24 貸付審査委員会 会長、局長、課長、担当者

見守り定例会　嬉里谷自治会 次長、担当者

25 正職員転換制度採用試験 理事、課長

ほほえみの家　新年交流会 課長、担当者

保育時実習生受入　ほほえみの家 課長、担当者

26 ファミリーサポートセンター新規協力会員養成講座 担当者

28～2/8 現場実習生受入　ほほえみの家 担当者

29,30 役職員研修（南島原市社協、雲仙市社協）
理事、監事、評議員、職員
他

30 赤い羽根共同募金受渡式（北小） 次長、担当者

見守り定例会　三彩会 次長

31 職員研修（文書管理ソフト） 局長他職員

2 2 働く婦人の家交流発表会 局長

ファミリーサポートセンター新規協力会員養成講座 担当者

見守り定例会　百合野第二自治会 次長、係長

6 障害者雇用事業所見学会 課長

医療観察制度西彼地区地域連絡協議会 課長、係長他

7 西彼杵郡人権教育研修 次長、担当者

8 見守り定例会　嬉里中央自治会 次長

9 ケアマネジメントフォーラムinながさき 課長、係長、担当者

11～24 実習生受入　ほほえみの家 担当者

14 生活困窮者レスキュー事業全体会議 課長

2 16,17 きょうされん九州ブロック学習交流会長崎大会 課長、担当者、利用者

19 避難行動要支援避難支援連絡協議会 局長

貸付審査委員会 会長、副会長、局長他

20 防災研修講師派遣（青葉台サロン：炊き出し訓練） 係長、担当者

地域福祉計画ヒアリング（長与町） 次長

21 終活勉強会 会長、課長、担当者

22 見守り定例会　百合野自治会 係長

25 老人福祉センター　消防避難訓練 会長、局長、職員
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見守り定例会　道ノ尾自治会 係長

27 手話奉仕員養成講座閉校式 局長

28 講師派遣　南田川内自治会サロン 担当者

長与町指定ゴミ袋材料入札 局長、課長

苦情処理第三者委員会 会長、局長、管理者他

3 1 救援物資、見舞金届け（火災） 局長、課長、担当者

4,5 生活支援体制整備事業研修（熊本県） 担当者

6 生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議 次長、係長、担当者他

8 講師派遣（市町社協連絡協議会：災害ボランティアセンター 課長

10 婚活相談事業イベント 担当者

12 県災害派遣福祉チーム研修 担当者

14 町内中学校卒業式 局長、次長、課長

17 みのり会卒園式 会長

19 町内小学校卒業式 局長、次長、課長

22
第5回理事会（中間報告、第3次補正予算、事業計画、予算、評議
員会招集）

理事、監事、局長、次長他

入札参加（生活困窮者自立支援相談事業） 局長、課長

入札参加（生活困窮者就労準備事業） 局長、課長

25 職員研修（健康診断結果表の見方） 職員

26 自治会長会総会 局長、課長

29 第4回評議員委員会
会長、評議員、局長、次
長、課長他

ボランティア琴演奏会　デイサービス 担当者、利用者

年度納め式 会長、職員
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