※11月9日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。 区からのお知らせ ◎ 2020.12

中央区役所

〒860-8618 中央区手取本町1-1 ☎328-2555

認知症介護家族のつどい
「こもれびひろば」
電話でお話ししませんか

期 12月1日
（火）
～29日（火）時 午前
8 時 半～午 後 5 時 半 ※ 土 日 祝 除 く
内 介護経験者が介護上の悩み・不安
などについて電話相談を受け付けて
います。気軽に相談ください 問 ささ
えりあ水前寺
（☎362-0065）
（中央区役所福祉課

☎328-2311）

認知症介護家族のつどい
「もやいのひろば」
電話でお話ししませんか

期 12月1日
（火）
～28日（月）時 午前
9時～午後4時 ※土日祝除く 内「も

やいのひろば」とは、
認知症介護上の
悩みや愚痴・将来の不安などの悩みに
ついて語り合う会です。
「もやいのひ
ろば」のボランティアスタッフが電話
で相談を受け付けています。
気軽に相
談ください 問 ささえりあ熊本中央
（☎319-0222）
（中央区役所福祉課

☎328-2311）

令和2年度
（2020年度）
総務大臣表彰
令和2年度（2020年度）の総務大臣表彰に行政相談員の嶋津 友子さ
んが選ばれました。
嶋津さんは、
中央区担当の行政相談員として15年間、さまざまな中
央区の行政相談の解決に向けて尽力してこられました。
多年にわたり
地域振興・地域社会の発展にご協力いただき、本当にありがとうござい
ました。
今後とも、お力添えを賜りますよう、よろしくお願いします。
左から古澤熊本行政評価事務所長、
嶋津さん、
横田中央区長

中央区 退任自治会長感謝状贈呈式および自治会長研修交流会を開催しました
10月29日（木）に、
退任自
治会長感謝状贈呈式と自治
会長研修交流会を開催しま
した。
今年度は、
ウィズコロ
ナ時代の新たな方法として、
密を避けるため、市庁舎14
階大ホールをメイン会場に、
帯山西・向山・砂取の各地域
コミュニティセンターの3
感謝状贈呈対象者
（順不同・敬称略）
カ 所 に サ テ ラ イ ト 会 場（中
継 会 場）を 設 け て 実 施 し ま
早田 信幸（出水4）
澤村 英一（帯山3）
畠山 武嗣
（碩台13） 竹濵 眞二
（本荘10）
した。
千馬 利行（出水南1） 伊藤 一敏（黒髪6）
岩津 安男
（碩台15） 太田 恵美子（本荘11）
退任自治会長感謝状贈呈
村田 守（一新6）
河野 親夫（黒髪12） 岡田 聖道
（白山6）
式では、
退任される方々のこ
毛利 秀士（一新8）
出田 齊昭（砂取8）
阪井 信喬
（春竹11）
れまでのご尽力に対し深い
田代 信之（一新11） 竹原 讓（碩台5）
本田 義雅
（春竹17）
敬意と感謝の意を込めて、
横
田中央区長からお一人お一人へ感謝状と記念品を贈呈しました。
対象は町内自治会長の職に3年以上在任された退任自治会
長の方で、
今年度は17人の方々が対象となられました
（当日は9人が参加）
。
最も長い方は約37年もの間、
地域のリーダーとし
て活動されました。
多年にわたり地域振興・地域社会の発展にご協力いただき、
本当にありがとうございました。
引き続き行われた自治会長研修交流会では、ドコモCS九州 熊本支店の古賀 優友さんを講師に迎え、
「新しい生活様式
におけるスマートフォン活用研修」と題して研修会を行いました。参加者からは、
「スマホを利用することで自治会運営を効
率的にできそう、これから使いこなせるように頑張ります。」などのご感想をいただきました。
なお、今回の催しの様子をYouTubeで配信しています。ぜひ、
町内自治会や地域団体の皆さんと一緒にご
覧ください。
中央区町内自治会長研修交流会



検索

東 区役所

☎328-2610）

東区まちづくり懇話会を開催しました

〒862-8555 東区東本町16-30 ☎367-9111

おたがいさまのまちづくり vol.1
東区では、高齢者をはじめ子どもや障がい者等すべての住民が、
住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし、
「おたがいさま」の
心で支え合えるまちを住民とともにつくることを目指しています。
9月に台風10号が接近した際、
東区では1,200人以上の方が避難所を利用されま
した。一方で、避難所までの行き来や避難所での生活に不安があり、
避難をしなかっ
た人もいます。
慣れない場所で大勢の人が一緒に過ごすことになる避難所は、
環境の変化に対応
することが苦手な認知症の
人には負担が大きく、
パニッ
ク状態になったり、
転倒など
のリスクも高まります。しか
し、認知症サポーターが多く
暮らす地域の避難所では、
理
解 あ る 行 動 や ち ょっと し た
配慮によりみんなが穏やか
に過ごすことができた、とい
う先例もあるそうです。
熊本県は認知症サポー
ター養成率日本一（2020年3
月末現在）で、東区にも多く
の認知症サポーターがいま
す。皆さんの理解とさりげな
いサポートで、誰もが安心し
て暮らせる東区をつくって
いきたいですね。

全国キャラバン・メイト連絡協議会HPより



（中央区役所総務企画課

（東区役所福祉課

☎367-9127）

10 月 16 日（金）に 東 部 公 民
館で令和2年度第2回東区まち
づくり懇話会を開催しました。
まちづくり懇話会は、これか
らの東区のまちづくりについ
て意見交換をする場で、委員は、
学識経験者や地域団体の代表
者、防災や福祉などの関係者、
公募委員などで構成されています。
第2回のまちづくり懇話会では、
新型コロナウイルス感染症の影響に
より新たに発生した地域課題への対応策や「新しい生活様式」を踏まえ
た今後のまちづくりのあり方、
令和3年度の東区まちづくり事業（案）に
ついて意見交換を行いました。
今後は、
委員からの意見や地域ニーズ等を参考にしながら、
区のまち
づくり事業の組み立てを行い、区民と区役所の協働による暮らしやすい
まちづくりを推進していきます。

（東区役所総務企画課 ☎367-9121）

令和2年度 東区退任自治会長感謝状贈呈式を
開催しました
10月30日（金）に東区役所で
「東区退任自治会長感謝状贈呈
式」を開催しました。
自治会長
として3年以上在任し、
昨年9月
から今年8月までの間に退任し
た東区管内の元自治会長6人
（対象者14人）へ感謝状を贈呈
しました。長い間、地域振興や
地域の発展にご尽力いただき、
誠にありがとうございました。
感謝状贈呈対象者
（順不同・敬称略）
内藤 征夫（画図1）
村上 吉宏（託麻北12） 荒木 三千子
（長嶺2）
村上 徹郎（健軍2）
木本 照國
（託麻西4）
吉田 徹男
（長嶺4）
植田 二郎（健軍6）
稲津 孝夫
（託麻西5）
伊藤 孝雄
（西原1）
宮本 徳弘（桜木東3）
森﨑 征夫
（託麻南1）
竹山 芳樹
（若葉6）
松井 公治（託麻北3）
田口 範明
（託麻南8）


（東区役所総務企画課

☎367-9121）

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問い合わせ先
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