
　平成30年度ＪＡ助けあい組織活動実績

県名 JA名 助けあい組織名

協力会員

賛助会員 利用会員

組織の位置付け

年間活動実績

会員数

性別 ミニデイサービス 配食サービス 施設ボランティア

男性(名) 女性(名) 女性
組織の一環

女性
組織と別

年間実施
総回数

年間延べ
利用者数

1回当り
利用料

年間実施
総回数

年間総食数 1食当たり
利用料

年間実施
総回数

年間のべ
参加者数

熊本 熊本市 二岡の会 (17) (4) (32) (20) (504) (600)

熊本 熊本市 銭塘稲穂の会 (7) (3) (7) (3) (38) (500)

熊本 熊本市 清田寄ってみゅう会 (9) (5) (6) (5) (72) (1,000)

熊本 熊本市 尾跡イキイキ会 (9) (1) (12) (5) (116) (1,000)

熊本 熊本市 塩屋かたろう会 (20) (3) (31) (4) (212) (1,000)

熊本 熊本市 葛山山びこ会 (6) (1) (7) (5) (58) (1,000)

熊本 熊本市 白浜いちょう会 (13) (0) (30) (5) (200) (600)

熊本 熊本市 西梶尾みやび会 (8) (1) (20) (4) (73) (1,000)

熊本 熊本市 日吉第一さくら会 (27) (1) (27) 1 (4) (86) (600)

熊本 熊本市 みゆき楽しもう会 (24) (4) (82) (4) (221) (600)

熊本 熊本市 健軍すこやか会 (7) (1) (0) (0) (0) (300)

熊本 熊本市 ふれあいともあいの会 (14) (1) (84) 1 (4) (103) (500)

熊本 熊本市 天明GOGO乃会 (8) (2) (35) (10) (387) (0)

熊本 鹿本 幸の国ふれあい会 (19) (1) (36) 1 (12) (244) (500)

熊本 鹿本 鹿央助け合いの会 (11) (42) 1

熊本 鹿本 鹿本町助け合いの会 (30) (2) 1 (1) (8)

熊本 鹿本 植木助け合いの会 (12) (1) 1

熊本 菊池 菊池中央支所助け合いの会 (40) (0) (0) (23) 1 (13) (138) (500) (1) (130) (1) (16)

熊本 菊池 七城中央支所助け合いの会 (20) (2) 1 (1) (17) (500) (1) (6)

熊本 菊池 旭志中央支所助け愛の会 (23) 1 (1) (30) (0) (1) (80) (1) (15)

熊本 菊池 泗水中央支所助け合いの会 (38) (18) 1 (1) (11) (0) (1) (50) (1) (4)

熊本 菊池 合志中央支所助け合いの会 (15) (1) (14) 1 (1) (12) (0) (2) (58) (0) (1) (12)

熊本 菊池 西合志中央支所助け合いの会 (16) 1 (1) (15) (1) (12)

熊本 菊池 大津中央支所助け合いの会 (15) (1) 1 (0) (1) (10)

熊本 菊池 菊陽中央支所助け合いの会 (22) 1 (1) (16) (1) (19)

熊本 熊本うき 松橋助け合いの会もえぎの会 (15) 1 (3) (90) (500)

熊本 熊本うき 下北助け合いの会 (13) 1 (1) (35) (500)



熊本 熊本うき 砥用助け合いの会 (18) 1 (0) (0) (500)

熊本 熊本うき 宇土助け合いの会レインボー会 (20) 1 (2) (45) (500)

熊本 熊本うき 三角助け合いの会 (11) 1 (4) (120) (500)

熊本 熊本うき 不知火助け合いの会 (20) 1 (2) (60) (500)

熊本 熊本うき 小川助け合いの会 (38) 1 (2) (80) (500)

熊本 本渡五和 JA本渡五和女性部 1 (2) (51) (1,000)

熊本 あまくさ JAあまくさ助けあいの会 (84) (39) 1 (10) (250) (0)


