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　「美祢市デイケアセンターコアラハウス」「美祢市ことばの教室幼児部」の詳細については、
次ページをご覧ください。

美祢市デイケアセンターコアラハウス
では、表現する楽しさとコミュニケー
ションを促す支援をするために、音楽
や楽器を使った活動を取り
入れています。

美祢市ことばの教室幼児部では、
発達全体を支援するために、机上
での活動だけでなく、身体全体
を使う活動も取り入れています。

ひろが れ子 育 ての 輪
～地域の子どもの成長は、地域で一緒に支援します～



みねし社協だより　みんなしあわせねっとわーくは、みなさまの会費により作成しています。２

◆ 美 祢 市 こ と ば の 教 室 幼 児 部

〇指導は個別指導（保護者同伴）
〇通級の回数は、１週間に１回程度
〇１回の指導時間は 50 分程度

ことばの教室は『通級指導教室』です

　子どものつまずきや困り感は多様です。一人ひとり
の発達に応じて“遊びの中で育む”という思いを大切
にしながら、お子さんの発達や子育ての支援をいたし
ます。

〇ことばが遅い・なかなか出にくい
〇発音が気になる
〇ことばがつっかえる
〇コミュニケーションがうまくとりにくい
〇じっとしているのが苦手　など

このようなお子さんの支援をしています

　心身の成長や発達が気になるお子さんに対して、
日々の生活の中で子どもたちが持っている可能性を
発揮できるように支援、援助をいたします。

◆ 美 祢 市 デ イ ケ ア セ ン タ ー
　 　 　 　 　 　 　 　 コ ア ラ ハ ウ ス

コアラハウスでの保育や活動
保護者と一緒に参加する特別療育
�　個々の特性に応じて病院や関係機関へ講師の派遣を依頼し、
音楽療法、言語療法、理学療法（機能訓練）、心理判定など�
親子療育を実施します。

子ども同士の基礎的保育
　子ども同士の小集団活動を通して、友達と遊ぶ楽しさやルー
ルを身につけます。日常生活に必要な力（食事、排泄、衣類
の着脱など）を育みます。

いろいろな家族と知り合う家族支援活動
�　家族と子どものより良い関係を育てるとともに、他の関係
機関と連携していきます。
　�子育てに同じ悩みを持つ家族同士の仲間づくり、情報交換を目的とした活動を行っています。
　（お花見会、夏祭り会、クリスマス会、お別れ会など）

☎ 0837-53-1775

☎ 0837-52-1289
（※さつき園より呼び出し）

対　　象　美祢市内在住の０歳～６歳
　　　　　( 就学前 ) の乳幼児
開所日時　平日10時～15時(お弁当持参)
利 用 料　無料
場　　所　美祢市大嶺町東分 281-1
　　　　　（美祢市歴史民俗資料館前）

対　　象　美祢市内在住の 2 歳～ 6 歳
　　　　　( 就学前 ) の幼児
開所日時　平日 8 時 30 分～ 17 時
利 用 料　無料
場　　所　美祢市大嶺町奥分 2950-1

まずは、お気軽に電話でご相談を（相談内容の秘密は厳守いたします）



みねし社協だより　みんなしあわせねっとわーくについて、ご意見・ご感想をお寄せください。 ３指文字でなんと読む？　　答え　①みね　　②ふくし　　③しあわせ

耳
み み

の日
ひ

月 　日は
『耳の日』にちなんで、聴覚障害や手話について考えてみましょう！

聴覚障害って？

「山口県手話言語条例』を知っていますか？

＊＊＊美祢手話どんぐりの会（手話サークル）へのご案内＊＊＊
手話の勉強会や聴覚障害者とのかかわりを通して、手話の
習得、聴覚障害者への理解を深めています。また、地域の
皆さんに手話を知ってもらえるよう活動しています。

日　時：毎月第１・３・５水曜日
　　　　19：30～ 21：00
場　所：美祢ボランティアコーナー（美祢市立図書館横）

現在、小学生～ 70代まで幅広い
世代のメンバーがいます。
手話に興味のある方、大歓迎！
見学もOK�
お待ちしています！

これを機に、今後は生活の中で手話や
聴覚障害に意識を向けてみてくださいね！

① 手話が独自の言語である
　ことを理解する
② 手話への理解関心を深め、
　自主的に手話の習得に努める

・生まれつき聞こえない人
・途中で聞こえなくなった人
・全く聞こえない人
・音は聞こえるが言葉を聞き取ることが難しい人
・聞こえないことにより、話すことが難しい人　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

聴覚障害と一口に言っても様々な状態があります。

聞こえない・聞こえにくいことによって、
さまざまな生きづらさを感じている方がいます。

手話はろう者※にとって生きていく上で、とても
“大切な言語”ですが、手話を言語として使いやす
い環境は十分に整備されていません。
そこで制定されたのが、

　　　　　山口県手話言語条例　　　　　です！

手話の普及と習得の機会を確保することで手話を
使って生活できる地域社会の実現を目指していま
す！
※ろう者…聴覚障害者のうち手話を使って日常生活または社会生活を営む者

指文字でなんと読む？
「指文字」は、50音すべてに決まった形
があり、片手で表せるようになってい
ます。

①

②

③
※答えは本ページ下部に記載

皆さんにも役割がありますよ！



4 美祢市社協の連絡先　〈本部〉☎０８３７-５２-５２２２　〈秋芳〉☎０８３７-６２-０３２２　〈美東〉☎０８３９６-２-１６８６

　月・水・金曜日は、各コーナーにてボランティアアドバイザーが、皆様のお越しをお待ちしております。
　ボランティアに関するご相談等がありましたら、お近くのコーナーへお越しください。

　おたのしみの日
　　

ぷちボラデイ
　　

ふれあいの日
　

会　 場 美祢ボランティアコーナー 秋芳ボランティアコーナー 美東ボランティアコーナー

日　 時 ３/ ９(水) ９時30分～ 11時30分 ３/ １６(水)10時～ 12時 ３/ ２３(水) ９時30分～ 11時30分

内　 容 「振り返りと
来年度に向けて」

・参加費　無料

「かわいいシェル型
小物入れ作り」

・参加費　無料

「レク用品を
使ってみよう♪」

・参加費　無料

通 信

　美祢・秋芳・美東の各ボランティアコーナーでは、だれでも参加できるミニ講座を毎月開催しています。今
年度もコロナ禍のため感染対策をしながらの開催となりましたが、工夫を凝らして様々なミニ講座を開催しま
したので活動の一部をご紹介します。

コーナーのミニ講座に参加してみませんか？
ボランティアコーナーからこんにちは！

トムテづくり

パステル画体験

タイルコースターづくり

お花の壁飾りづくり

ウォーキング×清掃活動

ミニニット帽づくり

牛乳パックで小物入れづくり

寄せ植え

ハロウィン飾りづくり

手芸・工作・軽運動など様々な講座をしています。老若男女問わず、ご興味があれば初めての方でもお気軽に
ご参加ください。皆さんのお越しをお待ちしています♪

次回の
お知らせ



５美祢市社協は「住み慣れた地域で、誰もが、安心して豊かに、暮らし続けることができるまちづくり」を目指しています。

　県内すべての社会福祉協議会は、「災害
時の相互支援協定」を結んでいます。
　この取組の一環として、県内５カ所(下
関市、長門市、山口市、岩国市、美祢市)
に「ストックヤード」が設置されています。
　県内外を問わず、大規模な災害等によっ
て災害ボランティアセンターが設置され、
活動に必要な資機材が不足する際には、
山口県社会福祉協議会や山口県トラック
協会などの関係団体との連携のもと、ス
トックヤードの資機材が被災地へ届けら
れる仕組みになっています。
　これまでも、萩市災害ボランティアセ
ンター（平成２５年）、京都府の舞鶴市災
害ボランティアセンター（平成２６年）、
光市災害ボランティアセンター（平成
３０年）で活用されました。
　今回、市のご協力により消防本部敷地
内に移設したことで、２４時間３６５日、
迅速な資機材の送り出しが可能になりま
した。

資機材を募集しています！
・スコップ　・ジョレン（溝さらえ）
・一輪車　・ほうき　・てみ
・土のう袋　・ブルーシート　
・ナイロンロープ　・コードリール
・投光器など

※未使用品または災害現場で使用できる
ものに限ります。

まずは、ご一報ください。
電話（０８３７）５２－５２２２

ストックヤード（災害ボランティア活動資機材の備蓄）のご紹介！

もしもに備えて…

資機材の整備には、皆様からご協力いただいて
いる、赤い羽根共同募金が活用されています。

倉庫の中には、スコップ、一輪車、バケツ、
土のう袋、ブルーシートなどが備蓄されています。

各地のボランティアの皆さんとともに活躍して
います！

災害ボランティアセンターの様子



「ふれあいコーナー」では、地域の皆さまからの情報をお待ちしております。6

ふ れ あ い コ ー ナ ー

　令和３年１２月２４日に山口県庁にて、「令
和 3 年度ボランティア功労者に対する厚生労
働大臣表彰等伝達式」が行われました。美祢
市からは、奥田清さん（秋芳町）が受賞され
ました。奥田さんは、多年にわたり運転ボラ
ンティア、子どもの見守り、秋芳ボランティ
ア連絡協議会の役員をはじめ、様々なボラン
ティア活動に携わってこられました。
　表彰を受けて奥田さんは「今後もできる限
り無理をせず活動を続けていきたい」と話さ
れていました。

受賞おめでとうございます！

イツナロウバ卓球どう？？・事前申込み不要
・誰でもＯＫ
・いつ来て
　　いつ帰ってもＯＫ

フリースペース から

　　　　こんにちは
！

It 's  not  over
おわりじゃない　　まだまだこれから

会　場　秋芳地域福祉センター
日　時　３月１６日（水）
　　　　１３時３０分～１４時３０分
内　容　�おいしいコーヒーと晴れたら

モルック
参加費　�１００円
※�コロナウイルス感染拡大の状況で内
容が変更となる可能性があります。

会　場　�秋芳地域福祉センター
日　時　３月１日（火）
　　　　１３時３０分～１５時
　　　　３月１５日（火）
　　　　１３時３０分～１５時
　　　　３月２９日（火）
　　　　１３時３０分～１５時

子育てリユース活動にご協力お願いします

 ゆずってヨシ、もらって良し、地域好し！！

　子育て用品を必要な方へつなぐ「リユースルーム」を設置しています。使わなくなった子育て用品
を募集しています。
　お取扱いできない用品もございますので、詳しくはお問い合わせください。

場所　秋芳地域福祉センター（美祢市秋芳町秋吉5313番地）
電話　0837-62-0322

開所平日
９時～１７時

費用
無料

市内の高校の制服
あります！



大　嶺　町

◦堀田　博 様
　〔亡妻　悦子 様〕  金 一 封　
◦山本　隆司 様
　〔亡叔母　小田　庸子 様〕  ３０,０００円
◦福江　功太 様
　〔亡妻　昭子 様〕  １００,０００円

伊　佐　町

◦豊島　浩子 様
　〔亡夫　與志夫 様〕  １００,０００円
◦岩崎　博文 様
　〔亡母　貞子 様〕  金 一 封　

於　福　町

◦岡﨑　浪子 様
　〔亡夫　利昭 様〕  ３０,０００円
◦吉村　春代 様
　〔亡夫　幸男 様〕  １００,０００円

美　東　町

◦北村　武司 様
　〔亡父　哲生 様〕  金 一 封　
◦原田　俊子 様
　〔亡夫　正 様〕  金 一 封　
◦松岡　延子 様
　〔亡義姉　池田　惠子 様〕  金 一 封　

秋　芳　町

◦西村　卓也 様
　〔亡母　チヨ子 様〕  金 一 封　
◦坪井　良之 様
　〔亡父　宗一 様〕  ５０,０００円
◦大庭　キヌエ 様
　〔亡夫　龍偲 様〕  金 一 封　

社会福祉のために
◦匿名 様（大嶺町）２件  金 一 封　
チャイルドシート借用のお礼
◦匿名 様（豊田前町）  金 一 封　
◦匿名 様（美東町）  金 一 封　
◦匿名 様（秋芳町）２件  金 一 封　
車両・福祉用具・物品借用のお礼
◦匿名 様（秋芳町）２件  金 一 封　
◦匿名 様  金 一 封　

◦堀田　博 様（大嶺町）  生活用品

香典返し

一般寄付

物品寄付

社会福祉法人美祢市社会福祉協議会は、税額控除対象法人です。 ７

善 意 銀 行
社会福祉事業のために、多くの皆様から善意が寄せられました。ここに厚くお礼申し上げます。
なお、氏名・金額はご承諾いただいた方のみ掲載しています。　　　　　（令和４年１月１日～１月３１日）

ありがとうございます

寄付合計　５９６,５００円

　美祢市社協への寄付につきましては、税制上の優遇措置（所得控除または税額控除）を受け
ることができます。確定申告等の際には忘れずにお手続きください。
　なお、領収書等を紛失された場合は再発行いたしますので、お問い合わせください。

寄付金控除について



みねし社協だより みんなしあわせねっとわーく 第１３７号　令和４年（２０２２年）３月８

「しあわせ写真館」へ、赤ちゃんの写真・家族
の写真・ペットの写真・仲間との写真など、
しあわせいっぱいの写真をお寄せください。

← こちらのQRコードでお申し込みが
できます。お名前（ふりがな）・性別・
生年月・一言・町名・電話番号を記
入の上、ご応募願います。

しあわせ写真館

　令和３年度ふれあいフォトコンテストの応募作品につきましては、第１４回美祢市社会福祉大会
で展示する予定でしたが、本大会が新型コロナウイルスの関係で規模縮小となりましたので、昨年
度同様、美祢市民会館２階のロビーにて展示を行います。今年度も素晴らしい作品が多数ございま
すので、ぜひご来場、ご観覧ください。

職　　種 ケアマネージャー
（介護支援専門員）

ホームヘルパー
（訪問介護）

みんなの家あそう
（夜勤勤務）

仕事内容 介護保険ケアマネジメント
業務を行う。

利用者宅へ訪問し、身体介護・
生活支援業務を行う。

宿泊利用者の介護支援業務
等を行う。

勤務時間 ８時３０分～１７時１５分 １７時～翌日８時３０分
勤務日数 月１６日程度 月１２日程度 月６回程度
募集人数 若干名

資格有無 介護支援専門員 介護福祉士
介護職員初任者研修修了者 無

 勤務地 　美祢市内　　 賃金 　日給6,650円～（通勤・夜勤手当等あり）
 問合せ先 　美祢市社会福祉協議会総務課　0837-52-5222

展示作品　令和３年度ふれあいフォトコンテスト応募作品

日　　時　令和４年３月８日(火)～令和４年３月２２日(火)
　　　　　９時～１７時(閉館日なし)

ふれあいフォトコンテスト　　
　　応募作品を展示します！！

介護保険事業　非常勤職員募集

東厚保町
井
いのうえ
上　友

ともはる
晴くん

 平成２６年６月生

兄弟そろって小学生

井
いのうえ
上　湊

そ う た
太くん

 平成２３年３月生
栁
や な い
井　思

し お り
央梨ちゃん

 令和３年１月生 大嶺町

名前の通り思いやりのある
優しい人に育ってね

小
お の
野　結

ゆ な
奈ちゃん

 平成２６年１１月生 豊田前町

七五三おめでとう。


