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　みんなの家あそうでは、令和４年５月１１日、１２日に、川東コミュニティセンターに展示されている
故・岡清美さん(東厚保町)の木彫り作品を見学に行きました。作品はどれも迫力のあるものばかりで、また、
きめ細かさもあり、とても感銘を受けました。

この広報紙は点訳版と音声版も発行しています。
希望される方は市社協までご連絡お願いします。
音声版はホームページから聴くこともできます。

　みんなの家あそうでは、要支援・要介護者の
容態や希望に応じて、通いを中心に、随時訪問
や泊まりを組み合わせたサービスを提供するこ
とにより、自宅での生活を２４時間３６５日支
援しています。
　住み慣れた地域の中で地域活動に参加しつつ、
季節行事等を計画し生活を支援しています。
　お気軽にお立ち寄りください。

☎0837-57-0053

みんなの家あそう
～小規模多機能型居宅介護事業所～

木彫り作品見学に行ってきました！
in川東コミュニティセンター

住所　美祢市豊田前町麻生下579番地
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記念撮影～木彫り作品と利用者様～



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。２

福祉員・民生委員合同研修会
　美祢市社協では、地区社会福祉協議会総会の開催に併せて、地域の福祉員・民生委員との
情報交換を目的に合同研修会を実施しております。
　新型コロナの影響により、従来どおりの実施は困難な状況にありますが、感染状況を踏ま
えつつ、各地区社協のご協力により、昨年に比べ多くの地区で実施できました。
　研修会では、地区社協役員の方にもご参加いただき、地区での見守り方法の確認や連絡先
の交換をされるなど、今後に繋がる研修会になりました。「こういった機会がないと、福祉員
さんが誰か分からなかったから、顔が分かって良かった」という声もいただきました。
　住み慣れた地域で安全に安心して暮らすためには、自然にお互いを気にかけ、声を掛け合
うなどの地域土壌が重要になります。美祢市社協としては、その土壌造りに力を注いで参り
ます。

小地区に分かれて懇談会の様子

ご報告



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

ご存じですか？
あなたの近くの 福祉員さん

※活動のお願い等に際して、区長さんを経由せず、直接関連機関等からお願い等の話が行く
こともあります。

Q 福祉員とは？？

Q それぞれの地区での福祉活動とは？？

〈気になる人の一例〉

　例年であれば福祉員活動がしやすいように、研修や民生委員さんとの顔合わせ等を実施し
ておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、実施できていない地区もあります。
　誠に恐縮ですが、福祉員活動についてご不明な点等ありましたら、美祢市社協までお問い
合わせください。今後もよろしくお願いいたします。

福祉員さんへ

　それぞれの地区（行政区単位）での福祉活動の推進をしてもらう人です。
任期は２年です。

　地区内で福祉的な課題がある場合の取りまとめ役です。

　その中で、少～し気になる人の見守り・声掛け（基本的には日常生活の範囲内）
をして、気になることがあれば、民生委員さんや市社協、地域包括支援センター、相談支援
センター等関係機関と連携して地域で生活している皆さんが安心して生活することができる
ようにサポートしてくださっています。
　地区にお住まいの皆さんも、気になる人の変化等ありましたら、福祉員さんへお知らせく
ださい。

郵便物が溜まったまま
になっている

綺麗好きだったのに急
に身なりを気にしなく
なった

家から出かけている姿
を見ない



4 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。

Q．クラブができた経緯について教えてください。
山本：�最初は、美祢市の包括支援センターがやっていたパワフルシニア教室という活動でした。パワフルシ

ニア教室が始まって半年くらい経ったとき実施主体を美祢市から地域住民に、という話が出て、地域
のみんなからは「引き続き活動したい」という声があったので、「じゃあ、わしがひっぱってはじめよう
か」となって、今の「ひこばえクラブ」ができました。

　東厚保町の川東コミュニティセン
ターには、「ひこばえクラブ」という
地域住民の集う場があります。今回
は、クラブで活動されている３名の
方にインタビューをしてきました。

Q．活動していてよかったと思ったことは何ですか？

Q．クラブの今後の展望を教えてください。

村上：�「ひこばえクラブ」ができた当初から参加している身としては、いろんな人と話せるところがいいなあ
と思っています。

大竹：�たしかに、いろんな人と話せて、いろんな話を聞けるのはいいことだと思います。特に、地域のこと
について話したり情報交換したりしようと思うとこういった場所がいいと思います。みんな、「地域に
話せる場所がない」ということは感じていると思いますし。

山本：やはり、これからも「ひこばえクラブ」で一緒に活動する仲間を増やしていきたいです。
大竹：�今は隣近所同士ですら話をしない人もいますが、やっぱりいろんな人と交流するのが大事だと思いま

す。私たちから声をかけるのももちろんですが、もっといろんな人が気軽に来てくれるような場所に
なるといいと思います。

村上：私も２人と同じ思いです。

Q．活動内容について教えてください。
山本：�必ず活動の最初は「いきいき百歳体操」をやっています。その後は、

最近はよくみんなでボッチャをやっています。以前はペタンクをやっ
たこともあります。あと、年２回、美祢市の包括支援センターの方
に来ていただいて体力測定をやっています。

～インタビューを終えて～
　「ひこばえ」とは、稲刈り後の株に新しく再生した稲のことを指すそうです。皆さんによると、「現役世代
を引退し年をとっても落ち込むばかりじゃなくてがんばれ」という意味が込められているそうです。収穫が
終わって役目を終えた稲からまた芽が出てくるように、現役世代の役目を終えたとしても、まだまだ頑張る、
という思いのもと名付けられたという由来を知り、とても素敵だなと思いました。インタビューを受けてく
ださった山本さん、大竹さん、村上さん、本当にありがとうございました。

山本欣亨さん(７９才) 大竹弘さん(７6才) 村上達也さん(７５才)

紹介！！町の元気人！！ ～ 地域の元気な人登場 ～

ひこばえクラブ

ボッチャをしている様子



５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、お気軽に最寄りのコーナーへお越しください。

ぷちボラデイ
　　

ふれあいの日
　

おたのしみの日
　

会　 場 秋芳地域福祉センター 美東ボランティアコーナー

日　 時 ８/ １７(水)
10時～ 12時

８/ ２４(水)
９時30分～ 11時30分

内　 容 　工作
「勾
まがたま
玉づくり」

・参加費　２００円

講座
「暑～い夏をのりきろう！」

・参加費　１００円

ボランティアコーナーからこんにちは！

通 信

８月はお休みします。

　８月２７日、２８日に２４時間テレビが日本テレビ系列で放送され、それに合わせて日本全国でチャリ
ティー募金が実施されます。美祢市では、新型コロナウイルス感染拡大予防対策をした上で、市内の学生
ボランティアが中心となり、街頭募金活動を行う予定です。

　社協ではブックスタート事業として、市内の５ヶ月～２歳までのお子さんを対象に１歳半健診や育
児相談の際にボランティアによる絵本の読み聞かせの体験と絵本２冊のプレゼント（お子さん１人
につき１回）を行っていますが、現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため

１歳半健診でのブックスタート活動を控えています。対象の方に
は、社協の各センターでの絵本のお渡しを行っていますので、ま
ずは社協までご連絡ください。

皆様のあたたかいご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

２４時間テレビ４５～愛は地球を救う～「会いたい！」
チャリティー街頭募金活動を行います！

◆と　き　８月２７日（土）１０時～１５時（予定）

◆ところ　ザ・ビッグ美祢店、サィサィみとう

美祢地域福祉センター　☎0837-52-5222
秋芳地域福祉センター　☎0837-62-0322
美東地域福祉センター　☎08396-2-1686

５ヶ月～２歳までのお子さんがいらっしゃるご家庭の方へ

来所の際は、母子手帳をお持ちください。



社協の連絡先　〈本部〉☎０８３７-５２-５２２２　〈秋芳〉☎０８３７-６２-０３２２　〈美東〉☎０８３９６-２-１６８６6

ふ れ あ い コ ー ナ ー

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　８月２日（火）
　　　　１３時３０分～１５時
　　　　８月１６日（火）
　　　　１３時３０分～１５時
　　　　８月３０日（火）
　　　　１３時３０分～１５時

子育てリユース活動にご協力をお願いします

 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！

「生活に困っているけれど、どうしたら良いか分からない」
「近所に心配な方がいるけど、どこに相談したら良いんだろう」

「介護のことや障害のこと、サービスについてなど話を聞きたい」
「仕事のことやお金のこと、これからの生活に不安がある」

「誰かに話を聞いてほしい・・・」

生活の中でのお困りごと・心配ごとなどありましたら、お気軽に美祢市社協までご相談ください。

ご希望があればご自宅や近くの公民館等でお話をうかがうこともできます。

これからの生活をどうしたら良いか、一緒に考えましょう。

８月はお休みします。



大　嶺　町
◦山田　隆枝 様
　〔亡夫　忠弘 様〕  金 一 封　
◦伊藤　文夫 様
　〔亡妻　榮子 様〕  金 一 封　
◦梅田　朝子 様
　〔亡夫　光章 様〕  金 一 封　
◦末岡　加代子 様
　〔亡夫　昌樹 様〕  ３０,０００円
伊　佐　町
◦髙木　静子 様
　〔亡夫　金治 様〕  金 一 封　
◦松橋　裕次 様
　〔亡母　礼子 様〕  ３０,０００円
◦山本　洋子 様
　〔亡夫　勲　 様〕  金 一 封　
西 厚 保 町
◦内田　政昭 様
　〔亡母　ユリヱ 様〕  金 一 封　
東 厚 保 町
◦匿名 様  金 一 封　
美　東　町
◦岡村　法子 様
　〔亡夫　惠右 様〕  ５０,０００円
◦坂本　清子 様
　〔亡夫　力 様〕  金 一 封　

秋　芳　町
◦鹿嶋　孝子 様
　〔亡父　哲寛 様〕  金 一 封　
◦川島　茂 様
　〔亡母　孝子 様〕  金 一 封　
◦末永　哲二 様
　〔亡父　忠雄 様〕  金 一 封　
◦匿名 様  金 一 封　

社会福祉のために
◦匿名 様（大嶺町）  ４,８４７円
◦匿名 様（秋芳町）  金 一 封　
車両・福祉用具・物品借用のお礼
◦匿名 様（大嶺町）  金 一 封　
◦匿名 様（秋芳町）  金 一 封　
◦匿名 様（山陽小野田市）２件  金 一 封　
チャイルドシート借用のお礼
◦匿名 様（大嶺町）２件  金 一 封　

◦匿名 様（西厚保町）  介護用品
◦匿名 様（美東町）  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６月１日～６月３０日）

ありがとうございます

寄付合計　４２２,８４７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
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作品名　「まったりと」

応募者　水野　豊さん

エピソード
　冬はストーブのそばが一番。

－2021－ふれあいフォトコンテスト応募作品一部紹介

村
む ら た

田家のおはつちゃん
 令和２年８月生 秋芳町

バナナとリンゴが大好き♡

末
す え お か

岡　慧
け い と

斗くん
 令和４年２月生 大嶺町

元気な子になってね。

「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。

中
な か は ら

原　斗
と う ま

稀くん
 令和４年２月生

大きくなってね
伊佐町

しあわせ写真館

≪ふれあい部門≫

作品名　「笑い方までそっくり姉妹仲良し」

応募者　栁井　亜津子さん

エピソード
　姉は笑うと眉間の下の方に縦シワが、と、思っ
ていたら妹にも笑いシワが

≪ふれあい部門≫


