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　美祢市社協では今年の夏休みに、市内の小学
生を対象に「みねっ子広場」を開催しました。ま
た、美東地域では美東ボランティア連絡協議会
による「夏休みちびっこひろば」も開催されまし
た。
　詳しくは２～３ページに掲載していますので
ご覧ください。

★ 夏休み ★
　 　思い出い～っぱい！

～みねっ子広場“魚釣り”～

～ちびっこひろば “空気砲を作って遊ぼう”～



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

　今年のみねっ子広場は、「天体観測」「魚釣り」「勉強会」を計７日間実施しました。天候不良で天体観測が
１日減ってしまいましたが、参加した小学生、ボランティアの中学生や高校生は楽しい時間を過ごすことがで
きました。

　天体観測では、秋吉台で綺麗な星の勉
強をして、実際に天体望遠鏡での観測を
行いました。講師は於福小中学校の関本
教頭先生でした。星空の綺麗さは美祢の
いいところですね。ただ、暗すぎて写真
がありません。残念。

　魚釣りはお隣の長門市に行きました。
事前に釣りについて勉強した中学生が小
学生のサポートをしっかりとしてくれま
した。サビキで大量のアジを釣って持っ
て帰りました。中にはサバやセイゴやハ
ゼが釣れた人もいましたよ。

　勉強会は夏休みのラストスパート！宿
題を進めました。これも上級生が下級生
に教えてあげたりしながらどんどん進め

ることができました。

みねっ子広場　久しぶりの開催！

～ボランティア募集～
　市内の子どもたちが安心して魚釣り体験ができるように「釣りボランティア」を募集します。内
容としては、年３回程度の小学生との魚釣り（見守り等含む）です。興味のある方は、美祢地域福
祉センター（☎０８３７－５２－５２２２）までご連絡ください。
　他にも趣味を活かしたボランティア活動等に興味のある方もお気軽にご相談ください。

魚釣り

天体観測

勉強会



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

　美東ボ連では、毎年夏休み期間中に美東町内の小学生を対象とした“夏休みちびっこひろば”を開催
しています。
　今年も様々な催しをボランティアグループが企画し、新型コロナ感染予防対策をしながら計８回行い
ました。参加した子ども達は、汗びっしょりになりながら夢中で動いたり、真剣に作品づくりを行ったり
と、どの催しも楽しんでくれたようです。次回はまた来年です！お楽しみに～♪

実施団体：赤ぼうママ、大田17区こども見守り隊、じゃんけんぽん、将棋ボランティア
すみれ・くれよん、みとうっ子ママクラブ、個人・学生ボランティアほか

7/25　ドッヂビーで楽しもう

8/3　ボッチャをやってみよう

8/15　消しゴムはんこで
ステキなうちわを作ろう

7/22　将棋をやってみよう①

8/1　空気砲を作って遊ぼう

8/9　クラフトに挑戦！①
小枝で作るスプーンorフォーク

7/29　将棋をやってみよう②

8/24　クラフトに挑戦！②
大理石で歯ブラシ立てづくり

＼  ボ ラ ン テ ィ ア の み な さ ん 、暑 い 中 お 疲 れ さ ま で し た ♪  ／

主催：美東ボランティア連絡協議会

今年から目印の
のぼり旗が出来ました♪

ドッヂビーには、あの
大人気キャラが登場！？



4 「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。

ふ れ あ い コ ー ナ ー

＊りんどう菜園はじめました＊
　５月中旬に、秋芳町秋吉にある就労継続支援B
型事業所りんどうの前に小さいながら「りんどう
菜園」を作りました！地域のボランティアさんの
ご指導・ご協力をいただきながら、ミニトマト・
なすび・ピーマン・きゅうり・オクラを育てまし
た。

　暑い中、利用者さんで当番を決めて毎日水やりを行いました。
　また、地域のボランティアさんも時々のぞきに来てくださり、
いろんなアドバイスをしていただきました。そのおかげで、野菜
はすくすくと育ち、6月下旬にはピーマンやきゅうりを収穫する
ことができました！

　収穫した野菜は、りんどうの給食で使うな
ど、みんなでおいしくいただきました。
　たくさんの野菜を収穫でき、利用者さんも
職員も大喜び！！現在は、次に何を育てよう
か考え中です…。「りんどう菜園」のこれか
らをおたのしみに～

5月の畑の様子

野菜を収穫する
ニッコリ笑顔の
利用者さん

みんなの家あそう“納涼祭”開催！！

　「みんなの家あそう」では、８月
１５日から納涼祭週間として約１週
間、ゲームや炭坑節を踊り、夏祭りを
楽しんでいただきました。
　暑さが吹き飛ぶような笑い声が響
き、良い納涼祭になりました。



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。

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　１０月１２日（水）
　　　　１３時３０分～１４時３０分
内　容　�散歩
参加費　無料

会　場　�秋芳地域福祉センター
日　時　１０月１８日（火）
　　　　１３時３０分～１５時

　　　　※�卓球相手をお誘い合
わせの上、お越しく
ださい。

　７月から８月の間に、社会福祉士の資格取得を目指す日本福祉大学の実習生（２名）を受け入れました。
実習を終えての感想をご紹介します。

　地域共生社会の実現には、地域の中に、安
心して過ごせる居場所があると同時に、誰も
が役割を持てる仕組み作りが必要だと感じ
ました。コロナ禍により、ふれあいサロン活
動や、ボランティア活動などが縮小してしま
い、人間関係が希薄化した今、「人と人との
つながり」を、楽しい雰囲気の中で広げてい
くことができる、ソーシャルワーカーをめざ
します。

山
やまだ
田　賀

のりゆき
之さん 藤

ふじもと
本　真

まゆみ
弓さん

　実習期間中、各地域の貴重なお話をお聞き
することができ、感謝しています。コロナ禍
で、活動制限もありますが、「できる人が、
できる時に、できる事をする。」ことが、人
のつながりの輪を広げ、私も「できる事」か
ら、地域貢献をはじめようと思います。これ
からも、皆様が住み慣れたまちで、安心して
暮らせるよう願っています。

※�社会福祉士とは、身体的・精神的な障がいや、高齢、貧困などの理由から、社会において日常生活を送るのが困難
な方々に対して、福祉面から問題の解決を支援する福祉専門職です。

～日本福祉大学・社会福祉士実習報告～



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

通 信

　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。

　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 秋芳地域福祉センター 美東ボランティアコーナー

日　 時 １０/ １２(水)
９時30分～ 11時30分

１０/ １９(水)
10時～ 12時

１０/ ２６(水)
９時30分～ 11時30分

内　 容 講座：げんき！！骨コツ学
　　　～骨を丈夫に保つためには？～
講師：山口ヤクルト職員

・参加費　無料

「寄せ植え」
※１０/１２(水)までに
　　お申し込みください。
・参加費　２００円

「清掃活動・ウォーキング」

・参加費　無料

ボランティアコーナーからこんにちは！

フェルトで簡単！
ハロウィンガーランドを作ろう！

　ボランティアコーナーでは、ボランティア活動のひろがりやつながりづくりを目的に、ミニ講座などを毎月開
催しています。今回は以前作った「ハロウィン吊るし飾り」の作り方をご紹介します！

かぼちゃの顔を黒
のフェルトを使っ
て作ります。
目と口用に切り、
ボンドで貼りつけ
ます。

全て糸を通せば完
成です！壁などに
飾ってハロウィン
気分を楽しんでく
ださいね！

切り終わった「か
ぼちゃ」「コウモ
リ」「月」のそれぞ
れフェルト２枚を
ボンドで貼り合わ
せます。

フェルトに糸を通
す時に、間にビー
ズなどの飾りを入
れると、ちょっぴ
り豪華になるので
おすすめです。

下絵に沿って、ハ
サミで切っていき
ます。

⑥までに作ったか
ぼちゃやアメなど
にタコ糸を通し、
繋げていきます。
事前に千枚通しで
穴を開けておくと
簡単です！

フェルトに、「かぼ
ちゃ」「コウモリ」
「月」の下絵を描き
ます。同じものを
２枚用意します。

⑤を包装紙などで
巻き、両端をカラー
ゴムで縛るとアメ
の完成です。（毛
糸などで結んでも
OK）

・フェルト
　★かぼちゃ…オレンジ
　★かぼちゃの顔…黒
　★コウモリ…紫
　★月…ピンク
・軍手
・綿
・包装紙
・カラーゴム
・タコ糸
・針
・ボンド
・ハサミ

アメ部分を作りま
す。軍手の指部分
を切ったものに綿
を詰めます。しっ
かり綿を詰めてく
ださい。

材料



大　嶺　町
◦千々松　章 様
　〔亡妻　里美 様〕  金 一 封　
◦真瀬　真佐子 様
　〔亡夫　邦夫 様〕  １００,０００円
◦土屋　キクエ 様
　〔亡夫　貞夫 様〕  ５０,０００円
◦匿名 様  金 一 封　
伊　佐　町
◦阿川　圭司 様
　〔亡父　昭司 様〕  ３０,０００円
◦田中　政子 様
　〔亡夫　俊雄 様〕  ５０,０００円
豊 田 前 町
◦嶋村　春美 様
　〔亡夫　昭治 様〕  ５０,０００円
於　福　町
◦今橋　孝晴 様
　〔亡妻　幸枝 様〕  ３０,０００円
東 厚 保 町
◦山下　順一 様
　〔亡母　吉村　陽子 様〕  金 一 封　
美　東　町
◦櫛﨑　公子 様
　〔亡父　義一 様〕  金 一 封　
◦秋本　春野 様
　〔亡夫　貢 様〕  金 一 封　

◦安田　美保子 様
　〔亡夫　信義 様〕  金 一 封　
秋　芳　町
◦佐竹　泰子 様
　〔亡夫　幸明 様〕  ５０,０００円
◦品川　和子 様
　〔亡夫　雄二 様〕  金 一 封　
◦小田村　和子 様
　〔亡母　房子 様〕  金 一 封　

社会福祉のために
◦井本　剛司 様（東京都）  金 一 封　
車両・福祉用具・物品借用のお礼
◦匿名 様（東厚保町）  金 一 封　
◦匿名 様（美東町）  金 一 封　
チャイルドシート借用のお礼
◦匿名 様（伊佐町）  金 一 封　
◦匿名 様（於福町）  ３,０００円
◦匿名 様（秋芳町）  ２,０００円

◦山口県退職公務員連盟美祢西支部 様
  タオル160枚
◦匿名 様（大嶺町）  長机
◦匿名 様（大嶺町）  介護用品と衣類
◦匿名 様（美東町）  介護用品

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８月１日～８月３１日）

ありがとうございます

寄付合計　５３１,０００円

　第１４３号「みねし社協だより」（令和４年９月１日発行）表紙「災害VOセンター設置等の協定に
ついて」において誤りがありました。次のとおり、訂正いたします。
（誤）美祢ロータリークラブ　戎

えびすや
屋　明

あきひこ
彦　会長

 →（正）美祢ロータリークラブ　戎
えびすや
屋　昭

あきひこ
彦　会長

　戎屋様ならびにご関係者の皆様につきましては、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し
上げます。

訂正とお詫び



みねし社協だより みんなしあわせねっとわーく 第１４４号　令和４年（２０２２年）１０月８

ここみちゃん
「福祉の市」イメージキャラクター

　毎年、美祢市役所駐車場を会場に開催しております「福祉の市」ですが、市役所本庁舎の建て替
え工事（令和３年～５年の予定）に伴い、昨年からは『「福祉の市」メモリ
アルイベント』として、会場や内容を縮小・変更し、市内３つの会場で開
催することとなりました。
　本年も９月２２日(木)には秋芳会場にて開催し、多
くの方にご来場いただきました。今後、１０月１５日
(土)に美祢会場、１０月２２日(土)に美東会場にて開
催を予定しております。
　詳しくは、本会ホームページなどにてお知らせをい
たしますので、ご確認をお願いいたします。

美祢市社会福祉協議会ホームページ　http://www.mine-shakyo.jp

「福祉の市」メモリアルイベント

応募期間 ８月１日 (月 ) ～１２月２３日 (金 )　※当日消印有効

部門・
テーマ

①ふれあい部門…あなたの思う笑顔やふれあいが感じられる作品。
②風景部門………あなたが好きな美祢市の風景の作品。
★【各部門につき、ひとり２作品、計４作品まで応募ができます。】★

入賞 部門ごとに美祢市特産品…【最優秀】１万円相当・【優秀】５千円相当

応募資格 美祢市に在住・在学・在勤の方

応募規格 美祢市内で撮影したカラー写真で、サイズは２Ｌ判。合成・組写真は不可。応募者が撮影
した未発表の作品のみ。メールでの応募の場合、写真のデータはＪＰＥＧ形式に限る。

入賞発表 来年１月に審査し、３月開催予定の美祢市社会福祉大会で表彰。入賞された方のみ通知。

応募方法 ①メール………必要事項を文面に明記し、応募作品データを添付して送信。
②郵送・持参…応募用紙に記入し、応募作品と一緒にして応募。

応募先

〒 759-2212　美祢市大嶺町東分 320-1　美祢市社会福祉協議会
(美東・秋芳地域福祉センター窓口でも受付いたします。)
電話：0837-52-5222　メール：mine@mine-shakyo.jp
※メールの場合、右のQRコードから応募ができます。

諸注意

原則、応募作品は返却いたしません。応募作品の使用権、著作権はすべて主催側に譲渡し
ていただきます。入賞作品はデータ等の提供をお願いする場合があります。応募作品の肖
像権侵害等については、被写体となった人の許可をとる等、応募者の責任で対応をお願い
します。ご応募いただいた作品と作品内容(応募者氏名、作品タイトル、作品説明、撮影場所)
は、作品展示、広報誌、ホームページといった場面で公表をさせていただきます。

ふれあいフォトコンテスト作品募集中！！
－２０２２－

＼今年もや
ります！／

来場者プレゼント
も予定しています！


