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　使わなくなった子育て用品を必要な方へつ
なぐ「子育て用品リユースルーム」を設置して
います。チャイルドシートやベビーベッド、子
ども服、近隣学校の制服などがあります。全
て無料でお譲りいたします。また、使わなく
なった子育て用品を募集していますので、ご
家庭で眠っている物があればお持ちください。
　ぜひ、お気軽にお立ち寄りください！お待
ちしています！

★詳しくは、こちらにお問い合わせください★

場　　所：秋芳地域福祉センター
　　　　　（秋芳町秋吉5313）
開所時間：平日９時～ 17時
対　　象：�美祢市内に、在住の方もしくは
　　　　　在勤の方
T　E　L：０８３７－６２－０３２２

子 育 て 用 品
リ ユ ー ス ル ー ム



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

　障がいがある方の中には、積極的に人とかかわることが難しく、地域で孤立してしまう方もおられ
ます。通所型福祉施設の利用は、生産活動及び就労機会の提供により、訓練を受け一般就労に向け
た知識や能力の向上をはかるだけでなく、交流活動による仲間づくりや居場所づくりにつながりま
す。福祉サービス利用の際に、助言や手続きを支援する相談支援事業や、社会参加促進を目的とした�
「ひまわりサロン」を定期的に実施しています。

美祢市社協の障がい者福祉事業紹介

　地域で生活されている１８歳以上の障がいのある方々のお悩みについて、相談対応や必
要に応じた福祉サービス利用の計画作成を行います。相談があった際は、ご本人のお宅へ
訪問し、困っていることや希望される生活などを聞き、どのような支援が必要か一緒に考
えていきます。お悩みごとの相談や、福祉サービスの利用を希望される方は、ご連絡くだ
さい。

　美祢市より委託を受け運営を行う「地域活動支援センターひので」は、障がいのある方が、
生産活動などの就労支援や、地域交流を目的としたレクリエーション、グループ活動など
を通して、仲間づくりや居場所づくりに結びつくよう支援する通所利用施設です。

〇主な支援内容
（基本相談）
　�　窓口や家庭訪問にてお話をお伺いし、
情報提供や助言を行います。

（特定相談）
　�　福祉サービスの利用等の計画を作成
し、定期的に評価と見直しをします。

大嶺町東分３２０番地１
※美祢地域福祉センター内
　（０８３７－５２－５２２２）

〇主な作業内容
　・文具用品の包装や梱包
　・高速バス利用者駐車場の管理
　　　※美祢インター停留所

伊佐町伊佐２０９０番地３
　（０８３７－５２－０８９６）

美祢相談支援センターあきよし

地域活動支援センターひので

美祢地域福祉センター

文具用品の仕上げ
高速バス利用者駐車場
（ひので作業所となり）



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。 ３

　美祢市社協は、通所利用により生産活動や就労の機会を提供し、知識や能力の向上につなが
る訓練等をはじめ、独自製品の制作と販売などを行う、３つの就労継続支援 B型事業所を経営
しています。

＜さつき園＞

＜ワークショップりんどう＞

　これから発行する「社協だより」にて、紹介した各施設について、
より詳しく掲載する予定です。

＜ワークショップぴのきお＞

就労継続支援Ｂ型事業所

〇主な作業内容
　・のぼり旗の作成
　・野菜の皮むき
　・花壇整備、清掃業務等
　・自動車部品の仕上げ、箱詰め

大嶺町東分２８１番地１
　（０８３７－５２－１２８９）

〇主な作業内容
　・建築用金具の検査、箱詰め
　・自動車部品の組み立て

秋芳町秋吉５３１３番地１
　（０８３７－６２－００８０）

〇主な作業内容
　・野菜の選別、袋詰め
　・薪や手芸品の製作
　・バザー機材の貸し出し
　・自動車部品や建設部品の加工、計量

美東町大田５８７０番地１
　（０８３９６－２－１５９４）

花壇整備の様子

施設の外観

作業の様子

作業の様子

のぼり旗の作成



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

フリースペース から

　　　　こんにちは！

　美祢市社協では平日９時から１７時の間、秋芳地域
福祉センター ( 美祢市秋芳町秋吉５３１３) 内に誰も
が使えるフリースペースを開いています。
　フリースペースでは、お友達と卓球をしたり、ゆっ
くりマンガ本を読んだり、テレビを見たり、テレビゲー
ムをしたりすることができます。利用料は無料です。
　今後、美祢地域と美東地域の各地域福祉センター内
にもフリースペースの開設の準備をしていますのでお
待ちください。

地域で子育て応援！
ファミリーサポートセンターみねからのお知らせ！

略して
ファミサポ

交通安全講習会
　を開催しました！

　今回の講習会では、前半にファミサポに
ついてのお話をさせていただき、これまで
ファミサポについてご存じなかった方にも、
活動について知っていただける良い機会に
なりました。
　また、津村様からは、ファミサポ活動の
中でも依頼の多い、送迎の活動に役立つ交
通状況のお話等を聞くことができ、安全に
活動していく上で大切なことを知ることが
できました。

横断歩道ハンドサイン運動について
�・�近年、道路横断中に高齢者がはねられる事故が多い。
★横断歩道を渡る時は
�・�歩行者は、手を上げて「渡ります」のハンドサイン
を行う。
�・�運転者は横断しようとする歩行者を見たら「お先に
どうぞ」のハンドサインを行いお互いの意思疎通を
図ることが重要（歩行者優先の徹底）

これからも、ファミサポは
� 安心安全な活動を目指します！

　講師に、山口県美祢警察署交通課交通総務係長の津村秀昭様と、（一社）日本自動車販売協会連合会山
口県支部様をお招きし、交通安全についてのお話や、サポカー体験をさせていただきました。

※サポカーとは・・・安全運転サポートカーの略

９／２０

参加者３１名（ファミサポ会員、ボランティア、民生委員、
ふれあいいきいきサロン会員、老人クラブ会員、地域団体の皆さん）

サポカー体験・・・
皆さん興味津々でした！！



５みねし社協だより　みんなしあわせねっとわーくついて、ご意見・ご感想をお寄せください。

美祢市の皆様、
　お世話になりました。

※�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。

　８月１９日～９月１６日まで、社会福祉士の資格取得を目指す山口県立大学・社会福祉
学部３年の実習生（４名）を受け入れました。実習を終えての感想を紹介します。

　地域に根ざした福
祉活動の素晴らしさ
を感じました。美祢
の方々の地元への強
い思いに触れること
も多く、私も地元の
良さを見つけてみよ
うと思いました。
� 木元

　美祢の方々の温か
さに触れながら、地
域福祉の大切さを、
学ばせていただきま
した。たくさんの観
光資源に恵まれてい
る美祢に、家族や友
人と訪れたいです。
� 前原

　小さな困りごとは、
「地域の支え合いで、
解決できる。」、これ
が地域福祉だと感じ
ました。これから、ひ
とりの生活者として、
地域での繋がりを大
切にしたいです。
� 重本

山口県立大学社会福祉士実習報告

　社協の地域住民と
共に支え合う地域福
祉活動が、強く印象
に残りました。美祢
市ならではのつなが
りの強さを感じ、魅
力をたくさん知るこ
とができました。
� 渡邉

※向かって左から木元さん、渡邉さん、前原さん、重本さん。

　地域にお住まいの高齢者の皆さんが、おうち時間を少しでも楽しく過

ごせるよう、脳トレを中心とした情報冊子「おうちでわーく」を作成し

ています。この度、「秋号」が出来ました。ふれあいいきいきサロンや集

いの場などで、ご活用いただける方は、必要な冊数をご連絡の上、お近

くの地域福祉センターへお越しください。

　次号（冬号）は、来年２月頃の発行を予定しています。おたのしみに～

最新号 「おうちでわーく」ができました！



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

開設日時
毎週（水）

１０時～１５時

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います。
　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 １１/ ９(水)
９時30分～ 11時30分

１１/ １６(水)
10時～ 12時

１１/ １６(水)
９時30分～ 11時30分

内　 容 「季節の飾り物」

・参加費　１００円

「クリスマス飾りづくり」

・参加費　１００円

「松ぼっくりを使って
クリスマス飾りづくり」

・参加費　２００円

ボランティアコーナーからこんにちは！

チャリティー募金にご協力ありがとうございました！

親子サロン「カンガルー」再開しています！

２４時間テレビ４５「愛は地球を救う」　～会いたい！～

募金総額
３８，０７０円

　今年度、本会では２４時間テレビの放送日に合わせて市内学
生ボランティアによる街頭募金活動を行う予定にしていました
が、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止としました。募
金については、各地域福祉センターでお預かりすることとした
ところ、たくさんの方にお寄せいただきました。皆さまからお
寄せいただいた募金は２４時間テレビチャリティー委員会に全
額送金し、福祉支援事業や環境保護活動支援事業、災害復興支
援事業に活用されます。ご協力いただいた皆さま、ありがとう
ございました。

　美祢地域福祉センターの２階で親子サロン「カンガルー」
が再開されました。
　親子サロンとは、子育てをしている保護者やそのお子さん
が、同じように子育てを頑張っている仲間と交流ができる憩
いの場です。会場には子どもさんを優しく見守ってくださる
ボランティアさんもいらっしゃいます。特に決められたプロ
グラムはありませんが、室内で遊んだり、保護者の方同士や
ボランティアの方との交流で一息つきませんか？市内どちら
から来られても大丈夫です。お待ちしています。

お子さんが遊べるおもちゃもあります。
ぜひ一度遊びに来てください♪



大　嶺　町
◦石川　邦　 様
　〔亡母　スミエ 様〕  ５０,０００円
◦山本　隆司 様
　〔亡母　正子 様〕  金 一 封　
◦村田　隆子 様
　〔亡父　富士夫 様〕  ３０,０００円
伊　佐　町
◦勝原　操 様
　〔亡夫　兆司 様〕  金 一 封　
◦中村　ヒサ子 様
　〔亡夫　一郎 様〕  ５０,０００円
豊 田 前 町
◦句村　德文 様
　〔亡母　冨枝 様〕  ３０,０００円
於　福　町
◦坂田　三佐代 様
　〔亡義父　悟 様〕  金 一 封　
◦上利　政喜 様
　〔亡母　玉江 様〕  ５０,０００円
東 厚 保 町
◦松永　冨士夫 様
　〔亡義母　倉本　美代子 様〕  金 一 封　
◦大竹　弘 様
　〔亡妻　芳江 様〕  金 一 封　
美　東　町
◦倉重　和則 様
　〔亡父　治人 様〕  金 一 封　

◦藤本　幸雄 様
　〔亡母　テルコ 様〕  金 一 封　
◦岩本　三芳 様
　〔亡妻　富子 様〕  ５０,０００円
◦田中　みぎわ 様
　〔亡父　徹也 様〕  金 一 封　
◦井上　良輔 様
　〔亡母　恒子 様〕  金 一 封　
◦匿名 様  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　２件  金 一 封　

◦匿名 様（大嶺町）  介護用品
◦匿名 様（美東町）　２件  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９月１日～９月３０日）

ありがとうございます

寄付合計　７１５,１００円

　（株）ヤクルト山陽美祢センター・美東エリア様より、地域
密着型の社会貢献活動として、「Ｙａｋｕｌｔ１０００・ヤク
ルト４００」シリーズの売り上げの一部をご寄付いただきま
した。
　いただきましたご寄付は、地域福祉活動のために有効に活
用させていただきます。

（株）ヤクルト山陽美祢センター・美東エリア様より、寄付金をいただきました。

寄付金額　２３，１００円

ありがとうございます

　赤い羽根共同募金だより令和 4年 10 月発
行において、令和 3年度法人募金にご協力い
ただいた事業所の皆さまを紹介させていただ
きましたが、記載に漏れがありました。お詫
びしてここに掲載させていただきます。大変
失礼いたしました。
令和 3年度法人募金協力事業所　佛光堂　様

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１４５号　令和４年（２０２２年）１１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

卯
うさぎ

 年おとこ・年おんな大集合 募集‼
　みねし社協だより「みんなしあわせねっとわーく」（令和５年１月 1日発行号）の「年おとこ・
年おんな大集合」にて、卯年生まれの方をご紹介します。各地域福祉センターにて応募用紙を
配布しておりますので、卯年生まれの方は、ぜひご応募よろしくお願いします。
　また、下のQRコードからも簡単に応募ができますので、ご活用ください。

[参考 ]
（卯年の方が令和５年を迎えての年齢）
　昭和　２年　生まれ　－　　９６歳
　昭和１４年　生まれ　－　　８４歳
　昭和２６年　生まれ　－　　７２歳
　昭和３８年　生まれ　－　　６０歳
　昭和５０年　生まれ　－　　４８歳
　昭和６２年　生まれ　－　　３６歳
　平成１１年　生まれ　－　　２４歳
　平成２３年　生まれ　－　　１２歳

【応募締切】
１１月１８日(金)

　防犯意識や地域福祉の向上を図るため、各区が維持管理する防犯灯や防犯カメラ（いずれも新
設・取替の両方）の設置費用を一部助成します。詳しくは本会までお問い合わせください。
※ただし予算がなくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。
美祢市社会福祉協議会　電話　0837-52-5222　ホームページ　http://www.mine-shakyo.jp/

令和４年度防犯設備設置費用助成のお知らせ

木
き た に
谷　湊

みなと
ちゃん

 令和４年２月生 大嶺町

元気で大きくなってね♡ 仲良し兄弟

関
せきたに
谷　伊

い お り
織くん

 令和４年３月生
関
せきたに
谷　柚

ゆ ず き
輝くん

 令和２年１２月生 大嶺町

応募QRコード


