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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

子育て用品リユースルームのご紹介

ゆずってヨシ もらってよし 地域好し！！

　美祢市社会福祉協議会では、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お預かりし、必要な方へ無料でお譲りしています。

「こ～んなもの」や「あ～んなもの」があります！

★場　　所★
　秋芳地域福祉センター　  秋芳町秋吉5313
　  0837-62-0322

★開所時間★
　9：00 ～ 17：00　※土日祝、年末年始はお休み

★対　　象★
　美祢市内に居住の方、在勤の方

★主な取り扱い用品★
　清潔ですぐに使えるもの
　例）子ども服、おもちゃ、チャイルドシート、
　　  ベビーベッド、近隣学校の制服　など
　　※お取り扱いできない用品もあります。

　このほかにも、さまざまな子育て用品があります。ご希望のものがない場合もありますので、
詳しくはお問い合わせください。

☝歩行器など ☝子ども服（冬物） ☝ランドセル・学生服

“ゆずる”も“もらう”も大歓迎♥
お気軽にのぞきに来てください。お待ちしています！



美祢市社協の連絡先　〈本部〉☎０８３７-５２-５２２２　〈秋芳〉☎０８３７-６２-０３２２　〈美東〉☎０８３９６-２-１６８６ ３

　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、皆さま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 秋芳地域福祉センター 美東ボランティアコーナー

日　 時 ２/ ９(水) ９時30分～ 11時30分 ２/ １６(水)10時～ 12時 ２/ １６(水) ９時30分～ 11時30分

内　 容 「写経をしてみよう」

・参加費　１００円

工作「折り紙・和紙遊び」

・参加費　１００円

手芸「ひなかざりづくり」

・参加費　３００円

ボランティアコーナーからこんにちは！

通 信

みねっ子広場～クリスマスの巻～
元気いっぱいの子どもたちが来てくれました！

　令和３年１２月１７日（金）「みねっ子広場～クリスマスの巻～」を美祢・秋芳・美東の各地
域で開催しました。密を避けるために一昨年から会場を分け、開催時間は出入り自由とし、
クリスマスの飾り付けをしたフォトブースでの記念撮影や、お菓子のプレゼント、また各地
域それぞれ違う催し物を楽しんでもらいました。

　コロナ禍で季節イベントの少ない中、ささやかなクリスマ
ス会でしたが、参加した子どもたちにはちょっぴり早めの
クリスマス気分を味わってもらえたかと思います。ご協
力いただいたボランティアの皆様、ありがとうござい
ました。また次回をお楽しみに～♪

※手指消毒や検温、換気など感染予防対策を行って開催しました。
クリスマスカードを

作ったり

ポーズを決めて　
　写真を撮ったり

さをり織りで
ストラップを作ったり



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。

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　２月１６日（水）
　　　　１３時３０分～１４時３０分
内　容　�牛乳パックとビニール袋で「カ

ズー(アフリカの笛 )」を作ろう
参加費　�無料

会　場　�秋芳地域福祉センター
日　時　２月１日（火）
　　　　１３時３０分～１５時
　　　　２月１５日（火）
　　　　１３時３０分～１５時

ふ れ あ い コ ー ナ ー

　美祢市共同募金委員会では令和 3 年度から新たな取
り組みとしてガチャガチャを活用した体験型募金活動を
実施しています。
　1 月末まで美祢地域福祉センターにガチャガチャを設
置しておりましたが、2 月中は秋芳地域福祉センターへ、
3 月中は美東地域福祉センター窓口に設置します。
（数量限定のため無くなり次第終了となります）
　ガチャガチャ募金の代金は、全額「赤い羽根共同募金」
への寄付になります。お近くにお立ち寄りの際には、ぜ
ひ「ガチャガチャ募金（1 回 200 円）」へのご協力をお
願いします！

♪楽しみながら、寄付する仕組み♪
ガチャガチャで募金ができます！

～赤い羽根×レノ丸“コラボ缶バッチ”が入っています～

初年度のデザインは県内 19 市町観
光名所 + シークレットの 20 種類。
何が出るかはお楽しみです。

　令和３年１２月６日、７日に年忘れ会
を開催しました。新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点により、２日間の開催
でした。豪華な昼食と合唱、ジャンケン
大会、ビンゴゲーム、お菓子のつかみど
りなどで楽しい時間を過ごされました。

みんなの家あそうで
年忘れ会開催！

お菓子のつかみどりをしている様子



５福祉の保険に加入し、安心してボランティア活動・地域福祉活動をしましょう。

　市内在住で今春小学校または中学校へ新入学される母子・父子家庭等の児
童と生徒の皆様に対して祝い品（図書カード：小学１年生は３０００円分、中
学１年生は５０００円分）の贈呈をいたします。次のいずれかの要件に該当す
る方でご希望の方はお申し込みください。

対 象 者　 母子・父子家庭もしくは、父母のいない子どもで令和４年４月に
小学校または中学校へ入学する児童と生徒

申請方法　 申請書様式を各センター窓口またはホームページで取得後、必要
事項を記入し各センターへ提出（郵送可）

申請期間　２月　３日（木）～ ３月１４日（月）
受渡期間　３月２３日（水）～ ４月１８日（月）
お問合せ　美祢地域福祉センター　電話：０８３７-５２-５２２２
　　　　　美東地域福祉センター　電話：０８３９6-２-16８6
　　　　　秋芳地域福祉センター　電話：０８３７-6２-０３２２

母子・父子家庭等小中学校入学祝い品贈呈事業

地域で子育て応援！
ファミリーサポートセンターみね

略して
ファミサポ

　ファミサポとは、子育て支
援事業の一つで、子育てのお
手伝いをしてほしい「依頼会
員」とお手伝いをしてくださ
る「協力会員」が会員登録を
し、活動しています。

のんびり、ゆったりくつろぎ時間
～素敵な音楽を聴きながら、C

カ フ ェ
afeでリフレッシュしませんか？～

美祢市社会福祉協議会(０８３７-５２-５２２２)までお電話ください。〆切２月２４日(木)
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開催を中止させていただく場合があります。

～「人と人をつなぎ、子どもたちに笑顔を・・・」それがファミリーサポートセンターの願いです～

６００円（スコーン２個、飲み物代）

市内で活動中の音楽ボランティアさんによる
生演奏＆茶話会♪

C
カ フ ェ
afe　B

ブ ラ ス
rass（秋吉台リフレッシュパーク内）

美祢市美東町赤３１０８

3/8 13：30 ～ 15：00

会　　場

火 先着
１５名

内　　容

参 加 費

申込方法

参加は誰でも
お気軽に(^^)

この事業は、「赤い羽根共同募金」の助成を受け、美祢市社会福祉協議会が独自で実施しています。



美祢市心配ごと相談員連絡協議会　事務局　☎：０８３７-５２-５２２２　メール：mine@mine-shakyo.jp6

　美祢市社協では、毎週水曜日の１３時３０分～１６時３０分(受付は１６時まで)に心配ごと相談所を開設
しており、民生委員や行政相談員、人権擁護委員など、皆さまにとって身近な方が相談員となって、日常生
活の中で抱える様々な心配ごとの相談に応じています。今回は、心配ごと相談所について、５つのポイント
をもとに皆さまにご紹介します！また、ご不明な点等、詳しくは本ページ帯の連絡先までお問い合わせくだ
さい。

　内容問わず、どんな相談もお聞きいたしま
す。日常生活で抱える不安をご相談ください。

　開設場所は、地域福祉センターだけでなく、
各地域の公民館でも
順番に開設していま
す。美祢市報「げんき
みね」に毎月掲載され
ていますので、そち
らをご覧ください。

　開設日当日は、電話での相談も可能です。各会場によって電話番号が異なりますので、ご確認の
上おかけください。

【電話相談☎】
・美祢地域福祉センター　　　　　０８３７－５２－５２２２
・美東地域福祉センター　　　　　０８３９６－２－１６８６
・秋芳地域福祉センター　　　　　０８３７－６２－０３２２
・携帯電話（公民館で開設の場合）　０８０－２９３２－１１１６

　個人情報や相談内容の秘密は厳守いたしま
す。安心してご相談ください。

　定期的に特設相談
も 開 設 し て い ま す。
特設相談には「行政相
談」と「消費生活相談」
があり、それぞれ専
門の相談員が相談に
応じます。

相談はどんな内容でも大丈夫！

相談所は公民館でも
開設しています！

電話相談にも対応しています！

～どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください～

秘密は厳守！

特設相談やっています！

～心配ごと相談所のご案内～

ポイント１

ポイント３

ポイント５

ポイント２

ポイント４



大　嶺　町
◦竹田　多恵子 様
　〔亡夫　浩 様〕  金 一 封　
◦匿名 様  ３０,０００円
◦小方　和子 様
　〔亡夫　宏太郎 様〕  金 一 封　
◦福井　治子 様
　〔亡夫　俊英 様〕  金 一 封　
◦朝廣　隆 様
　〔亡夫　廣志 様〕  ３００,０００円
◦福永　千佐子 様
　〔亡夫　秀光 様〕  金 一 封　
◦山本　信昭 様
　〔亡妻　淑子 様〕  金 一 封　
伊　佐　町
◦村田　清子 様
　〔亡夫　勝保 様〕  ５０,０００円
◦別府　紀子 様
　〔亡夫　達弘 様〕  １００,０００円
◦伊川　淳 様
　〔亡祖母　嘉代子 様〕  金 一 封　
豊 田 前 町
◦木村　俊雄 様
　〔亡母　幸子 様〕  ５０,０００円
於　福　町
◦伊藤　重己 様
　〔亡母　スエ子 様〕  金 一 封　
西 厚 保 町
◦大田　淑子 様
　〔亡夫　英二 様〕  金 一 封　
◦谷川　セツ子 様
　〔亡夫　千代丸 様〕  金 一 封　
東 厚 保 町
◦匿名 様  金 一 封　
◦山本　篤規 様
　〔亡母　アヤ子 様〕  ５０,０００円
美　東　町
◦福永　千惠子 様
　〔亡義姉　玖村　松子 様〕  金 一 封　
◦林　文江 様
　〔亡母　靜子 様〕  金 一 封　
◦三澤　セツ子 様
　〔亡夫　進夫 様〕  金 一 封　
◦友永　希視世 様
　〔亡夫　滿夫 様〕  １００,０００円

◦佐藤　昭人 様
　〔亡弟　真人 様〕  金 一 封　
◦吉冨　由美子 様
　〔亡母　ヤスエ 様〕  金 一 封　
◦志賀　学 様
　〔亡母　ヱツ子 様〕  金 一 封　
◦弘重　三枝子 様
　〔亡兄　正久 様〕  金 一 封　
◦山本　靜江 様
　〔亡夫　達美 様〕  金 一 封　
◦岡村　敦司 様
　〔亡父　博靖 様〕  金 一 封　
秋　芳　町
◦臺野　勝美 様
　〔亡夫　敏夫 様〕  ５０,０００円
◦秋枝　浩二 様
　〔亡父　紀生 様〕  金 一 封　

社会福祉のために
◦匿名 様（大嶺町）  ２０,０００円
◦匿名 様（大嶺町）３件  金 一 封　
◦小野　泰子 様（豊田前町）  ２,０００円
◦匿名 様（美東町）  金 一 封　
◦瀬戸内部品（株）従業員一同 様（美東町）
  １３,７９４円
◦匿名 様（秋芳町）
　子育てリユースのお礼  金 一 封　
車両・福祉用具・物品借用のお礼
◦匿名 様（大嶺町）  １０,０００円
◦匿名 様（大嶺町）  金 一 封　
◦匿名 様（秋芳町）  ２,０００円

◦国際ソロプチミスト美祢 様
　「福祉の市」メモリアルイベントへ
  １０,０００円

◦小野　泰子 様（豊田前町）  お菓子
◦匿名 様（豊田前町）  衣類

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３年１２月１日～１２月３１日）

ありがとうございます

寄付合計　１,４４７,７９４円

指定寄付



みねし社協だより みんなしあわせねっとわーく 第１３６号　令和４年（２０２２年）２月８

しあわせ写真館 令和４年１月９日（日）：美祢市民会館IN 美祢市成人式　

美東地区集合写真

大嶺地区集合写真

秋芳地区集合写真

伊佐・於福・豊田前・厚保地区集合写真

成人を迎えられた皆さま
おめでとうございます。

皆さまの人生が
ますます素晴ら
しいものとなり
ますように！

「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・記入の上、ご応
募願います。


