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厚狭川河川敷にお花見に行きました。約２００本の
桜が見事に咲き誇り、ご利用者の笑顔も、桜と同様
に満開でした。

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、自宅での生活を基本
に、通いを中心として、要支援・要介護者の様
態や希望に応じて、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、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

～小規模多機能型居宅介護事業所～
みんなの家あそう

～みんなの家あそう～
✿ お花見散歩 ✿
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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

地域福祉に関すること

美祢市社会福祉協議会事業計画及び予算
※事業計画は一部抜粋しています。

令和４年度

地域のネットワークづくり、
福祉の輪づくり運動
・�イベントや講座、研修会の開催による福祉啓発
・�各地区福祉活動計画策定支援による地域力の
強化、推進
・地区社会福祉協議会連絡会議の開催
・福祉員、民生委員・児童委員の連携強化
・�地域食堂及び子ども食堂実施グループの連絡
会議の開催
・被災地の継続支援
・防災と災害復興支援検討会の開催
・バス停ベンチの設置事業
・�貸出事業(車いす、介護ベッド、車いすのまま
乗車できる福祉車両、チャイルドシート、レク
用品、バザー用品など)
・ふれあいいきいきサロン活動支援
・防犯設備設置経費の助成金交付事業
・共同募金助成金配分事業
・フードバンク事業

高齢者福祉
・地域密着型小規模多機能型居宅介護施設の運営
　(みんなの家あそう)
・居宅介護支援事業(ケアプラン作成)
・訪問介護事業(ホームヘルプサービス)
・介護予防・日常生活支援総合事業の受託
・生活支援体制整備事業の受託
・在宅介護者支援
・長寿者(百歳)へお祝い品贈呈

障害者福祉
・相談支援事業所の運営
　(美祢相談支援センターあきよし)
・就労継続支援B型施設の運営
　(さつき園、ぴのきお、りんどう)
・居宅介護事業(ホームヘルプサービス)
・地域活動支援センターの受託運営(ひので)
・社会参加促進事業の受託
・コミュニケーション支援の受託
　(�点字、手話、広報誌の音訳・点訳、手話奉仕
員養成講座、手話通訳者派遣事業)

・移動支援事業の受託

児童福祉
・子どもの居場所づくり支援(みねっ子広場など)
・子育て用品リユース事業
・保育園、幼稚園へ交通安全用品配布
・子育てサロンの活動支援
・ひとり親家庭支援(入学祝品、親と子の集い)
・ブックスタート事業
・ファミリーサポートセンター事業の受託
・ことばの教室幼児部事業の受託運営
・障害児デイケア推進事業の受託運営
　(コアラハウス)

ボランティア活動
・美祢市ボランティアセンターの運営
・�ボランティアコーナーの充実とボランティア
アドバイザーの配置
・ボランティアの養成と活動の支援
・福祉教育やボランティア学習の推進
・ボランティアに関する各種保険加入受付



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

社 会 福 祉 事 業 予 算
（単位：千円）

社協運営に関すること相談支援に関すること

団体事務に関すること

収　　　　　　　　　　入
科　　　目 金　額 科　　　目 金　額

前期末支払資金残高 36,364 介護保険事業収入 80,805

会費収入 8,410 就労支援事業収入 12,361

寄附金収入 9,215 障害福祉サービス等事業収入 99,884

経常経費補助金収入 83,543 受取利息配当金収入 28

受託金収入 51,284 その他の収入 881

貸付事業収入 1,401 積立資産取崩収入 18,000

事業収入 3,170 拠点区分間繰入金収入 14,698

負担金収入 310 サービス区分間繰入金収入 36,334

合　計　　　　456,688

支　　　　　　　　　　出
科　　　目 金　額 科　　　目 金　額

人件費支出 275,975 長期貸付金支出 1,600

事業費支出 39,124 ファイナンス・リース債務の返済支出 923

事務費支出 22,505 積立資産支出 13,045

就労支援事業支出 12,356 拠点区分間繰入金支出 14,698

共同募金配分金事業費 9,378 サービス区分間繰入金支出 36,334

助成金支出 8,048 その他の活動による支出 8,628

負担金支出 402 予備費支出 266

その他の支出 600 当期末支払資金残高 12,806

合　計　　　　456,688

・【新】社協力向上プロジェクト事業
・�【新】事業継続計画の研究と策定による、災
害時並びに感染症蔓延時の適正な業務推進

・社協の発展に向けた運営基盤の強化
・社協会員制度の浸透
・理事会、評議員会、会長・副会長会議等の開催
・地域福祉活動計画の推進と進捗評価
・社協だより、ホームページ、SNS等の充実
・職員資質の維持向上に向けた研修
・�研修、実習引受による福祉マンパワーの育成

総合的な相談の体制づくり
・重層的支援体制整備事業移行準備事業の受託
・高齢者生活相談所の運営
・心配ごと相談所
　(特設相談会：行政相談、消費生活相談)の開催
・無料職業紹介事業

重点目標
(１)地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の
　��構築による安心して生活できるまちづくり
(２)福祉の輪づくり運動を通じた地域のつながりづくり
(３)ボランティア活動の充実と地域で活動する人づくり
(４)障害者総合支援事業と介護保険事業の充実
(５)介護予防・日常生活支援総合事業の体制整備

(６)生活困窮者自立支援制度の円滑な事業実施
(７)社会福祉利用者保護事業の推進と総合相談体制の整備
(８)行政との連携による委託事業と指定管理事業の充実強化
(９)法人運営基盤の強化と組織体制の整備
(１０)コロナ禍における新たなつながりの創出

個別支援
・成年後見制度の利用支援と法人成年後見の実施
・�生活困窮者自立支援事業及び被保護世帯就労
支援事業の受託(家計改善、就労支援)
・非常時における物品等支給事業
・地域福祉権利擁護事業の受託
・被災者世帯の援護
・生活費や医療費の貸付金事業

・美祢市共同募金委員会
・美祢市老人クラブ連合会
・美祢市ボランティア連合会
・各地域ボランティア連絡協議会
　(美祢・美東・秋芳)
・美祢市心配ごと相談員連絡協議会
・美祢市連合遺族会
・美祢市社会福祉法人地域公益活動推進協議会
・フードバンク山口みねステーション



4 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。

福祉車両　貸し出しています

　美祢市社会福祉協議会では、車いすでの外出時(通院・買い物等)に利用できる福祉車両を無料で貸し出し
ています。
　３月２２日（火）に福祉車両の使用方法について美祢ボランティア連絡協議会の役員さんに体験してもらい
ました。この日はリフト車と呼ばれるタイプの車両の操作を確認しました。リフト車は力の弱い方でも車い
すを車両に乗せることができます。
　いざという時のため、使用方法に関するご相談にも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
　また、移送の悩みの多い美祢市で、移送支援や移送ボランティア等にご興味ある方もご相談いただけると
幸せます。あなたの運転免許とお時間をボランティアに活かしてみませんか？

　その他、サロンやボランティアのグループで研修等に参加する時に利用できる車両（１０人乗りハイエー
ス）も無料で貸し出しをしております。

▲スロープ付き軽自動車▲リフト付き軽自動車

▲１０人乗りハイエース

車いすが一時的に必要な方には
スロープ、手押し車等も無料で
貸し出しをしておりますので、
ご相談ください。



５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 ５/ １１(水)
９時30分～ 11時30分

５/ １８(水)
10時～ 12時

５/ ２５(水)
９時30分～ 11時30分

内　 容 「寄せ植え」
※ 参加希望の方は事前にご

連絡ください
・参加費　５００円

「フラワーボックスづくり」

・参加費　２００円

「清掃・ウォーキング」
　※雨天時はコーナーにて
　　レクリエーション予定

・参加費　無料

ボランティアコーナーからこんにちは！

通 信

　福祉の市イメージキャラクター「ここみちゃん」のハートから始まったリレー動画♪
　新型コロナウイルスの影響で従来の福祉の市の開催を自粛している今、実際に多くの人が一同に集まるこ
とは難しくても、動画の中でつながっていこう。
　個人や仲間でハートを繋ぐ動画を撮って送ってください！

ここみちゃん
ハートリレー動画募集！

★ 参加方法（動画投函）
お名前（グループの場合はグループ名）、電話番号、住所（町名までで可）を入力し、メールで申し

込んでください。美祢にゆかりのある方なら市外からの参加もOKです。

※ 社協の各地域福祉センターでの撮影も可能です。撮影に来てほしい方(グループ)はご相談ください。

【動画のルール】
被写体となる人の右側（撮影者から見て左）からハート（直径１５センチ以上の柔らかいものであれば
なんでも可）を投げてもらい、それをキャッチした後カメラに向かってポーズをとって、左側（撮影者
から見て右）にハートを投げてください。参考動画を美祢市社会福祉協議会のFacebookにUPしていま
すのでご覧ください。

※ 動画の中にはなるべく、被写体となる人のみが映るようにしてください。
※ 音声は使用されません。
※ 動画の形式はmp4が望ましいです。スマートフォン等で撮影したものはそのまま使用でき

る可能性が高いです。その他対応の可否がありますので、お問い合わせください。
※ 公序良俗に反する動画、営利目的の動画は使用できない場合があります。
※ 送っていただいた動画は美祢市社会福祉協議会の管理のもと広報やインターネット上に

アップされます。

参考動画はコチラ！



「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

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　５月１１日（水）
　　　　１３時３０分～１４時３０分
内　容　 ウォーキング
参加費　無料

会　場　 秋芳地域福祉センター
日　時　５月１７日（火）
　　　　１３時３０分～１５時
　　　　５月３１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。

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！

最近よく耳にするＳＤＧｓ！
手話ではこうして表現します！

　ファミリーサポートセンターでは、地域で子育
てを支え合うお手伝いをしています。
　子どもが好きな方、子育て中の人を応援したい
方など、支え手として協力会員になりませんか？
　また、お手伝いをしてほしい子育て中のみなさ
んのご相談もお待ちしています。

引用サイト：手話しゅわ SHUSHUSHU
(http://hs８4.blog.jp/)

手話は言語 ～ SDGs ～

ファミリーサポートセンターみね
協力会員募集中！

～地域ぐるみで安心子育て！
人と人をつなぎ、子どもたちに笑顔を♡～

左 手 は 指 文 字 の
【Ｓ（サ）】にして、
人 差 し 指 と 親 指
を 丸 っ こ く 折 り
曲 げ た 右 手 を 左
手 の 上 か ら ク ル
ン と 下 に 動 か し
ます。

詳しくは、社会福祉協議会窓口、
または、お電話ください。
( ☎０８３７－５２－５２２２)



大　嶺　町
◦塩濱　実�様
　〔亡母　繁子�様〕� ５０,０００円
◦篠田　伸二�様
　〔亡母　敦子�様〕� 金�一�封　
◦永冨　保計�様
　〔亡母　ツルコ�様〕� ５０,０００円
◦匿名�様　２件� 金�一�封　
伊　佐　町
◦勝原　伸次�様
　〔亡妻　美代子�様〕� 金�一�封　
◦山本　保�様
　〔亡母　聴代�様〕� 金�一�封　
◦野原　利夫�様
　〔亡子　弘之�様〕� ３０,０００円
豊 田 前 町
◦中丸　熙子�様
　〔亡夫　久次�様〕� 金�一�封　
◦三輪　初惠�様
　〔亡母　コトミ�様〕� 金�一�封　
於　福　町
◦利重　紀美江�様
　〔亡夫　一人�様〕� ５０,０００円
◦岡﨑　薫�様
　〔亡母　キヨ子�様〕� 金�一�封　
◦上利　真澄�様
　〔亡母　山田　節子�様〕� 金�一�封　
西 厚 保 町
◦村田　芳子�様
　〔亡夫　初男�様〕� ５０,０００円
美　東　町
◦志賀　英男�様
　〔亡母　信子�様〕� 金�一�封　
◦宮田　啓子�様
　〔亡夫　宏志�様〕� 金�一�封　

秋　芳　町
◦田村　勝�様
　〔亡父　義信�様〕� ５,０００円

社会福祉のために
◦美祢手話どんぐりの会�様� 金�一�封　
◦匿名�様（大嶺町）
　子育てリユースのお礼� 金�一�封　
◦匿名�様（大嶺町）� ２,０００円
◦匿名�様（大嶺町）� 金�一�封　
◦ボランティア友愛�様（於福町）
　会の解散清算金の一部として� 金�一�封　
◦匿名�様（於福町）� 金�一�封　
◦アンパンマンハウス�様（美東町）
� １５,０００円
◦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（大嶺町）� 金�一�封　
チャイルドシート借用のお礼
◦匿名�様（豊田前町）� ２,０００円
◦匿名�様（豊田前町）� 金�一�封　

◦秋芳美東更生保護女性会�様
　美祢市ボランティア連合会へ� １,０００円

◦吉村　春代�様（於福町）� 介護用品
◦匿名�様（豊田前町）� 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３月１日～３月３１日）

ありがとうございます

寄付合計　６３４,９４５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１３９号　令和４年（２０２２年）５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

職　　種 ケアマネジャー
（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

介護保険事業　非常勤職員募集

蔀
しとみ

　心
こ こ ろ の す け

之輔くん
 令和３年７月生 大嶺町

元気に大きく育ってね

　防犯意識や地域福祉の向上を図るため、各行政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)の設置費用の一部を助成します。詳
しくは本会までお問い合わせください。

★留意事項★
① 本年度内に、１地区あたり、防犯灯は２灯まで、防犯カメラは１基までの

助成となります。
②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。

　★お問合せ★
　美祢市社会福祉協議会本部　電話　0837-52-5222

令和４年度防犯設備設置費用助成

七五三で禰
ね ず こ

豆子と炭
た ん じ ろ う

治郎になりきり

田
た な べ

邉　怜
れ い こ

子ちゃん
 平成３０年１１月生

田
た な べ

邉　宏
ひ ろ あ き

明くん
 令和３年１月生 伊佐町


