
No.みねし社協だより

みんな しあわせ ねっとわーく

令和４年（2022年）６月

140No.

美祢市社協だより 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。1 編集・発行　　 社会福祉法人 美祢市社会福祉協議会
電話 ０８３７-５２-５２２２　 FAX ０８３７-５２-０５２９　 メールアドレス mine＠mine-shakyo.jp

編集 ・発行　　 社会福祉法人 美祢市社会福祉協議会　 〒759-2212 美祢市大嶺町東分３２０番地１
TEL 0837-52-5222　  FAX 0837-52-0529　 メールアドレス mine＠mine-shakyo.jp　 ホームページ  http://www.mine-shakyo.jp

目　　　次
P １　見守りボランティア
P ２　外国人技能実習生紹介
P ３　ファミサポからのお知らせ
P ４　紹介！！町の元気人！！
P ５　ふれあいコーナー
P ６　社協会費募集のお知らせ
P ７　善意銀行
P ８　しあわせ写真館

地域で見守り、地域で育てる
～今日も元気に登校中です！～

　市内各地には、毎日朝早くから黄色いジャンパーや
防犯ベストに身を包み、子ども達の登下校中の安全・
安心のために立

りっしょう

哨活動をされている見守りボランティ
アさんがいらっしゃいます。日々地域の子ども達の安
全を見守り、子ども達の成長を願い、ボランティア活
動に励んでいます。

美東地域での活動の様子



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

～美祢市から故郷を思う～
　外国人技能実習生

特 集

日本に来て
　「楽しかったこと」

日本に来て
　「驚いたこと」 好きな「日本食」

　近年、国際化が進む中、日本で暮らす外国人が
増えており、美祢市においても約２４０名の方が
暮らしています。
　そこで、今月号から、美祢市で就業されている
外国人技能実習生や受け入れ企業をご紹介してい
きます。今回は、令和２年と３年に開催された「外
国人住民のための日本語教室」（主催　山口県国際
交流協会、共催　美祢市）に参加された、薬仙石
灰株式会社（伊佐町）で働くベトナムからの実習
生をご紹介します。

「外国人技能実習制度」とは…？
　国際協力のひとつとして、企業の技能、技術、
知識を活用し、経済発展を担う「人づくり」に
協力することを目的としています。
　受入れ企業等との雇用関係のもとで、最長３
年間の技能実習を行うことができます。
　帰国後は、実習で身に付けた技能、技術、知
識や考え方などを活かし、母国の発展のために
活躍されます。

・タインさん
日本人と一緒に色々な勉強や
経験ができたこと

・ハーさん
桜を見ることができたこと

・ズンさん
日本の友達にあえたこと

・ヴァンさん
とてもきれいな名所にたくさ
ん行ったこと

・タインさん
ゴミが落ちておらず、環境が
きれいなこと

・ハーさん
新幹線に乗ったこと
とても速かったです

・ズンさん
美祢市の景色

・ヴァンさん
列車や電車に乗ったこと

・タインさん
焼きそばです

・ハーさん
刺身です

・ズンさん
寿司です

・ヴァンさん
寿司が一番好きです

薬仙石灰株式会社
・�石灰石採掘及び炭酸カルシウムの製造販売
生石灰と消石灰の製造及び製品の加工販売
・美祢市伊佐町伊佐 3362番地
・電話（0837）52-1458

　取引先から、「ベトナムの人は、手先が
器用で、温和な人が多いよ！」と聞き、受
け入れを決めました。
　一番の心配は、「日本語」と「コミュニケー
ション」でしたが、配属されてビックリ！
単語やジェスチャーで、ほとんどのコミュ
ニケーションを図ることができました。彼
女たちは、本当に真面目で、仕事が終わっ
てからも、黙々と日本語の勉強をしていま
す。（部屋の中は、日本語の付せんだらけ）
　日本語教室には、実習生から「日本語を
もっと勉強したい」という申し出があった
ので参加させていただきました。
� （総務課　ご担当者様のコメント）

元気にがんばっています！
（左から、タインさん、ハーさん、ズンさん、ヴァンさん）



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 ６/ ８(水)
９時30分～ 11時30分

６/ １５(水)
10時～ 12時

６/ ２２(水)
９時30分～ 11時30分

内　 容 「藤の花づくり」
※�お花紙などを使用した
　工作です。
・参加費　１００円

「裏紙でメモ帳を作ろう！」

・参加費　無料

「ヤクルトさん講座」
～みんなで防ごう　食中毒～

・参加費　１００円

ボランティアコーナーからこんにちは！

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

～「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～

素敵な音楽を聴きながら
カフェでリフレッシュしませんか？

会　場

内　容

参加費

申込方法

令和４年６月２２日（水）１３：３０～１５：００

〆切６月１５日（水）

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

市内で活動中の音楽ボランティアさんによる
生演奏＆情報交換会♪

６００円（スコーン２個、飲み物代）

美祢市社会福祉協議会までお電話ください。

※新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
　�また、感染拡大状況により開催を中止する場合があります。

先着
１５名 会員ではな

いお友達や
お子さま連
れの参加も
OKです！



4 美祢市社協では、町の元気人を募集しています。ぜひご紹介ください。

次回はどんな方がインタビューに答えてくださるのか、楽しみですね！乞うご期待！

紹介！！町の元気人！！ ～ 地域の元気なひと登場 ～

堀
ほりなが

永　武
た け こ

子さん　（７８歳）　秋芳町秋吉

Q.ずっと秋吉にお住まいですか？
　昭和1８年に秋吉瀬戸に生まれました。両親と祖母と兄弟６人、乳牛やニワトリとにぎやかな家族でした。
結婚を機に大阪へ住むことになりました。大阪、奈良、京都と歩き回り夢のような1０年間でした。ですが、
ふるさとを離れて、ふるさとを思う気持ちがふくらんでいきました。昭和５1年に親子４人で私の実家近くに
住むことを決め、主人と２人して小さな家を完成させることができました。大阪では見ることのできなかっ
た美しい青空と星空を見上げ幸せいっぱいになりました。

　今回の元気人は、お会いするといつも元気を分けてくださる堀永
武子さんです。食生活改善推進員や婦人会、ボランティアなど様々
な活動をしておられます。そんないつも明るく元気な堀永さんにお
話を伺ってきました。

Q.こちらに戻られてからはどのような生活を送られてましたか？

Q.最後にひと言お願いします！

　戻ってきてからは、ず～っと秋吉駅前の前田百貨店にお世話になりました。
３０年もの間働くことができ、一番の宝物です。心から感謝しています。おか
げで、地元の皆さんと仲良くなり、隣近所が住み慣れた人々に恵まれ、「おばちゃ
ん元気ですか？」「困ったことはありませんか？」など気軽にお話しすることが
できます。他にも、戻ってすぐに食推や婦人会にも入り、いろんな活動をして
きました。

　今まで元気で楽しく生きてこられたことは、氏神さまとご先祖さまに守
られてきたから。私はとても幸せ者です。世界には新型コロナに加え、ロ
シアによるウクライナ侵攻、不安な日々を送っていますが、いつか変化す
ると信じています。次に生きる子どもたちが夢をもって幸せに生きてほし
い…。
　自然豊かな秋吉の地で、“おいしいね！おいしいね！”“いいね！いいね！”
と言いながら、秋吉台の風になるまで自分流に暮らしを愉（たの）しみたい
です。

Q.どのような子どもさんでしたか？
　「ばあちゃんっ子」でした。お風呂に入る時も２人、眠る時も２人、朝も２人で顔を洗って朝日を拝み、寝る
前はいつも佛様(ほとけさま)の前で領解文(りょうげもん)を唱えていました。中学生になって両親と山仕事や
畑仕事、田植えに稲刈り、しょうゆから味噌づくりまで家族みんなで協力していました。兄弟とは今でも仲
良しです。一緒にお花を育てたり、温泉へ行ったりと楽しく過ごしています。

～インタビューを終えて～
　いろいろお話を伺う中で堀永さんの明るさ、元気さの秘訣を知ることが
できました。昔の写真を見ながら、楽しそうにその時の話をしてくださり、
まだまだ伺いたいことがいっぱいです。秋吉を大好きなことがよ～く伝
わってきました。私も堀永さんのように、会う人に元気を与えられるよう
な人になりたいな・・・。堀永さんありがとうございました。

幸せそうに結婚式の写真
を見せてくださいました。
他にも新婚旅行の写真や
ご家族の写真などたくさ
ん 見 せ て い た だ き ま し
た！仲の良いご家族であ
る こ と が ひ し ひ し と 伝
わってきました。
すてきですね♥♥♥



５「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

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　６月２９日（水）
　　　　１３時３０分～１４時３０分
内　容　�モルック (雨天中止 )
参加費　無料

モルックは今話題のスポーツです！

会　場　�秋芳地域福祉センター
日　時　６月７日（火）
　　　　１３時３０分～１５時
　　　　６月２１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！

６月といえば梅雨の季節ですね。今回は梅雨にちなんで、「雨」の手話をご紹介します！

引用サイト：手話しゅわ SHUSHUSHU（http://hs８4.blog.jp/archives/７０6２０３０.html）

手話は言語 ～雨～

　両手の手のひらを
開いて指先は下に向
け、同時に２回おろ
し ま す。 雨 が ザ ー
ザーと降っているイ
メージです。

　「大雨」や「豪雨」
を表現するときは、

「雨」の手話を強く
表現します。
　手の動きだけでは
なく、表情などでも
表現することがポイ
ントです♪



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。6

令和４年度 社協会員会費募集のお知らせ
ご協力をお願いいたします。

　毎年、皆様よりお寄せいただく社協会員会費が、地域福祉活動を支えていただく貴重な財源となっ
ています。コロナ禍で、新しい生活様式を求められる社会情勢の中、皆様のご支援により、様々な地
域福祉活動を行っています。
　今年度も、各地区の身近な福祉員さんを通じて、会費募集のお声かけをさせていただきますので、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　その他、各種地域福祉事業については、次回（７月発行）の「社協だより」に令和３年度事業報告
として、詳しく掲載します。

個人VO・グループ
の活動支援をしてい
ます

地域へより早い情報
発信のため、広報誌
の毎月発行・SNS等
随時更新も行ってい
ます

安全で安心な地域づ
くりを目指す中で、
防犯灯設置助成も
行っています

小地区で行われる行
事や見守り活動等も
支援しています

気軽に立ち寄れる
VOコーナーも市内
に 3箇所設置してい
ます

福祉用具 ( 車いす・
電動ベッド等 ) の貸
出も行っています

会員種類 年会費

一般会員（世帯単位で、美祢市内全ての世帯にお願いをしています） 1,000 円

特別会員（社協活動に対し、特に支持いただける個人等にお願いしています） 2,000 円

★社協会員・会費の種類

★会費の活用内容（一部紹介）
○ボランティア (VO) 活動

○福祉の情報発信

○身近な安全・安心

○地区社協事業

○ふれあいの場づくり

○普段の暮らしで

空き缶回収
分別活動

福祉体験学習
活動の実施

チャイルド
シート貸出

福祉員・民生委員
合同研修

ふれあいいきいき
サロン活動

福祉車両貸出



大　嶺　町
◦野嶋　晃二郎 様
　〔亡義父　彰人 様〕  金 一 封　
◦小田　修身 様
　〔亡父　市夫 様〕  金 一 封　
◦丸橋　政亮 様
　〔亡妻　昌代 様〕  ３０,０００円
◦匿名 様  金 一 封　
伊　佐　町
◦山本　房男 様
　〔亡母　節子 様〕  金 一 封　
◦匿名 様  金 一 封　
於　福　町
◦匿名 様  金 一 封　
◦山田　キヌエ 様
　〔亡母　ヤエ子 様〕  ５０,０００円
美　東　町
◦吉冨　栄志 様
　〔亡父　繁 様〕  金 一 封　
◦田原　枝津子 様
　〔亡夫　敏男 様〕  金 一 封　
◦山田　美佐枝 様
　〔亡母　君子 様〕  金 一 封　
◦藤川　從道 様
　〔亡母　サツキ 様〕  金 一 封　
秋　芳　町
◦杉村　昭弘 様
　〔亡母　綾子 様〕  金 一 封　
◦小川　三枝 様
　〔亡夫　孝生 様〕  金 一 封　
◦松原　明子 様
　〔亡父　毅 様〕  金 一 封　

◦車田　睦美 様
　〔亡母　野村　ミヨ子 様〕  金 一 封　
◦寺田　浩司 様
　〔亡母　三枝子 様〕  金 一 封　
◦荒川　美代子 様
　〔亡夫　保雄 様〕  金 一 封　

社会福祉のために
◦匿名 様（大嶺町）  金 一 封　
◦西岡　博和 様（豊田前町）  ５０,０００円
◦ボランティアあじさい 様（於福町）
  ２０,０００円
◦匿名 様（美東町）  金 一 封　
◦秋吉国鉄バスOB会 様
　解散に伴う寄付金として  ４５,３５５円
◦匿名 様（秋芳町）  金 一 封　
◦三嶋　藤夫 様（秋芳町）  １１,９３７円
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（西厚保町）  金 一 封　
◦匿名 様（美東町）  金 一 封　
◦匿名 様（秋芳町）  金 一 封　
チャイルドシート借用のお礼
◦伊賀　龍彦 様（大嶺町）  金 一 封　
◦匿名 様（大嶺町）３件  金 一 封　
◦匿名 様（美東町）  金 一 封　

◦匿名 様（大嶺町）  手芸用品
◦山田　美佐枝 様（美東町）  介護用品
◦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４月１日～４月３０日）

ありがとうございます

寄付合計　５６０,８２７円



みねし社協だより みんなしあわせねっとわーく 第１４０号　令和４年（２０２２年）６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

木
き は ら
原　美

み さ き
桜ちゃん

 平成３０年５月生 美東町

元気に育ってくれてありがとう

岡
おかむら
村　衣

い と
音ちゃん

 平成３０年７月生 豊田前町

３歳になりました♡
ちょっとおねえちゃん♡

古
ふるかわ
川　結

ゆ い と
翔くん

 令和元年１０月生 大嶺町

２歳の誕生日おめでとう♡

齋
さいとう
藤　佑

ゆ ず
朱ちゃん

 令和２年１２月生 秋芳町

１歳おめでとう♡
やさしい子に育ってね。

兄弟仲良く元気に育ってね！

田
た し ろ
代　唯

ゆ い と
隼くん

 平成２６年１月生
田
た し ろ
代　莉

り お
凰くん

 平成２８年８月生 秋芳町


