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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

社協運営
・理事会、評議員会の開催
・�地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会の開催
・�社協だより、ホームページ、SNSの発信
・職員資質向上のための研修会参加
・社協会員の募集
・�善意銀行の運営

地域福祉
・ふれあいいきいきサロンの活動支援
・地区社協連絡会議の開催、地区社協の支援
・福祉員・民生委員児童委員合同研修会の開催
・県社協モデル事業の実施
・福祉の輪づくり運動「小地域福祉活動強化事業」の実施
・�地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業
の実施
・�生活支援体制整備事業の推進(コーディネーター配置、
協議体の運営、集いの場づくりの支援)
・共同募金、歳末たすけあい運動の推進
・民生委員児童委員活動の支援や協働
・�実習生受け入れなどによる福祉マンパワーの育成
・�福祉学習の推進
・�フードバンク事業

高齢者福祉
・ホームヘルプサービス事業
・ケアプラン作成事業
・介護予防・日常生活支援総合事業の受託
・介護予防訪問介護事業
・�小規模多機能型居宅介護施設の運営(みんなの家あそう)
・キャラバンメイト及び認知症サポーター活動の支援
・�在宅介護者支援
・敬老行事の協賛
・美祢市生涯現役推進事業の受託(囲碁、将棋)

障害者福祉
・ホームヘルプサービス事業
・相談支援センターの運営(あきよし)
・�就労継続支援B型事業所の運営(さつき園、ぴのきお、
りんどう)

・�地域活動支援センター事業所の受託(ひので作業所)
・�障害児デイケア推進事業の受託(コアラハウス)
・授産機能の充実と自主製品開発や販路開拓
・社会参加促進事業の受託(ひまわりサロン)
・�点訳・音訳広報誌、点訳カレンダーの発行支援
・手話・点訳講習会の開催支援
・美祢市手話奉仕員養成講座事業の受託
・美祢市手話通訳者派遣事業の受託

児童福祉
・�子育て用品リユースルームの設置
・親子の居場所づくり支援
・�２歳までの赤ちゃんに絵本配布(ブックスタート)
・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
・子どもと地域の交流の場づくり(みねっ子広場)
・ひとり親家庭への入学祝品配布
・�園児ワッペン、小学１年生連絡帳袋の配布(福祉啓発活動)

住民福祉
・住民ふくし講座の開催
・�収集活動(アルミ缶、プルタブ、ペットボトルキャッ
プ、書き損じはがき、使用済み切手等)の推進
・防犯設備設置費用の助成
・公共施設等へのベンチ設置
・被災者世帯の援護
・非常時における物品等の支給
・�福祉サービス利用者保護の推進
・�貸出事業(車いす、介護用ベッド、車いすのまま乗車で
きる福祉車両、チャイルドシート、レクリエーション
用品、バザー用品など)

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運営
・�ボランティア活動の全般的支援
・高校生ボランティアの活動支援
・災害ボランティアセンター活動資器材の維持、管理

令和３年度

美祢市社会福祉協議会事業報告



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

令和３年度　美祢市社会福祉協議会決算報告
　令和４年５月３０日に美祢市社会福祉協議会定款４０条の規定に基づき、令和３年度美祢市社会福祉協議
会の事業報告並びに収支計算書類、貸借対照表、及び財産目録について３名の監事の方々に監査をしていただ
き、６月１３日の理事会及び６月２７日の評議員会において承認されました。

収入の部 支出の部
科　　　　　　目 金　　額 科　　　　　　目 金　　額

　前期繰越活動増減差額 57,561 　人件費 286,232
　会費収益 7,603 　事業費 33,600
　寄附金収益 8,531 　事務費 18,059
　経常経費補助金収益 81,114 　就労支援事業費用 12,825
　受託金収益 53,752 　返還金費用 988
　事業収益 2,713 　共同募金配分金事業費 9,713
　負担金収益 260 　助成金費用 6,213
　介護保険収益 77,349 　負担金費用 401
　就労支援事業収益 12,774 　減価償却費 4,507
　障害福祉サービス等事業収益 100,476 　国庫補助金等特別積立金取崩額 ▲ 507
　受取利息配当金収益 6 　その他費用 809
　その他の収益 2,780 　その他の積立金積立額 18,000
　その他の積立金取崩額 45,500 　次期繰越活動増減差額 59,579

収　入　合　計 450,419 支　出　合　計 450,419

○ 事業活動収支計算書

○ 貸借対照表
負　　債　　の　　部 金　　額

流動負債 29,222
　事業未払金 26,314
　1 年以内返済予定リース債務 919
　預り金 1,989
固定負債 133,259
　長期運営資金借入金 5,080
　リース債務 765
　退職給付引当金 116,214
　その他の固定負債 11,200

負 債 の 部 合 計 162,481
純 資 産 の 部 金　　額

　基本金 3,000
　基金 117,950
　国庫補助金等特別積立金 8,201
　その他の積立金 36,460
　次期繰越活動増減差額 59,579

純 資 産 の 部 合 計 225,190
負債及び純資産の部合計 387,671

資　　産　　の　　部 金　　額
流動資産 66,968
　現金預金 27,572
　事業未収金 38,487
　その他 909
固定資産 320,703
　基本財団 3,000
　その他の固定資産 317,703
　　　建物 53,666
　　　車輌運搬具 1,520
　　　器具及び備品 2,515
　　　無形リース資産 1,378
　　　ソフトウェア 1
　　　投資有価証券 430
　　　長期貸付金 2,288
　　　退職手当積立基金預け金 95,745
　　　退職給付引当資産 550
　　　積立資産 159,610

資 産 の 部 合 計 387,671

　（単位：千円）

　（単位：千円）

美祢市社会福祉協議会事業報告
総合的な相談支援の体制づくり
・�心配ごと相談所の運営(特設相談会：行政相談、消費生活相談)
・高齢者生活相談所の運営

個別支援
・成年後見制度の利用支援
・法人成年後見の実施
・�生活困窮者自立相談支援事業及び家計改善支援事業、
被保護世帯就労支援事業の受託
・�地域福祉権利擁護事業の受託
・�貸付金事業

団体事務
・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。

　フードバンクとは、まだ食べられるのに様々な理由で廃棄処分されてしまう食品を回収し、必要とする場
へ繋いでいく活動です。この取り組みは県内外でも広がっています。
　美祢市社協では、「NPO法人フードバンク山口」と連携し、フードバンク活動の市内の活動拠点として
秋芳地域福祉センターに「みねステーション」を開設しています。
　昨年度は、２，２３７品もの食品、１，２９０ｋｇものお米をいただき、団体を通して、約１００世帯へお
届けしました。皆様の温かいご支援、ありがとうございました。

　現在、食品回収用のフードバンクポストをザ・ビッグ美
祢店、サンマート美祢店、中国自動車道美東サービスエリ
ア上り線に設置しています。フードバンク山口ののぼり旗
を目印に設置していますので、ぜひご協力をお願いします。
また、各地域福祉センターでも食品のご寄付をお預かりし
ています。

　ポストから食品回収・整理などをしていただくボランティ
アが現在２名いらっしゃいます。他にもボランティアをし
てくださる方、大募集中です！ご興味のある方は、社協ま
でお問い合わせください。

・未開封のもの　・常温保存のできるもの
・賞味期限が１ヶ月以上あり、食品表示の明記があるもの

まだ食べられるのに
処分されてしまう食
品を回収

集まった食品をこど
も食堂や食に困って
いる方に提供

フードバンク山口　みねステーションからのお知らせ！
「もったいない」を「ありがとう」に変えるしくみ

食品回収用「ポスト」を設置しています

ポストに寄付していただける食品

あつめる とどける

缶詰

お菓子など

乾物・麺類

調味料、食用油 飲料など

インスタント・
レトルト食品

フードバンクとは・・・？

引き続きご協力を
よろしくお願いします

お米や農産物等のご寄付につい
ては、社協までご連絡ください。



５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 ７/ １３(水)
９時30分～ 11時30分

７/ ２０(水)
10時～ 12時

７/ ２７(水)
９時30分～ 11時30分

内　 容 講座
「保健師さんによる健康講座」

・参加費　無料

体験
「パステル画を描いてみよう！」
※７/13(水)までにお申し込みください。

・参加費　５００円

体験
「さをり織りで小物作り」

※7/20(水)までにお申し込みください。

・参加費　２００円

ボランティアコーナーからこんにちは！

通 信

　美祢市社協では、「音訳ボランティア
グループ虹の会」が作成した「みねし社
協だより」音訳テープを、美祢市在住で、
目の見えない方へ毎月お届けしていま
す。
　音訳テープをご希望される方、友人知
人にご紹介したいという方は美祢市社協
（電話：0837-52-5222）までご連絡く
ださい。

① ７月２９日（金）
② ７月３０日（土）
１９時４５分～２１時

場　所：秋吉台展望台付近
　　　　（現地受付・現地解散）
対　象：小学生の親子
定　員：各１０組
参加費：３００円／組

※参加申込開始日時：７月１日 ( 金 ) １２：００～
　各イベントのＱＲコードを読み取り、Google フォームの専用ページから
お申し込みください。後日、参加可否通知をお届けします。

① ８月２日（火）
② ８月４日（木）
③ ８月５日（金）
９時～１３時

場　所：仙崎人工島ほか（長門市）
対　象：小学生
定　員：各１０人
参加費：３００円／人（餌代含む )
※�参加者の申し込み後送迎ルートを決定
いたします。

① ８月１６日（火）
② ８月１８日（木）
９時３０分～１２時
③ ８月１９日（金）
１３時３０分～１５時

場　所：① 美祢ボランティアコーナー
　　　　② 秋芳地域福祉センター
　　　　③ 美東地域福祉センター
対　象：小学生
参加費：無料
※申し込み状況により会場等変更する場合有

「みねし社協だより」音訳テープをお届けしています。

～みねっ子広場　参加者募集中！～

このような封筒でご自宅
に音訳テープが届きま
す。返却は宛名を美祢市
社協に変更し、郵便ポス
トへ投函するだけ！！

※�社協だよりの音訳は、美祢市
社協HPでも公開しています。
こちらもぜひ！！

運営に関わってくださる
ボランティアさんも募集中！

夏の天体観測 魚釣り 勉強会



「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　７月６日（水）
　　　　１３時３０分～１４時３０分
内　容　�七夕気分を味わおう
　　　　～短冊作り～
参加費　無料

会　場　�秋芳地域福祉センター
日　時　７月５日（火）
　　　　１３時３０分～１５時
　　　　７月１９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！

　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 ～花火～
夏の風物詩といえば、花火！

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♡～

　両手の指をすぼ
めて指先を上にし
て 構 え た ら、 片 方
ずつ順番に上に上
げて手をパッパッ
と 開 き ま す。 こ れ
は花火が打ち上が
る様子を表現して
いますね♪

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

◦河村　祥子 様
　〔亡夫　茂樹 様〕  ５０,０００円
◦上田　紀代美 様
　〔亡夫　敦美 様〕  金 一 封　
◦金子　英子 様
　〔亡夫　義治 様〕  金 一 封　
◦匿名 様  ３０,０００円

伊　佐　町

◦橋本　直子 様
　〔亡夫　公人 様〕  １００,０００円
◦藤井　希志子 様（下関市）
　〔亡姉　吉村　佳代子 様〕  金 一 封　

豊 田 前 町

◦屋子　カズ子 様
　〔亡夫　正二 様〕  ５０,０００円

於　福　町

◦西村　幹枝 様
　〔亡母　杉村　和子 様〕  金 一 封　

美　東　町

◦藏重　宏史 様
　〔亡母　浩子 様〕  ５０,０００円
◦藤井　新一 様
　〔亡母　キミ 様〕  金 一 封　
◦村田　朝子 様
　〔亡夫　旭 様〕  金 一 封　
◦小川　大助 様
　〔亡父　茂 様〕  金 一 封　
◦坪井　　男 様
　〔亡母　聰子 様〕  金 一 封　

◦岩川　玲子 様
　〔亡夫　日出男 様〕  金 一 封　
◦山本　久美子 様
　〔亡夫　雄太郎 様〕  金 一 封　

秋　芳　町

◦秋山　美智男 様
　〔亡父　敏 様〕  金 一 封　
◦田原　生和子 様
　〔亡夫　史郎 様〕  金 一 封　
◦三原　正子 様
　〔亡夫　務 様〕  １０,０００円
◦松田　厚子 様
　〔亡父　寳作 様〕  ５０,０００円
◦杉山　リツ子 様
　〔亡夫　安春 様〕  金 一 封　

社会福祉のために
◦みね華の会 様  ３,０００円
◦匿名 様（大嶺町）  ５,０００円
車両・福祉用具・物品借用のお礼
◦匿名 様（秋芳町）  金 一 封　
チャイルドシート借用のお礼
◦匿名 様（於福町）  ５,０００円
◦小田村　忠幸 様（秋芳町）  金 一 封　

◦匿名 様（伊佐町）  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５月１日～５月３１日）

ありがとうございます

寄付合計　６５６,０００円



みねし社協だより みんなしあわせねっとわーく 第１４１号　令和４年（２０２２年）７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

山
やまもと
本　優

ゆ う と
斗くん

 令和３年９月生 豊田前町

1 人でお座り出来たよ

柳
や な い
井　翔

しょうき
稀くん

 令和４年１月生 大嶺町

元気に育ってね

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募集要項
－２０２２－


