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～「もしもの時」に備えた体制づくり～

　6月 6 日、美祢グランドホテルにて、災害ボ
ランティアセンター設置・運営と協力体制に関
する協定の調印式と研修会を開催しました。
　本協定について詳しくは２ページ目でご紹介
します。

防災の日

協定締結団体（写真左から）�
・一般社団法人美祢青年会議所
　飯
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～お忙しい中、
　ご臨席いただき有難うございました～

９月１日は



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

□　水
□　食品（最低３日分）
　　アルファ米、レトルト食品、ビスケット、
　　チョコ、乾パンなど
□　防災用ヘルメット、防災ずきん
□　衣類、下着
□　雨具
□　紐なしの靴
□　懐中電灯（※手動充電式がオススメ）
□　携帯ラジオ（※手動充電式がオススメ）
□　マッチ、ろうそく
□　救急用品
　　ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など
□　ブランケット

□　軍手
□　洗面用具
□　歯ブラシ、歯磨き粉
□　タオル
□　ペン、ノート
□　貴重品
　　通帳、現金、運転免許証、病院の診察券など

□　マスク
□　手指消毒用アルコール
□　石鹸、ハンドソープ
□　体温計

その他にも、必要なものがないか家族で確認しておきましょう！

　本協定は、自然災害をはじめとした非常時の
ボランティア活動を、多くの分野との連携のも
と円滑に行うことで、被災された方々の生活支
援に寄与することを目的にしています。また、
平時においても、研修や訓練などの機会を通じ
て各団体との意識や情報の共有を図ることで、

「誰もが住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし
続けることができるまちづくり」を目指します。

　調印式の後には、山口県社会福祉協議会　地域
福祉部長　大河原　修　氏を招き、「災害ボラン
ティアセンターの運営における協定の意義や効果
について」をテーマに研修会も開催しました。そ
の中で、『災害時に地元の力をいかに集め「支援力」
と「受援力」を発揮できるか。日頃からの「つな
がり」づくりが大切。』ということを強調されま
した。

備えていますか？非常用持ち出し品の一例

災害ボランティアセンター設置・運営と協力体制に関する協定

もしもの時の非常用持ち出し袋について、今一度確認しましょう！

ひとりひとりで
備えよう！

感染症対策グッズも忘れずに！



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

老人クラブ会員として、事業活動に
率先して協力し、他の会員の見守り
を行い、クラブの発展に努めた方

末冨　伸吾　様 (堀越寿クラブ )
吉川シズ子　様 (大嶺千寿会 )
吉村　良子　様 (川東第一老人クラブ )
田中　律子　様 (川東第二老人クラブ )
菅原　良江　様 (川東第二老人クラブ )
金子　　健　様 (川東第二老人クラブ )
中川　俊介　様 (豊田前豊友会 )
原川　　務　様 (共和桂花会 )
秋枝　　正　様 (共和桂花会 )
西村　元和　様 (岩永ときわ会 )
伊藤　太一　様 (岩永ときわ会 )
杉村　雅子　様 (えみね会 )
河本　礼子　様（えみね会）

特別功労者 一般功労者

老人クラブ役員として積極的に運営
に携わり、クラブの発展に寄与し業
績顕著な方
� �
田辺アキヨ　様 (伊佐中央寿会 )
岩崎　京子　様 (伊佐中央寿会 )
古川　幸恵　様 (伊佐中央寿会 )
阿川万智子　様 (伊佐中央寿会 )
伊藤美弥子　様 (堀越寿クラブ )
　瀬　和男　様 (大嶺千寿会 )
門﨑　貫一　様 (大嶺千寿会 )
山本　孝子　様 (川東第一老人クラブ )
大竹　　弘　様 (川東第一老人クラブ )
梅田　　博　様 (川東第一老人クラブ )
平嶋　康秀　様 (於福これからクラブ寿会 )
草場　　誠　様 (於福これからクラブ寿会 )

美祢市老人クラブ大会を開催しました

　７月 27日（水）美祢市民会館 2階大会議室において、令和 4年度美祢市老人クラブ大会の表彰式
が開催され、老人クラブ事業活動に尽力された方々に表彰状が贈呈されました。
　受賞された皆様、おめでとうございます。



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

～子育て用品リユースルームからお知らせ～

ゆずってヨシ、もらって良し、地域好し！！

こんなお悩みをお持ちの方、ぜひ、
リユースルームをご活用ください！

“ゆずる”も“もらう”も大歓迎！

詳しくはこちらまで
🏠 秋芳地域福祉センター（秋芳町秋吉5313）
📞 ０８３７－６２－０３２２
✉ syuhou@mine-shakyo.jp

対 象 者：美祢市内在住の方　または　美祢市内に在勤の方
開所時間：平日9：00～17：00（祝日は除く）
取 扱 品：清潔ですぐに使えるもの
　　　　　例)子ども服・チャイルドシート・おもちゃ・近隣学校の制服・ベビーカー　他

少しの間しか使わないし、買うかどうか悩むな…

まだ使えるし、処分するにはもったいないな…

使わなくなった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。

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　９月１４日（水）
　　　　１３時３０分～１４時３０分
内　容　 掃除
参加費　無料

会　場　 秋芳地域福祉センター
日　時　９月６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。

▲バウンサー ▲おもちゃ ▲ベビーチェア（テーブル付き）



５みねし社協だより　みんなしあわせねっとわーくは、皆さまの会費により作成しています。

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

ファミサポ交流会を開催しました

交通安全講習会　～日常生活に役立つ暮らしと交通安全のお話～

日　　時：令和４年９月２０日（火）１０：３０～１２：００
場　　所：サンワークみね（２階大会議室及び駐車場）
講　　師：山口県美祢警察署交通課
申し込み：９月１３日までに美祢市社会福祉協議会までお願いします。

　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、子育て中の皆さんも、
お気軽にご相談ください。

　秋吉台リフレッシュパーク内にある C
カ フ ェ
afe B

ブ ラ ス
rass にて、ファ

ミサポ交流会を開催し、スコーンと飲み物を頂きながらジャズ
ライブを聴き、癒しの時間を過ごしました。ご協力いただきま
した、Cafe Brass さん、スウィングビートさんありがとうご
ざいました。

　夏休み期間中、食事に対して不安のある子
育て世帯を対象として、県下一斉に食品の無
料配布が行われました。市内では７月３１日
にボランティアを通じて事前申請された方へ
配布されました。
　社協では、地域活動支援のひとつとして、
こども食堂等を実施している団体・始めたい
方等とネットワークも作っています。準備の
お手伝いもさせていただきますので、お気軽
にご相談ください。

　コロナウイルス感染症の状況も、刻一刻と
変わっていますが、令和 4 年 8 月から、下記
の内容で親子サロンを再開しています。ぜひ、
ご活用ください。

記
　 日時　　毎週水曜日　10 時から 15 時
　 場所　　美祢地域福祉センター　2 階
　 内容　　プログラム等はありません。
　　 　　　自由遊び等になります。
　 対象　　子どもさんとその保護者

県下一斉フードパントリー 親子サロン「カンガルー」
再開！！

山口県こども食堂・子どもの居場所ネットワーク主催

　当日は、市内の交通事故危険ポイントや、山口県で話題！？の「横断歩道ハンドサイン運動」
などについてお話ししていただきます。ファミサポ会員さん、地域の皆さんのご参加お待ちし
ています！

スウィングビートさんの
ジャズライブ

美祢市子育て支援課
保健師さんによるお話 手作りおもちゃの紹介

Ｒ４. ６. ２２

サポカー体験も
 できます！！



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

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 ９/ １４(水)
９時30分～ 11時30分

９/ ２１(水)
10時～ 12時

９/ ２８(水)
９時30分～ 11時30分

内　 容 「 写　経 」

・参加費　１００円

「ティッシュケースカバー作り」

・参加費　１００円

「アロマワックスバー作り」

・参加費　２００円

ボランティアコーナーからこんにちは！

「回転焼き」で地域に元気を！！
約２年半ぶり！

　７月８日（金）秋芳ボランティア連絡
協議会が秋芳体育館の解体イベントにあ
わせて「回転焼き」を焼きました。コロ
ナ状況下のため久々の出店活動となりま
したが、約 150 個の「回転焼き」を来場
された皆さまに無料で提供しました！

　久々の活動にボランティアさんは、張
り切りモード！「まだまだ腕はなまって
いないよ」「次はいつやろうか」といった
声が聞こえてきました。来場された皆さ
まも笑顔で「回転焼き」を受け取ってお
られました。また、機会を伺いながら出
店活動できればと思って
おります。
★★～おたのしみに～★★



大　嶺　町
◦石田　和邦�様
　〔亡父　好夫�様〕� １００,０００円
◦齊藤　タクミ�様
　〔亡夫　政則�様〕� 金�一�封　
◦匿名�様� １００,０００円
◦鉄穴　宏昌�様
　〔亡母　迪子�様〕� 金�一�封　
◦来嶋　洋子�様
　〔亡父　通泰�様〕� ５０,０００円
伊　佐　町
◦古屋　邦郷�様
　〔亡母　昭子�様〕� 金�一�封　
西 厚 保 町
◦匿名�様� ３０,０００円
◦安部　靖雄�様
　〔亡母　キミヱ�様〕� 金�一�封　
秋　芳　町
◦中山　恭子�様
　〔亡夫　家光�様〕� 金�一�封　
◦岡藤　克昌�様
　〔亡妻　容子�様〕� 金�一�封　
◦田原　禮子�様
　〔亡母　キミヨ�様〕� 金�一�封　

社会福祉のために
◦匿名�様（秋芳町）� 金�一�封　
◦匿名�様（美東町）� 金�一�封　
車両・福祉用具・物品借用のお礼
◦匿名�様（豊田前町）� 金�一�封　

◦匿名�様（伊佐町）� 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７月１日～７月３１日）

ありがとうございます

寄付合計　７２２,０００円

　本会への寄付につきましては、税制上
の優遇措置（所得控除または税額控除）
を受けることができます。確定申告等の
際には忘れずにお手続きください。
　なお、領収書等を紛失された場合は再
発行いたしますので、お問い合わせくだ
さい。

寄付金控除について

　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



みねし社協だより みんなしあわせねっとわーく 第１４３号　令和４年（２０２２年）９月８

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作品募集中！！
－２０２２－

－2021－ふれあいフォトコンテスト応募作品一部紹介

作品名　「大好き♡」

応募者　柿村　ひかりさん

エピソード
　姉が弟をひとりで抱っこ出来る
ようになり、喜び合っています。

≪ふれあい部門≫


