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　淳美小学校の４、５年生と近隣住民の方々が、地域交流活動の一環として、丹精込めて育てたもち米（淳
美っ子米）を、「フードバンク山口」に寄贈されました。
　「フードバンク山口」は、食品ロスの削減と食料支援を必要とする団体をつなぐ活動をされており、美祢
市社協では、秋芳地域福祉センター内（秋芳町秋吉）に食品を一時保管するみねステーションを開設し、こ
の活動に協力しています。写真は昨年の１２月９日に行われた贈呈式の模様で、淳美小の皆さんより、美
祢市社協事務局長が受け取りました。

‘淳美っ子米’を
フードバンク山口へ



社協の連絡先　〈本部〉☎０８３７-５２-５２２２　〈秋芳〉☎０８３７-６２-０３２２　〈美東〉☎０８３９６-２-１６８６２

　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います。
　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 ２/ ８(水)
９時30分～ 11時30分

２/ １５(水)
10時～ 12時

２/ ２２(水)
９時30分～ 11時30分

内　 容 「プチ音楽会」

・参加費　１００円

「ひなかざりづくり」

・参加費　１００円

「写経」

※筆ペンがあれば持ってきてください。

・参加費　１００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４年１２月２３日（金）に「みねっ子広場～
クリスマスの巻～」を美祢・秋芳・美東の３地域
で開催しました。当日は、クリスマス寒波と言わ
れる雪の降る寒い日でしたが、多くの子どもたち
が参加してくれました。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
のチェキ撮影や、お菓子のプレゼント、松ぼっく
りツリーづくり、クリスマスカードづくりなど各
地域それぞれ違う催し物を楽しんでもらいました。
　また、残念ながら、新型コロナウイルスの感染
状況から、プレゼントや手作りキットのお渡しだ
けとなってしまった地域もありましたが、参加し
た子どもたちには少しでも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
ランティアの皆さま、あ
りがとうございました。
　また次回をおたのし
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。



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。 ３

地域で子育て応援！！
親子サロン「カンガルー」よりお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の流行で親子サロンの活動も停止していま
したが、昨年の夏以降２名のボランティアの力で復活しています。
　現在は、毎週水曜日の１０時から１５時まで、美祢地域福祉センターの２階で開所しています。
入り口の検温、消毒、会場の換気等をしながら開いています。子育て中の親子で過ごす場です。
予約不要、利用料もありませんのでお気軽にお越しください。もちろん、美祢地域に限定して
いるものではありませんので、美東地域や秋芳地域の方も利用可能です。
　また、美東地域、秋芳地域でも親子サロンを再開したい、協力できることがある、といわれ
る方は各地域福祉センターへご連絡ください。

※�ただし、体調のすぐれな
い方、身近に感染症の療
養中の方がいる場合はご
利用をご遠慮ください。

開設日時
毎週水曜日

１０時～１５時

　子ども食堂とは「子どもが一人でも行くことができる食堂」です。現在、市内では子ど
も食堂の運営をしている団体や準備を進めている団体は８団体となり、徐々に増加してき
ています。
　美祢市子ども食堂ネットワーク「めぐるネット」では、地域の居場所として子ども食堂
の運営をしている仲間と市の子育て支援課、社会福祉協議会等でネットワークをつくり、
情報交換やパントリー（食品配布）の運営をしています。
　子ども食堂について興味のある方、一緒に進めていきたいとい
う方がいらっしゃいましたら、ネットワークの仲間に入ってみま
せんか。
＜お問い合わせ先＞
美祢地域福祉センター　電話：０８３７－５２－５２２２



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

　令和４年１２月１３日、豊田前
公民館で、１年を締めくくる年忘
れ会の行事を行いました。当日は、
民舞や歌謡ショー、落語を観覧し、
楽しい時間を過ごされました。最
後にジャンケン大会、お菓子のつ
かみ取りも行い、笑顔いっぱいの
みなさんでした。

小規模多機能型居宅介護事業所
みんなの家あそう年忘れ会を開催しました。

　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。

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♡～

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)引用サイト：手話しゅわ SHUSHUSHU

（http://hs８4.blog.jp/archives/７０6２０３０.html）

手話は言語 ～バレンタインデー～
　２月の一大イベントと言えば・・・そう！バレン
タインデーですね♡
　今回はバレンタインデーの手話をご紹介します。

両手の指先でハートの
形を作り、そのまま前
に出します。

　令和４年１２月１３日(火)、東京都浅草公会堂にて全国
社会福祉大会が開催され、厚生労働大臣から点訳ひとみの
会に令和4年度ボランティア功労者厚生労働大臣感謝状が贈
られました。
　点訳ひとみの会は設立以来40年、市報等の広報紙点訳や
中途失明者へ点字を指で触れて読む(触読技術)指導、小学
校等における福祉体験学習指導のボランティア活動をされ
ています。
　感謝状授与おめでとうございます。今後も引き続いてボ
ランティア活動をよろしくお願いいたします。

団体名　点訳ひとみの会
設　立　昭和57年4月
会員数　7名

点訳ひとみの会へ厚生労働大臣より感謝状が贈呈されました！



５みねし社協だより　みんなしあわせネットワークについて、ご意見・ご感想をお寄せください。

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。ぜひお譲りください。

お気軽にお立ち寄りください！お待ちしています！

★詳しくはこちらにお問い合わせください★
場　　所：秋芳地域福祉センター（秋芳町秋吉5313）
電　　話：0837-62-0322
開所時間：平日９時～１７時（祝日は除く）
対　　象：美祢市在住・在勤の方  こんなものがあります。

子 育 て 用 品 リ ユ ー ス ル ー ム
子ども服・制服

チャイルドシート
ベビーカー

おもちゃ

ベビーベッド

　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3,000円
分、中学1年生は5,000円分）をお贈りします。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５年４
月に小学校または中学校へ入学する児童・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（金）～３月１０日（金）
受渡期間　３月２４日（金）～４月２８日（金）
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

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。

 母子父子家庭等小・中学校入学祝い事業

　地域にお住まいの高齢者の皆さんが、おうち時間を少しでも楽しく

過ごせるよう、脳トレを中心とした情報冊子「おうちでわーく」
を作成しています。この度、「冬号」ができました。

　ふれあいいきいきサロンや集いの場などで、ご活用いただける方は、

必要な冊数をご連絡の上、お近くの地域福祉センターへお越しくださ

い。

最新号 「おうちでわーく 冬号」ができました！



美祢市心配ごと相談所　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
◦梅本　憲一 様
　〔亡父　正勝 様〕  金 一 封　
伊　佐　町
◦藤井　義孝 様
　〔亡母　キヨ子 様・亡父　征夫 様〕
  金 一 封　
◦上田　節夫 様
　〔亡母　澄江 様〕  金 一 封　
於　福　町
◦田村　彦明 様
　〔亡妻　祥子 様〕  金 一 封　
東 厚 保 町
◦吉村　孝子 様
　〔亡夫　通泰 様〕  金 一 封　
美　東　町
◦長谷川　早苗 様
　〔亡夫　登 様〕  金 一 封　
◦岡田　花子 様
　〔亡子　研治 様〕  金 一 封　
◦河野　貴規 様
　〔亡母　和子 様〕  金 一 封　
◦上田　英子 様
　〔亡夫　稔治 様〕  金 一 封　
◦山下　哲夫 様
　〔亡母　敬江 様〕  金 一 封　
◦和田　久美子 様
　〔亡夫　正美 様〕  金 一 封　
秋　芳　町
◦伊津野　美惠子 様
　〔亡夫　功 様〕  金 一 封　
◦安冨　博 様
　〔亡母　ミドリ 様〕  金 一 封　
◦丸谷　典夫 様
　〔亡母　スミヨ 様〕  金 一 封　

◦篠田　芳夫 様
　〔亡母　チサト 様〕  金 一 封　
◦柿村　尚登 様
　〔亡母　喜代美 様〕  金 一 封　
◦友永　稔 様
　〔亡母　清子 様〕  金 一 封　
◦三嶋　正司 様
　〔亡母　緑 様〕  金 一 封　

社会福祉のために
◦匿名 様（山口市）  １０,０００円
◦匿名 様（大嶺町）  金 一 封　
◦瀬戸内部品(株)従業員一同 様（美東町）
  １２,６２５円
◦匿名 様（美東町）３件  金 一 封　
◦田中　勝昭 様（秋芳町）  ２０,０００円
◦田中　寛樹 様（秋芳町）  ２０,０００円
◦故　上利　美代子 様（秋芳町）  金 一 封　
◦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　

◦白井　道彬 様（美東町）
　美祢市連合遺族会へ  ５０,０００円
◦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

◦匿名 様（大嶺町）  生活用品
◦匿名 様（豊田前町）  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１２月１日～１２月３１日）

ありがとうございます

寄付合計　1,０４１,６２５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１４８号　令和５年（２０２３年）２月８

しあわせ写真館 令和５年１月８日（日）：美祢市民会館IN 美祢市二十歳のつどい　

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

二十歳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。


