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　毎年恒例の「夏休み手話教室」を長門と油谷の２会場で開催しました。長門手話友の会、油谷手話

の会のみなさんを講師に迎え、自己紹介や手話歌などを楽しく学ぶことができました。

　このたびは、新型コロナウイルス感染予防として、座席の距離を保ちフェイスシールドを着用する

等の対策を行いながらの実施となりました。受講生のみなさん、大変お疲れさまでした。

夏休み手話教室 コロナ禍での開催！



じぶんの町を良くするしくみ。

10月1日から赤い羽根共同募金活動がスタート！

みなさん ご存知ですか？ 赤い羽根共同募金のこと
☆共同募金は、共同募金会という民間の団体が都道府県単位で行う募金で、1947年（昭和22年）

にスタートし、日本の寄付文化の象徴として「たすけあいの心」を育んできました。

☆共同募金は、戸別募金、街頭募金、職域募金、法人募金、学校募金、イベント募金等さまざ

まな方法で展開していきます。

☆共同募金は、集まった募金の約70％が募金をいただいた地域での活動（地域配分）に使われ、

残りの約30％が都道府県域での活動（県域配分）に使われています。

☆共同募金は、大規模災害が起こった際の被災地での災害ボランティアの支援活動にも使われ

ています。

☆共同募金には、税制上の優遇措置があります。

長門市で集めた共同募金はこのように使われます！

高齢者のために
・ふれあい ･ いきいきサロン設置事業
・ふれあいベンチ設置事業
・救急カプセルくじらくん配付事業
・家族介護者の支援

共同募金は、たくさんのやさしさを集める活動です。

今年も皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

児童青少年・母子家庭のために
・福祉教育（出前講座）事業
・チャイルドシート貸出事業
・各種団体助成

障害児（者）のために
・たけのこ村運営事業
・引きこもり支援
・各種団体助成

ボランティア活動のために
・ボランティア活動推進事業
・夏休み手話教室の開催
・災害ボランティアの活動支援
・災害用資材の備蓄
・各種団体助成

歳末たすけあいのために
・赤い羽根ステッキ給付事業
・フードバンク事業

・車両貸出事業
・自立支援ホーム運営事業
・広報費
・各種団体助成

地域支援活動のために
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災害時のボランティア活動について
　長門市において重大な災害が発生した場合、長門市社会福祉協議会が「災害ボランティアセンター」を
設置し被災者の支援及び復興支援活動を行います。市策定の「長門市地域防災計画」の中にも、「社会福祉
協議会内にボランティア活動の第一線の拠点として現地センターを設置し、市災害対策本部と連携を図り
ながら、市内被災地でのボランティアの活動支援を行う」とうたわれています。
　全国的にも、被災地の社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを設置・運営することは広く知られ
るようになりました。

Ｑ．災害ボランティアセンターとは？

Ｑ．なぜ社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを設置・運営するの？

Ｑ．災害ボランティアセンターはどんな活動をしているの？

Ａ．災害発生時に、被災地に設置される災害ボランティア活動を円滑に進めるための拠点で、被災地及び被災
者を支援することを目的とした民間の機関です。
　これまでに全国で発生した多くの災害においては、被災地の社会福祉協議会が多様な機関と連携・協働しな
がら設置・運営してきました。

Ａ．主に次の理由が挙げられます。
・全ての都道府県・市町村に存在し、全国的なネットワークを有する組織であること
・行政をはじめ幅広い機関・団体と関係を構築していること
・福祉の相談機関・福祉サービス事業者として要援護者を把握していること
・これまで災害支援のノウハウを蓄積していること
・災害ボランティアセンター閉所後は、社会福祉協議会の本来機能として被災者の生活支援、被災地の復興

支援にあたることができること

Ａ．主に次の活動を行っています
【総　務】
　災害対策本部との連絡調整、スタッフの管理、各種情報収集・
　発信（ホームページ更新等）などを行う。

【被災地のニーズ把握】
　被災者からの支援ニーズを正確に把握する（電話・来所受付、聴き取り、現地巡回等）。

【ボランティアの受付】
　活動を希望するボランティアの受付、ボランティア活動保険の加入手続きを行う。

【ボランティアの調整・マッチング】
　被災者からの支援ニーズとボランティアの活動希望を結び付け、活動に必要な人員や資機材等を調整する。

【ボランティア活動の実施】
　ボランティアを現地に派遣し、被災者の要望に合わせて活動を行う。

【救護・衛生】
　ボランティア及び運営スタッフの体調・衛生管理や、急病やケガ人
　への応急手当等を行うとともに事故防止を呼び掛ける。

　新型コロナウイルスの感染が懸念される状況下に
おいて、これまで推奨されていた現地での人的な支
援（全国から・迅速に・短期集中で）の形式は、感染
拡大防止の観点から、慎重に対応すべき要素が多く、
見直しが図られています。
　現段階では、「支援者が感染を拡げないこと」、「支
援者の安全を確保すること」を遵守しつつ、「被災し
た地域への支援は、地元の意向に配慮することを前
提に対応する」「支援は、被災した地域内での対応を
中心に考え、原則として外部からの人的支援は遠隔
での対応を主体とする」という方針を取っています。
　詳細はJVOAD「災害対応ガイドライン」等をご参
照ください。（URL:http://jvoad.jp）

　長門市社会福祉協議会では、市内外の被災地等で活動し
ていただける災害ボランティアの登録を受付けています。
≪登録方法≫
①所定の申込用紙に記入
　（長門市社会福祉協議会窓口・ホームページ）
②長門市社会福祉協議会窓口に申込用紙を提出
③長門市社会福祉協議会窓口でボランティア活動保険の
　加入手続き
 ※保険料 500 円を上限に長門市社会福祉協議会が負担

お問合せは　長門市社会福祉協議会事務局　☎ 22-8294

コロナ禍での災害ボランティア活動 災害ボランティア募集
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コーナー
お知らせ

家族介護者ミニ交流会 赤い羽根ステッキ
杖先ゴムの交換について

介護助手説明会

参加してみませんか？

下記の日程にて、「家族介護者ミニ交流会」を開催

します。お茶を飲みながら、一緒に語らいの時間

を過ごしましょう♪

※１．新型コロナウイルスへの対策として、マス

クの着用をお願いしております。

※２．現在、感染流行の第２波が懸念されている

状況です。場合に応じて、中止の判断をさせてい

ただく可能性がございます。ご了承ください。

　山口県福祉人材センターでは、元気な高齢者や地域の皆さんを対象に、福祉・介護の補助業務を

担う「介護助手」について知っていただくため、福祉施設・事業所と一緒に地域住民向けの説明会

を開催します。

　皆様から好評をいただいております「赤い羽根

ステッキ」（アルミ製 2 段伸縮）ですが、長く使

用されると杖先のゴムが劣化してきますので、破

損等があれば無料で交換させていただきます。

〇介護助手とは

　福祉・介護事業所などで、部屋の掃除やシーツ交換、下膳、利用者のお話し相手など、福祉・介護

の補助業務を行っていただく方です。

〇対象者

・福祉、介護事業所で働きたい元気な高齢者

・資格や経験はないけれど、関心があって働いてみたい方

・短時間勤務を希望する方や週数日からの働き方を希望する方

（例）1 日３時間×週３日間等

　お問合せ・お申込みは
　　　　長門市社会福祉協議会日置支所
　　　　　　　担当：河本　☎ 37-3937

【お問合せ】
長門市社会福祉協議会 事務局・各支所まで

日　時 9 月 15 日（火）13:30 ～ 15:30

会　場 長門市ボランティアハウス
（日置上 5926）

内　容 みんなで語りましょう !

参加費 100 円（茶菓子代）

締め切り 9 月 8 日（火）

事前申し込み不要！当日、お気軽にお越しください。

元気な高齢者・地域の皆さん

「介護助手」として、住み慣れた

地域の福祉・介護を支えてみませんか？

開催日 時間 会場

１０月２６日（月） １４時～１５時 長門市中央公民館

■問合せ

山口県福祉人材センター

☎：083-922-6200

FAX：083-922-6652

HP：http://yamaguchi-fjc.jp/assistant/
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社協フォト社協フォト
レポートレポート

　長門市社会福祉協議会では、皆様に集めていただ
いたペットボトルキャップをリサイクル業者で換金
後、ＪＣＶ（世界の子どもたちにワクチンを日本委員
会）に送金し、発展途上国の子どもたちの命と健康を
守るための活動支援を行っています。
　このたび、ペットボトルキャップ658.5㎏をリサイ
クル換金し、ワクチン約660人分を送金することがで
きました。

　前半は、3 人のコーディネーターより子育てに関
する情報をお聞きするとともに、参加された会員さ
んの悩みにも答えて頂きました。
　後半は、「子どもの危険予知トレーニング」を知ろ
うと題して、子どもの危険になりそうな行動に気づ
き、対策を考えるグループワークを行いました。

　8月7日、「おしゃべりカフェ うさぎ」がリニューアルオープンしました。高齢
者の健康寿命を延ばし、いつまでも元気に過ごせる「通いの場」をコンセプトに、
様々な健康体操や脳トレ、食事、入浴などを受けることが出来ます。営業は月
～金曜日の8時～18時まで。ぜひ一度、足を運んでみてください。

☎：0837-27-0304  石井一恵
住所：東深川９９１－１３
　　　　　（旧山村豊華園）

問合せ先

　ながとチャイルドサポート協議会（代表：荻 隆宣）は、今年度、「赤い羽根子どもと家族の緊急支援全国キャ
ンペーン」（新型コロナウイルス感染症の影響により日常生活に困難を抱える子どもと家族の支援活動）から助
成を受け、「深川ルンルン食堂」の活動充実に取り組んでおられます。
　コロナ禍の中、従来の会食会は避け、対象世帯には手作りのお弁当（25組100個 ※取材日7/25）が配布され
ました。

7/4

7/25

㈯

㈯

令和２年度
長門市ファミリーサポートセンター

座 談 会

うさぎカフェ 新装開店 !

収集ボランティア
活動報告

深川ルンルン食堂

いつもご協力
ありがとうございます!

↓お風呂もあります 
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善意
銀行窓 口

の
ぜんぎん

　この寄付金は、地域福祉事業の充実発展のため、
大切に使わせていただきます。
　また、社会福祉協議会では、結婚・出産等の祝
いや香典・玉串料のお返し、お見舞い返し、チャ
リティー等のご寄付を常時受け付けておりますの
で宜しくお願いします。

2020年6月1日
〜2020年7月31日
（受付順、敬称略）

香 典 返 し
寄付者名 ご住所 逝去者ご芳名 寄付額

通
黒瀬　光義 通 14区 御息女 由美 金一封

仙　　　　　　　崎
吉野　廣澄 旭町 御母堂 トミヱ 金一封
又野　　豊 新町 御母堂 ミツエ 金一封
磯野　幸洋 鍛冶屋町 御母堂 綾子 金一封
小野　賢二 白潟 3区 御尊父 一二 金一封
田中　憲治 洲崎町 御母堂 鈴枝 金一封

深　　　　　　　川
岩崎　靖明 中山 御尊父 肇 金一封
山下　貴史 門前 御尊父 眞 金一封
坂井麻衣子 湯本 御尊父 泰昌 金一封
中野　　勝 開作 御母堂 アサコ 金一封
中岡サチ子 板持 4区 御主人 克彦 金一封
岡本ハツヱ 境川 御主人 芳昌 金一封
江原　愛子 田屋 御主人 音市 金一封
田中　一夫 開作 御母堂 幸子 金一封
塩田　政博 河原 御母堂 貞子 金一封
山本　正代 真木 御主人 和明 金一封
河野　和子 田屋 御主人 功雄 金一封
境田多喜子 田屋 御主人 政美 金一封
松木　健治 正明市 2区 御尊父 嗣夫 金一封
大平ツマ子 上郷 御主人 留雄 金一封
普喜　泰子 正明市 1区 御主人 一郎 金一封
阿波　博人 門前 御令室 節子 金一封
福田日登美 江良 御叔母 松尾シズヱ 金一封

俵　　　　　　　山
上原　大信 郷 御祖父 泰教 金一封

三　　　　　　　隅
西村　歌子 豊原 御主人 敏治 金一封
宮本　修吉 野波瀬 御令室 節榮 金一封
岡本　旬史 豊原 御尊父 哲 金一封
大下　敦子 豊原 御主人 龍次 金一封
⻆村　誠明 野波瀬 御母堂 美智子 金一封
岩本　　勉 野波瀬 御尊父 誠一 金一封
林　　　実 浅田 御尊父 喜庄 金一封
山本　健次 久原 御母堂 キクヱ 金一封

日　　　　　　　置
山本　貞夫 狩宿 御令室 芳枝 金一封
増田　啓子 東坂本 御尊父 茂 金一封
吉村　誠子 西坂本 御主人 洋一 金一封
沖津　章典 炭床 御母堂 キクヱ 金一封
秋本美智代 黄波戸 御主人 功 金一封
平田　宣洋 矢ヶ浦 御祖母 池永彌生子 金一封
好永　克己 黄波戸 御尊父 利秋 金一封

寄付者名 ご住所 逝去者ご芳名 寄付額
油　　　　　　　谷

米村　光男 上津黄 御尊父 昇 金一封
山本　博文 赤屋 御母堂 兢子 金一封
川田　文英 掛渕 御母堂 八重子 金一封
島壽　孝宜 大浦西 御母堂 久代 金一封
川地　　薫 西津黄 御母堂 スミエ 金一封
山本　佳夫 油谷 御母堂 シゲ子 金一封
福田　保治 東後畑 御尊父 新治 金一封
金本　圭司 角山 御尊父 光生 金一封
石橋　紀久 上り野 御母堂 寛子 金一封
野村　照雄 新別名 御令室 タミコ 金一封
福谷　初代 荒人 御主人 允芳 金一封

見　舞　返　し
寄付者名 ご住所 寄付額

油　　　　　谷
岡村　トミエ 川尻西 金一封
磯部　泰二 川尻東 金一封

※油谷地区の寄付報告については本社協だより掲載を以って返礼
はがきの郵送に代える習慣となっています。

一般寄付（篤志）　
寄付者名 ご住所 寄付額

仙　　　　　崎
大津東組仏教婦人会連盟 金一封

深　　　　　川
ボランティアグループ陶芸部 金一封

日　　　　　置
ヤマネ鉄工建設株式会社  安全協力会  みどり会 275,532円
磯部　哲司 黄波戸 金一封

油　　　　　谷
匿　名 金一封

俵 山 湯 の 家

中村　博 萩市 30,000円

期間内に下記のご寄付を頂きました。
厚く御礼申し上げます。（含非掲載分）

件　数 金　　額
香 典 返 し 53 1,100,000
見 舞 返 し 2 30,000
篤 志　 他 9 415,032
合　計 64 1,545,032
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物　品　寄　付
寄付者名 ご住所 内　　　　　容

深　　　　　川

第一生命保険㈱　長門営業オフィス
マスク
ビニール手袋
フェイスシールド

三　　　　　隅
上田　康代 樅ノ木 衣類
匿　名 紙オムツ

俵 山 湯 の 家
河野　聡 下関市 お菓子

　共同募金会を通して、あなたの義援金が
被災地支援に役立ちます。
　ご協力をよろしくお願いします。

受付窓口
　長門市社会福祉協議会 事務局・各支所

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
　　社協窓口募金　１，１５３円

※6.1～7.31受付分ありがとうございました

受付中 災害義援金を募集しています
義援金の種類 受付〆切日
①平成２８年
熊本地震義援金

令和３年
３月３１日（水）

②令和元年
台風第１９号災害義援金

令和3年
3月３１日（水）

③令和2年
7月豪雨災害義援金

令和2年
12月28日（月）

就業場所 ゆや居宅介護支援事業所
（油谷新別名 10803）

ヘルパーステーションしあわせ長門（東深川 1321-1）
ゆや訪問介護事業所（油谷新別名 10803）

募集職種 介護支援専門員１名（嘱託職員） ホームヘルパー（非常勤）

採用人数 １名 若干名

必要資格 介護支援専門員 介護福祉士　2 級ホームヘルパー
介護職員初任者研修修了者

応募方法 履歴書（写真貼付）・資格証明書等の写しを提出　※郵送または持参

選考方法 書類選考・面接　※随時面接・採用

そ の 他 ●各種手当・保険あり　　●勤務日数・時間応相談　●詳細は本会ホームページの募集要項を参照

お申込み
お問合せ

〒 759-4101　長門市東深川 1321-1
社会福祉法人長門市社会福祉協議会　担当：吉岡　☎ 22-8294

職 　員　 募　 集

第一生命保険株式会社

　マスク 700 枚、ポリエチレン手袋 1,600 枚、
フェイス・シールド 15 枚をご寄付いただきま
した。
　市社協では、各在宅福祉サービス・相談支援
事業所で有効に活用させていただきます。あり
がとうございました。

マスク等を受贈
山口支所 長門営業オフィス 様

国際ソロプチミスト長門 様

　会員の皆さんで集められたペットボトルキャッ
プを、市社協まで持ってきていただきました。
　大変暑い中、ありがとうございました。

集まっています！ペットボトルキャップ

②は宮城、長野、福島各県でも募集
③は熊本、福岡、大分、鹿児島、岐阜、島根、佐賀、長野、山形各県でも募集

令和２年 9月 1日　　第 93号 社協だより　 しあわせながと
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ふれあい・いきいき

サロン紹介

　（会員川柳より）
　手探りで立ち上げたこの会の活動も、長門市、ゆや地区社会福
祉協議会、自治会のご支援を受けながら 18 年目に入りました。
介護予防活動をはじめ、誕生会などの行事やスタッフの手作り料
理を楽しんでいます。
　早く新型コロナウィルス感染症が収束して、大笑いや大声での
おしゃべりができるサロン会に戻る日を待っています。

「心ウキウキ、体うずうず、頭ぐるぐる、後はほっこり、
また来るね。」　　　　　　　　　　　　　　　（会員の声より）

編集・発行
社会福祉法人　長門市社会福祉協議会
〒759－4101
長門市東深川1321－1 長門市地域福祉センター内
TEL（0837）22－8294　 FAX（0837）22－434 0
E-mail　 shiawase@nagatoshakyo.jp
HPアドレス　http://www.nagatoshakyo.jp

ふれあい・いきいきサロンとは
　みんなで集まり「楽しく」「気軽に」 

「無理なく」過ごせる場所を地域の中に
つくり、参加する人と運営ボランティアさんが

自由な発想で企画し、自主的に運営する
活動です。 

　9月 1日は「防災の日」です。今、日本は猛暑、コ
ロナウイルスと大変な状況ですが、台風のシーズンも
近づいていることもあり、災害への備えも怠らないよ
うにしないといけません。大変な時だからこそ、助け
合いながらがんばっていきましょう。

〜　編　集　後　記　〜

下蔵小田
ほほえみサロン（油谷下蔵小田）

●参加者：１６名　　　　　●スタッフ：７名
●参加費：５００円　　　　●会 場：下蔵小田集会所

▲ コロナ対策をしながらのちぎり絵教室
楽しみは月 1回のサロン会♥ ♥

地域版 ・閉じこもり予防

デイサービス （しあわせくらぶ）
　介護保険の認定を受けられていない６５歳以上の閉じこも
りがちな方や、要支援１・２の方を対象に、元気で充実した
生活を送るためのデイサービス事業です。市からの受託事業
となっており、社協では仙崎、深川、三隅で実施しております。

地区 場所 曜日

仙崎 人工島多目的集会所 月・金

深川 深川老人憩いの家 火・木

三隅 三隅保健センター 水・木

〇利用対象者　要支援認定者、総合事業対象者
〇申込み　長門市地域包括支援センター
　　　　　（☎２３－１２４４）

参加者募集中！


