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　新型コロナウイルス感染症対策のため営業を一時休

止していたボランティア団体「へき たいやきの店」が、

６月５日より営業を再開。「待ってたよ！」と、常連さ

んの声に笑顔がはじけます。

　毎週金曜日、長門市ボランティアハウス（日置上

5926） 9:30から13:00まで営業。黒あんとクリーム

の２種類で１個100円（税込）。

　みなさん、活きの良い「たいやき」を是非ご賞味あれ！

　（ご予約・お問合せは社協日置支所℡37-3937まで）

たいやきの店

営業再開 !



新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ 

貸付手続きの流れ 

長門市社会福祉協議会

中国労働金庫 

長門郵便局
山口県社会福祉協議会  

申込み 送付 

貸付決定・送金 

主に休業された方向け
（緊急小口資金）

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
　各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸

付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。

　本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得

世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた緊急小口資金

等の特例貸付を実施しています。

　具体的な内容のご確認等は、下記問合せ先へお願いします。

お問合せ先
■一般的なお問合せは相談コールセンター0120-46-1999（土日・祝日含む）
お申込み
■長門市社会福祉協議会（0837-22-8294）
■中国労働金庫（0822-36-8362）
■長門郵便局（0570-94-3017）

申
込
の
方

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
場合に、少額の費用の貸付けを行います
□対 象 者　新型コロナウイルスの影響を受
け、休業等により収入の減少があり、緊急
かつ一時的な生計維持のための貸付けを必
要とする世帯
□貸付上限額　20万円以内
□据置期間　１年以内
□償還期限　2年以内
□貸付利子・保証人　無利子・不要
□申 込 先　長門市社会福祉協議会又は中国
労働金庫又は長門郵便局

主に失業された方等向け
（総合支援資金）

□対 象 者
　　新型コロナウイルスの影響を受け、収
入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
□貸付上限
　　（2人以上）月 20万円以内
　　（単　  身）月 15万円以内
　　貸付期間：原則3月以内
□据置期間　1年以内
□償還期限　10年以内
□貸付利子・保証人　無利子・不要
□申 込 先　長門市社会福祉協議会
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コーナー
お知らせ

家族介護者ミニ交流会

夏休み手話講座

参加してみませんか？

　下記の日程で、「家族介護者ミニ交流会」を開催
します。前回が中止になったので今年度最初の実
施になります。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♪

　下記の日程で、手話講座を開催します。今年度も２会場で実施。
みなさんと楽しく学べる時間を過ごしましょう☆

　KRY 山口放送より、今年度の２４時間テレビ

募金活動は、新型コロナウイルス感染拡大防止

の為、山口県内における各地の募金会場、街頭

募金活動、及びボランティアの募集を中止する、

という連絡がありました。長門市においても、

残念ながら今年度の活動は中止とさせていただ

きます。募金の受付方法については検討中との

ことです。
　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・お申込みは　エンジョイライフ・グループ　☎083-232-9506　FAX:083-232-9501

　受講することで介護福祉士受験に必要な実務者研修
の科目免除があるので、オススメです★

介護職員初任者研修

チャリティ街頭募金活動
のお知らせ中止

介護福祉士実務者研修
旧ホームヘルパー２級講座

24時間テレビ42〜愛は地球を救う〜

実施指定
事 業 者

㈲エンジョイライフ・グループ
研修指定番号10-1 号

期 間 8/23～ 11/15　毎週日曜日
計13回　9:00～ 17:30（前後あり）

会 場 長門市地域福祉センター

対 象 長門市在住の方
長門市内の事業所にお勤めの方

受講料金 50,000円 別途検便代2,500円必要
長門市在住者は社協より15,000円助成あり

定 員 25名

お申込み 7月 17日（金）までに、下記までお申込み
ください。

期 間 10/10～ 12/5　毎週土曜日
計９回　9:30～ 17:00

会 場 長門市三隅農業者トレーニングセンター
（長門市三隅下518）

受講料金 83,500円
教育訓練給付金制度あり（一
定条件を満たした場合、一般
20%、母子父子家庭60%支
給）

定 員 25名

お申込み 7月 31日（金）までに、下記までお
申込みください。

　サービス提供責任者になれる資格取得講習。
介護福祉士受験資格を取得できます。

日　時 7 月 21 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 7 月 14 日（火）

会場 回数 日程 時間 定員 申込〆切 お問合せ・お申込先

長門市地域福祉
センター

3回

①8/4（火）
②8/11（火）
③8/18（火） 18：30

～
20：00

20名

7/28（火）
長門市社会福祉協議会
事務局　☎22-8294

油谷保健福祉
センター

①7/31（金）
②8/7（金）
③8/21（金）

7/22（水）
長門市社会福祉協議会
油谷支所　☎32-0931

今年も開催します! 参加
無料
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在宅福祉サービス部門

住民参加型福祉サービス部門

児童福祉部門

寄付金の使いみち

福祉サービス利用支援部門

● 介護保険事業
　 居宅介護支援事業（長門・油谷）
　 訪問介護事業（長門・油谷）
　 訪問入浴介護事業（長門）
　 通所介護事業
　　一般型（長門）・小規模型（油谷・通）
　 小規模多機能ホームひだまり長門
　 グループホームやすらぎの里
　 西地域包括支援センター
● 日常生活支援総合事業
　 閉じこもり予防・地域版デイサービス
　 緩和型ヘルプサービス

● ふれあい・いきいきサロン
　　　　　　　　　（83 か所、1,426 名）
● サービスまごころ（実施 301 回）
● ファミリーサポートセンター
　　　　　　　　　　　　（利用 409 回）
● ボランティア活動推進
　　ボランティア登録人数（441 名）

● 児童養護施設 俵山湯の家
　　　　　　　　　（年度末在籍者 34 名）
● 一時保護（22 名、延べ 574 日）
● グループケア事業（１か所）
● 俵山幼児園（年度末在籍園児 8 名）
● チャイルドシート貸出事業（283 台）

　住民のみなさんからいただいた浄財である寄付金につきましては、下記のとおり活用させていただ
きました。

● 地域福祉権利擁護事業（利用者 34 名）
● 成年後見相談支援（相談 2 件）
● 地域活動支援センターたけのこ村
　 作業、生産、創作活動
　　　　　　　　（対応延べ 4,535 件）
　 障害者相談支援（対応延べ 1,763 件）
　 計画相談（対応延べ 275 件）
　 フリースペース（対応延べ 210 件）
● 自立相談支援センター
　　　　　　　　（生活困窮者自立支援事業）
　 窓口受付相談（111 件）
　 支援（延べ 322 件）
● 自立支援ホームの運営

● 障害者総合支援法事業
　 居宅介護（訪問介護）
　 ガイドヘルプ事業（34 件）
　 手話奉仕員派遣事業（53 件）
● その他の事業
　 はつらつ外出支援サービス（485 件）
　 福祉バス運行事業（運行 138 回）
　 福祉用具貸出事業（53 件）
　 赤い羽根ステッキ給付事業（64 件）

寄付金の使いみち 金額（円）

地域福祉支援事業 3,443,124 はつらつ外出支援事業 2,227,545

民生児童委員協議会活動助成 262,000 サービスまごころ・ファミサポ事業 832,354

罹災見舞金 180,000 福祉バス運行事業 856,841

介護職員初任者研修受講料補助 135,000 チャイルドシート貸出事業 211,112

たけのこ村事業 500,000 返礼はがき印刷・仏前供物給付 810,240

成年後見・権利擁護事業 1,109,200 俵山幼児園 37,254

たくさんのご厚意をありがとうございました。今年度もご協力をよろしくおねがいします。

＝ 赤い羽根共同募金配分金事業

＝ 一部に善意銀行財源を活用

※　事業指定寄付をのぞく
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法人運営部門

令和元年度 事業報告 ・決算報告

地域福祉活動部門

令和元年度 事業活動収支

● 会　　費
　 一般会費（１口  300 円）
　 特別会費（１口 1,000 円）
● 寄 付 金
　 香典返し（363 件）、見舞返し（17 件）
　 一般寄付・その他（82 件）
● 役 員 会
　 理事会（5 回）、評議員会（2 回）
　 評議員専任・解任委員会（１回）
● 地域公益活動推進協議会
　 協議会（２回）、企画運営会議（12 回）

　第３次地域福祉活動計画の中間にあたる令和元年度は、基本理念である『みんなが主役、誰もが住みつづけ
たいまちづくり』の実現に向け、役員・事務局・事業所・施設が一体となり、地域住民や関係団体との協働の
もと、地域の特色を活かしながら地域福祉を推進する中核的な団体として、福祉のまちづくりを目指し諸事業
を実施しました。
　新規事業としては、市より西地域包括支援センター（担当：日置・油谷地区）を受託し、在宅高齢者に対す
る各種総合相談や認知症相談会など、包括的な支援を行いました。また、地域福祉推進の施策として、自治会
福祉部に対する支援事業を継続実施し、間接的支援も含め 174 自治会（小地域も含む）を支援し、話し合いや
活動が実施されました。

● 自治会福祉部設置育成支援
　 64 組織（市内全域の 64.4％）
● 7 地区（市内全域）社協活動推進
　 社協会費・寄付金割戻し
● 家族介護者ミニ交流会開催
　　　　　　　　（参加者延べ６６名）

● 広　　報
　 社協だより「しあわせながと」
　　　　　　　　　　　（全戸配布 年６回発行）
　 ホームページアクセス（9,490 件）
● ふれあいベンチ設置
　 新設（1 台）、交換（13 台）
● 福祉団体、ボランティア、NPO 等助成
● 福祉教育・福祉人材の育成
　 福祉教育出前講座
　 介護職員初任者研修受講支援
● 資金貸付
　 法外援護資金（19 件）、生活福祉資金（１件）

費　　目 金額（円）
会費 3,691,000
寄付金 14,478,469
補助金 47,154,177
受託金 23,279,420
事業収入 2,297,976
介護保険収入 345,073,993
児童福祉事業収入 182,257,270
保育事業収入 11,764,820
障害福祉サービス事業収入 18,991,246
その他の収入 7,853,335

費　　目 金額（円）
人件費 526,811,914
事業費 81,228,983
事務費 34,886,032
返還金 3,317,531
共同募金配分金事業費 260,000
助成金支出 6,097,582
負担金支出 354,000
減価償却費 28,290,699
国庫補助金等特別積立金取崩 ▲ 10,705,436
徴収不能額 0

収入の部 支出の部656,841,706 円 670,541,305 円

サービス活動増減の部
（俵山湯の家を含む）

地域公益活動推進協議会
「介護の日フェスタ」

家族介護者ミニ交流会
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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4月1日
〜2020年5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
渡邉　啓治 通 15区 御尊父 慶起 金一封
細田　充惠 通 6区 御主人 捷彦 金一封
中野カヅ子 通 16区 御主人 國昭 金一封

仙　　　　　　　崎
津田　　剛 鳥越 1区 御母堂 淑子 金一封
大深　順次 鳥越 2区 御母堂 和子 金一封
嶋田　省三 新開町 御令室 淑子 金一封
君川　惠子 鳥越 2区 御主人 潤司 金一封
藤井　幸隆 今浦町 御母堂 シヅヱ 金一封
山下ひさえ 新開町 御主人 康晴 金一封

深　　　　　　　川
原田　　忍 正明市 5区 御母堂 小野　正子 金一封
宮田惠二郎 中山 御令室 充子 金一封
小川　　勇 上郷 御令室 マツ子 金一封
村岡　晶子 正明市 3区 御主人 昭 金一封
川村　宏司 山小根 御母堂 静枝 金一封
桑原　紀聖 板持 2区 御尊父 和彦 金一封
大田　浩気 緑ヶ丘 御祖母 ハツ子 金一封
工藤　隼人 板持 3区 御尊父 勉 金一封
中村　城二 中山 御母堂 富美子 金一封
坂本　伸子 渋木中区 御主人 昇 金一封
飯田　作実 上の原 御尊父 隆 金一封
岡藤登喜子 真木 御主人 勝美 金一封
髙橋ゆみ子 中山 御母堂 フサエ 金一封
百合田朝子 湊 2区 御母堂 澄江 金一封
中原八千代 湊１東区 御主人 吉文 金一封
窪井真利子 正明市 1区 御尊父 正雄 金一封

俵　　　　　　　山
中村　　守 湯町 御令兄 貞雄 金一封

三　　　　　　　隅
上利　勝正 宗頭 御令室 ヒロコ 金一封
村田八重子 豊原 御主人 紘一 金一封
岡村　真吾 湯免 御母堂 福子 金一封
池永　　進 小島 御尊父 定美 金一封
池永　将基 向山 御尊父 洋治 金一封
作道　昭彦 湯免 御母堂 礼子　 金一封
大西　清子 小島 御母堂 綾子 金一封
兼頭　郁子 下中小野 御母堂 房子 金一封

日　　　　　　　置
大野　洋子 黄波戸口 御尊父 直道 金一封
山﨑　正一 黄波戸口 御母堂 シヅカ 金一封
伊勢本和男 茅刈 御母堂 雪子 金一封
奥田　泰史 畑 御尊父 閠二 金一封
三笠　　旭 小野地 御母堂 マサコ 金一封

寄付者名 ご住所 逝去者ご芳名 寄付額
椎野　昌美 長崎 御尊父 猛幸 金一封
光井　保元 黄波戸 御母堂 サザ子 金一封
松岡　一夫 川原 御母堂 ヨシコ 金一封

油　　　　　　　谷
山﨑冨美子 東大坊 御主人 昌廣 金一封
中野　輝政 札場 御令室 美貴枝 金一封
嶋田　智子 山崎 御主人 静男 金一封
村上　武夫 木吹 御令室 美智子 金一封
藤井　瑞穂 大江 御令室 キミエ 金一封
山本　正光 稲石 御母堂 久子 金一封
清水　早苗 杣地 御主人 光夫 金一封
國重トシヱ 川尻西 御主人 力松 金一封
末永　和子 札場 御主人 朝光 金一封
飯田　規寛 大坊 御尊父 育太 金一封
河上ひとみ 上蔵小田 御主人 幸男 金一封
長谷川泰生 東大坊 御令室 真理子 金一封
西村　好子 伊上浦 御母堂 秋江 金一封

そ　　　の　　　他
村田貴美子 宇部市 御主人 知之 金一封

見　舞　返　し
寄付者名 ご住所 寄付額

油　　　　　谷
平川　太一 川尻西 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
匿　名 10,000円

深　　　　　川
ボランティアグループ陶芸部 金一封

三　　　　　隅
山本　利晴 金一封

日　　　　　置
海岸寺仏教婦人会 金一封

俵 山 湯 の 家

俵山仏教婦人会 10,000円
匿　名 10,000円
内山　啓 中山 金一封

ヤマネ鉄工建設株式会社 3,700,000円
山田　勝子 生島 100,000円

第 92号　　令和２年 7月 1日社協だより　 しあわせながと
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チャイルドシートお礼
寄付者名 ご住所 寄付額

匿　名 金一封

物　品　寄　付
寄付者名 ご住所 内　　　　　容

深　　　　　川
匿　名 オムツ他

日　　　　　置
匿　名 マスク

油　　　　　谷
匿　名 おむつ、パット

俵 山 湯 の 家
佐藤裕二郎 広島県 マスク他

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 63 1,525,000
見 舞 返 し 1 10,000
篤 志　 他 16 4,425,500
合　計 80 5,960,500

　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。

　ヤマネ鉄工建設㈱より、
マスク（2000枚）をご寄
付いただきました。
　市社協各相談支援事業
所・在宅福祉サービス事
業所で活用させていただ
きました。

　ご家庭で使う予定のな
い未使用マスクの寄付を
受け付けております。市
社協事務局、各支所まで
ご持参ください。

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

※ 4.1 ～ 5.31 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

平成２８年
熊本地震義援金

令和３年
３月３１日（水）

令和元年８月佐賀県
豪雨災害義援金

令和２年
８月３１日（月）

令和元年
台風第１９号災害義援金

令和３年
３月３１日（水）

マスクを受贈 ご不要なマスクの寄付
を受け付けます

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）

ゆやデイサービスセンター
（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） 介護職員（非常勤）

採用人数 １名 若干名 １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

普通運転免許（AT 限定可）
※介護の資格・経験は問わない

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

令和２年 7月 1日　　第 92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

　『みんなで集まれる場があるのは幸せ。みんなでひばりのよ
うにおしゃべりしたい！』という思いから名付けられた「ハッ
ピーサークルひばり会」。旅館の女将さんを中心に、料理上手
なスタッフが作る昼食も楽しみの一つです。
　音楽会やレクリエーション、小学生との交流会など活動内容
は様々ですが、「おもしろかったよ！」と言ってもらえること
がスタッフの一番の喜びとなっています。
　今は、新型コロナウイルスの感染予防対策ということで制限
がかかり、少々寂しい思いもしていますが、「新しい生活様式」
に注意しながら活動することで、サロンがこれからもいきいき
としたふれあいの場となっていくことを願います。

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。 

　暑さも増してきた今日この頃、コロナ禍もある程度
は一段落、長門市内のボランティア団体やサロンの活
動も再開しつつあります。ですが、まだまだ油断なら
ない状況ということで、暑さもコロナもしっかり対策
を講じながらがんばっていきましょう。

〜　編　集　後　記　〜

たけのこ村製品・販売中!

ひばり会（俵山湯町）

　社協では、たけのこ村で生産された

竹製品や、長門市の福祉振興ゆるキャ

ラ「ほえっぴー」のグッズを販売して

おります。たけのこ村、社協事務局、

各支所の他、センザキッチンや元乃隅

売店でも販売中！

【問合せ先】
　長門市社会福祉協議会　事務局　☎ 22-8294
　地域活動支援センターたけのこ村　☎ 22-1633

●参加者：１７名　　　　　 ●スタッフ：１０名
●参加費：３００円（１回）　●会 場：JA 俵山支所

ハッピーサークル♪

▲ みんなで楽しく健康体操！

▲ 小学生との交流会 「元気をもらったよ！」


