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　9月18日（金）、俵山小学校と俵山幼児園合同で「みんな

で楽しくきずなを深めるスポーツ大会」が開催されました。

この行事は、新型コロナウイルス流行の影響で運動会に変

わる行事として実施されましたが、参加した子どもたちも

一生懸命に取り組み、楽しい大会となりました。

俵山・スポーツ大会開催！コロナにまけないぞ！

白熱の玉入れ合戦！



見守り活動とは？

見守り活動の
参加者は？

　住民同士が日常生活の中で行う支え合いの仕組みで、ひとり暮らし高齢者など地域で気掛かり
な人の様子に気を配る活動のことです。
　地域の中での「あいさつ」や「声掛け」などが中心となる見守り活動は、地域住民が日常生活の中
で無理なく行える住民相互の支え合い活動として、大変重要な意味を持っています。住民同士で行
う日頃の「あいさつ」や「声掛け」の積み重ねが、住み慣れた地域で暮らし続けたいという気運を育
み、共に支え合ってつながりを実感できる地域になるからです。

地域に住む私たちです。福祉員や
民生児童委員、自治会長等と協力
して見守り活動を行います。

　長門市社協では、自治会の中に「見守り活動」など住民が身近な福祉活動に取り組んでいただく専
門部会として、「自治会福祉部」の設置及び活動に対し毎年助成を行っています。自治会の規模が小さ
く単一での活動が難しい場合は、複数の自治会で組織し設置しても構いません。また、自治会福祉部に
は福祉部長１名と、概ね20世帯を目安に福祉員を１名配置していただきます。
　基本活動（必須事業）と発展活動（選択事業）の実施により、助成金（基本活動と発展活動の合計額）
を交付させていただきます。

自治会福祉部 設置助成

生活の
様子

に気を
配る

サロン
会など

で

安否確
認をす

る

お宅に
訪問する 電話で

お話しをする

出会った時に声を掛ける
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★A コープ長門店　３３,６８９円　  ★サンマート人丸店　２０,４８３円

募金百貨店プロジェクト

10月1日 赤い羽根共同募金活動がスタート！

今年も皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします今年も皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします

　今年も、全国一斉に赤い羽根共同募金活動が始まりました。長門市においては、
去る 10月 2日、Aコープ長門店、サンマート人丸店において、長門市共同募金
委員会の皆さんのご協力をいただき街頭啓発活動を実施しました。

　募金百貨店プロジェクトとは、企業の皆様と赤い羽根共同募金が商品の開発や企画を立ち上げ、
その売り上げの一部を共同募金にご寄付いただくというプロジェクトで、これらの商品・企画を一堂に
集約することで、共同募金が募金の百貨店になるというものです。
　顧客に負担はなく、企業は商品の販売促進と社会貢献につながり、それが地域課題解決のための
財源になるという３者のWIN＆WINの関係の構築を目指します。

天候にも恵まれ、多くの温かい善意が寄せられました。ありがとうございました。
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コーナー
お知らせ

　１１月１１日（水）、人丸文化センター１F ホールにて、ひとまる・カフェがオープンします。

　新別名地区にお住まいの方を対象に、喫茶コーナーや、雑談やレクリエーション等に利用できるフリー

スペースを提供します。ご近所の方とお誘いあわせの上、是非ご来場ください！

　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。

今年度とれた竹の焼成も完了し、竹炭・竹チップ等の人気商品

の在庫も追加されました。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です！

※竹酢液については、現在品切れとなっております。製造が完

了次第追加しますので続報をお待ちください

主催：長門市社会福祉協議会

協力：新別名地区福祉推進委員会

お問合せ：22-8294（事務局）または32-0931（油谷支所）

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

ひとまる・カフェOPEN!

たけのこ村製品・販売中！

　60歳で退職後、愛犬とまったりした生活を楽しもうと思ってい
た矢先、福祉エリア支援員の仕事が舞い込んできました。
　仕事内容はもちろん、担当となる三隅地区のこともよく知らない
状況でのスタートでした。唯一、これまでやってきた訪問看護・健
診業務、難病相談などの経験と、そこで得た「人」とのつながりが、
活動する上で大きな支えとなっています。
　今は、高齢者等の訪問や、サロン・育児相談・健診・寿大学、そ
の他各種行事や教室に参加させてもらっています。その中で、皆さ
んの不安や疑問をお聴きし、一緒に考えたり関係機関につないだり
しています。
　これからも、医療・介護・福祉などの知りたいこと、困っている
ことがありましたら気軽にお声がけください。地域の皆さんが“住
み慣れた地域”で、“末永く”、“安心して”暮らしていけるよう、少
しでもお手伝いをさせていただけたらと思います。

〜地域福祉エリア支援員の声〜
　今回は、三隅地区福祉エリア支援員の
安永加津子さんにお話を伺いました！

第26弾

子どもから高齢者まで三世代が
住み慣れた地域で「健幸」に過
ごすことができるよう支援する
集落支援員。市により各地区社
協へ配置されています。

地域福祉エリア支援員とは…

ききたい!
○○
の声

〇社協理事交代のおしらせ
　６月２９日付、上田幸子副会長が退任されました。
　 新たに理事として、花島まりさんが就任されました。

日　時 11月11日（水）13時～16時

場　所 人丸文化センター1Fホール

参加費 1回100円（飲み物、お菓子付き）
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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

　今年度3回目の家族介護者ミニ交流会を、長門市ボランティ
アハウス（日置）にて開催しました。今回は、参加者のこれま
での体験やこれからの備えなど、茶話会形式で話し合い、穏
やかな雰囲気の会となりました。
　※コロナウイルス感染対策の為、マスクの着用、消毒を行
い実施しています。

　深川地区社協（会長 萩原 義久氏）では、市より受託の健幸支え合いサービス事業
の一環として、地域住民が自由に参加できる集いの場「まち カフェ」を、東深川 田
屋自治会（於田屋公会堂 毎週水曜日）と渋木・真木地区（於ＪＡ渋木ふれあい店舗内 
毎月第２木曜日 ※送迎あり）の2ヶ所で開始しました。
　「あなたも来てみんさい！ みんなでワイワイ楽しい時間を過ごしましょう！」を 
モットーに、参加された方が、おしゃべりや体操、自分の趣味等をしながら自由
に 楽しく過ごしていただくことで、「元気な深川」を目指しています。ピンクとブ
ルーの のぼりが目印です。地域の皆さん、お気軽にご参加ください。

　令和２年度介護職員初任者研修を長門市地域福
祉センターで開講し、17名の参加がありました。
少子高齢化が急速に進行する本市において、一人
でも多くの市民の方に介護技術や知識を習得して
いただくことを目的に、毎年開催しています。今
年度はコロナウイルス流行の影響で開催時期が遅
れましたが、マスク、消毒、フェイスガード等、
十分な対策を取りながら実施しています。

　長門市消防本部の関岡さんを講師に迎え、長門市地
域福祉センターで救急救命講習を開催しました。当日
は、ファミリーサポートセンターの提供会員を中心に
10名の参加があり、コロナ感染予防に有効な手洗い方
法や事故への対応を、心肺蘇生法など実技を交えなが
ら丁寧にご指導いただきました。
　また、AEDの普及で多くの命が助かる事例等 身近
に感じるお話しを聞き、受講者からも熱心に 質問をさ
れるなど、非常に充実した講習になりました。

　また、第4回の開催を左記の日程にて予定
しております。仲間たちとお茶を飲みながら、
楽しく語らいの時を過ごしましょう♪

9/15
㈫

日 時 11 月 17 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 11 月 10 日（火）

介護職員初任者研修
救急救命講習を開催!

田
た

屋
や

渋
しぶ

木
き

・真
ま

木
き

長門市ファミリーサポートセンター
開講しました

8/23 10/10

10/7 10/8

㈰ ㈯

㈬ ㈭

家族介護者ミニ交流会

まちカフェオープ
ン!
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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8月1日
〜2020年9月30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
新谷　良治 通 15区 御母堂 サヨ子 金一封

仙　　　　　　　崎
丸茂　省二 祇園町 御尊父 修省 金一封

小笠𠩤　太一 大泊 御尊父 清勝 金一封
石田　肇 大泊 御母堂 文江 金一封

梶原　康範 白潟 3区 御母堂 マサ子 金一封
沓野　昭次 鳥越 2区 御令室 和子 金一封

久保田　京子 旭町 御母堂 悦子 金一封
上野　マスエ 大泊 御主人 千代松 金一封
上田　恵子 幸町 御尊父 義人 金一封

深　　　　　　　川
安藤　公隆 板持１区 御尊父 利一 金一封
水月　和則 板持 4区 御母堂 フミ子 金一封
大藤　行生 江良 御母堂 テル子 金一封
前田　洋志 江良 御母堂 テル子 金一封
横谷　誠 正明市１区 御母堂 トシコ 金一封

戸田　征治 緑ヶ丘 御母堂 ナツヱ 金一封
作間　由二朗 中山 御尊父 雄二 金一封
田原　謙次 三ノ瀬 御祖母 清子 金一封
松尾　良惠 上川西 1区 御主人 治男 金一封

吉野　喜久男 門前 御尊父 忠一 金一封
安森　美智子 上川西 2区 御主人 有作 金一封
田原　敦子 上川西 2区 御母堂 宮田　通子 金一封
林　弘子 渋木中区 御令弟 末永　信夫 金一封

重村　正弘 田屋 御母堂 良子 金一封
末永　美智子 小河内 御主人 徹 金一封
横村　恵子 上ノ原 御主人 祐治 金一封
松永　典子 田屋 御母堂 河村　悦子 金一封
伊藤　正 正明市 1 区 御尊父 四郎 金一封

河邊　貴久子 上ノ原 御母堂 睦子 金一封
三　　　　　　　隅

藤村　増海 市 御尊父 海智徳 金一封
熊野　美智江 三隅中村 御主人 勝 金一封
山田　小百合 浅田 御主人 博数 金一封
上田　敏江 三隅中村 御主人 美久 金一封
永冨　恵子 豊原 御主人 一明 金一封
松浦　嘉子 浅田 御主人 勝春 金一封
金子　延富 向開作 御令室 美鈴 金一封
匿　　名 金一封

日　　　　　　　置
林　延枝 上城 御主人 賢治 金一封

上田　隆子 黄波戸 御主人 七郎 金一封
増田　眞由美 新市 御主人 勝 金一封
石本　正夫 東坂本 御尊父 常夫 金一封

寄付者名 ご住所 逝去者ご芳名 寄付額
油　　　　　　　谷

中島　澄子 札場 御主人 繁昭 金一封
山根　信子 川尻西　 御主人 昇 金一封
中嶋　邦子 山根 御主人 明之 金一封
末永　善理 上蔵小田 御祖母 時子 金一封
守山　忍 川尻東 御令室 昭代 金一封

中村　ミサヲ 川尻西　 御子息 浩二 金一封
岡本　信子 川尻東 御主人 一力 金一封
中村　幸惠 新別名 御母堂 政子 金一封
山﨑　修二 大川尻 御母堂 スヱ子 金一封
三井　吉則 東立石　 御母堂 サカヱ 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
S20.3月仙崎国民学校卒業　申 ･ 酉同級会有志一同 32,357円

深　　　　　川
益岡　喜美子 金一封
山口ヤクルト販売　長門センター 25,300円
ボランティアグループ陶芸部 金一封

俵 山 湯 の 家

匿　名 金一封

物　品　寄　付
寄付者名 ご住所 内　　　　　容

日　　　　　置
窪田　佳子 碁盤・碁石

俵 山 湯 の 家
佐川急便株式会社 食品

そ　　の　　他
池内　京子 布団類

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 50 1,275,000
見 舞 返 し 0 0
篤 志　 他 13 118,157

合　計 63 1,393,157

チャイルドシートお礼
寄付者名 ご住所 寄付額

匿　名 4名 金一封
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令和２年７月豪雨災害義援金

法蓮寺門徒一同 様　金一封（中央共募）

長門ボランティア連絡協議会 様　金一封（熊本県）

社協窓口募金箱　1,000円（中央共募）

※8.1～9.30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） 受付窓口

　長門市社会福祉協議会 事務局・各支所

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

長門センター 様

　山口ヤクルト販売株式会社長門センター様よ
り、地域密着型の新たな社会貢献活動として、
売上の一部を本会へ寄付していただきました。
　長門市の地域福祉活動に活用させていただき
ます。ありがとうございました。

　山口県社協を通して、㈱ツルハグループ
ドラッグ＆ファーマシー西日本様より、車
イス１台を寄付していただきました。
　本会では、一般市民への短期間の貸出し
や福祉教育出前講座等で有効に活用させて
いただきます。

ご寄付いただきました 車イス寄贈
山口ヤクルト販売会社株式会社 ㈱ツルハグループドラッグ＆

ファーマシー西日本 様

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 11月 1日　　第 94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

　婦人部の解散を機に発足したサロンもようやく 3 年目に入
りました。「今日はよかったよ。楽しかった。」との声に思わ
ずほほ笑みます。
　今年は新型コロナウイルス感染症で思うように活動できま
せんが、最大の注意を払いながら活動を続けています。
7 月はお地蔵様のエプロン作りをし、8 月は恒例となっている
宗頭幼稚園の子どもたちを招いてお地蔵様祭りをしました。
　“いつも美しく笑えるサロンにしたいね”と名付けたサロン
がこれからもずーっと楽しく笑える場になることを願います。

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。 

　だんだんと肌寒くなり、冬を感じる日が多くなりつつあ

ります。以前、コロナの影響で人々の防疫意識が高まり、

結果的にインフル等既知の流行病の蔓延が抑えられるので

は、というようなデータを見て、なるほどなぁ～と感心し

ました。とはいえ、油断はせずに気をつけていきましょう！

〜　編　集　後　記　〜

ほほ笑美サロン（三隅上宗頭）

訪問入浴
しあわせながと

こんにちは！

です！

ご自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、入浴サービスを提供。
利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図ります。

①入浴前の健康チェック（血圧・体温等）②入湯・洗身・洗髪　③湯上がり後の健康チェック
　　　　　　　　　　　スタッフ３名 （看護職員１名 介護職員 ２名）

利用者募集中!

▲宗頭幼稚園園児と合同でお地蔵様祭り

参加者 20名 担い手 6名

参加費 必要時に集金 会　場 宗頭公民館

利用対象 介護保険・要介護 1～ 5の認定を受けられている方
長門市から身体障害者訪問入浴の利用決定を受けられた方

地　　区 長門市全域

曜　　日 月～金曜日（土・日・祝日・12月 29日～ 1月 3日除く）

お申込み 長門市社会福祉協議会
訪問入浴しあわせ長門（℡：0837-22-8294）


