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　“地域に大家族を作りたい”という思いから、誰もが食べ・話し・笑い・
学び・触れ合い・助け合う食堂として活動しています。
　今回は、鹿野屋のうどんを使った　“冷やしうどん”でしたが、毎回、
鹿野の食材を使って心とお腹を満たしてくれます。同時開催のフードパ
ントリーも大好評‼コロナ対策も万全に行われ、多くの利用者で賑わい
ました。（現在は、テイクアウトのみでの開催）
　なお、この活動は、赤い羽根共同募金を活用しています。

「鹿野ふらっと食堂」( 主催：異世代交流子育てサロン a
アズ

s i
イズ

s)

～地域で助け合いたい～
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周南市社協のHPを
リニューアルしました。
ぜひ、ご覧ください。
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　中央地区子育てサロン
「きららクラブ」では、地区
の民生委員、主任児童委
員さんを中心に絵本の読
み聞かせ、お買い物ごっこ
や親子体操、梨狩り遠足
など、来られた方が楽しめるように工夫を凝らして子育てを
応援しています。コロナ禍では感染対策を徹底し運営され
ています。参加した親子が笑顔になって、また来たいなと思
えるようなあたたかいサロンです。

　『どんぐりの会』は、「障害
のある子どもたちにおもちゃの
素晴らしさと遊びの楽しさを」
との想いから立ち上げられた
ボランティアグループです。
さまざまな工夫を凝らして手作
りした布の絵本やおもちゃを市
内６つの小学校をはじめ、児童発達支援センターや高齢
者デイサービスセンターなどに無償で貸し出しています。

昨年度実施した「しゅうなんの町を良くする」
活用事例を一部ご紹介します！

◆活用事例は、『周南市共同募金委員会（周南市社会福祉協議会）』ホームページや『赤
い羽根データベースはねっと』へも掲載しておりますので、そちらもご覧ください。

●周南市共同募金委員会HP (周南市社会福祉協議会赤い羽根共同募金ページ) 　http://www.shunan-shakyo.or.jp
●赤い羽根データベースはねっと （中央共同募金会）  https://www.akaihane.or.jp

　周南市共同募金委員会では、市内
の福祉活動を支援するため、募金のお
願いを行います。周南市社会福祉協議
会へ助成を行い地域福祉活動等を支
援するほか、各種福祉活動を行ってい
る団体等への助成も行い、『じぶんの
町を良くする』ために募金を有効活用
しています。

周南市社会福祉協議会
各種福祉推進団体 等 地域への助成 県域の活動に

広域的な課題に
災害の備えに

周南市民の
みなさま 周南市共同募金

委員会

山口県
共同募金会

地域へ
還元

福祉活動

集まった募金の
全額を送金

３割

戸別・街頭・学校・職場
などでの募金活動募金の流れのご紹介

集まった
募金の
７割を配分

　周南市でも特に少子高
齢化が進む鹿野地区では、
見守り・雪かき・配食・ふれ
あい郵便書き手ボランティ
ア活動を通じて、地域を支
える人材を育成し地域福祉
の向上を目指しています。
　「鹿野ふれあい郵便」は、毎月1回、小学生・中学生・書
き手ボランティアによる絵手紙を、一人・二人暮らしで高
齢者のご家庭に配達しています。
心のこもった手紙は、みんなを笑顔にします。

児童福祉活動　子育てサロン

高齢者福祉活動　 鹿野ふれあい郵便

障がい者福祉活動　 どんぐりの会

高齢者福祉活動　 地区社協活動

　高齢者が気軽に集まれる
場所として今宿市民センター
で、「今宿カフェ」を開店して
います。
　コロナ禍の中、多くの方が
参加できるようにオンライ
ン・カフェの試行を始めたと
ころでしたが、残念ながら現在は休止中です。再開を待ち
望む声も多く、安全・安心なカフェの再開に向けて話し
合いを続けています。

集められた“やさしさ”がしゅうなんの町をよくします
　赤い羽根共同募金で集まった 70％は周南市の福祉のために、30％は山口県内の広い活動や災害
支援につかわれます。「どこかの誰か」のためではなく、「じぶんの町を良くする」ために活用されます。

赤い羽根共同募金
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期間：２０２1年10月1日～3月31日

●一般募金 2,447.9万円
●歳末たすけあい募金 ９２０万円

周南市の
目標額（必要額）3,367.9万円

　“活用事例”でご紹介しました活動や“募金の
つかいみち”でご紹介している活動を行うために
目標額を設定しています。1世帯当たり一般募金
およそ７００円、歳末たすけあい募金およそ２５０
円を目安にご協力いただければ幸いです。

※募金はあくまでも自由意志によるものです。
　趣旨をご理解のうえご協力をお願いいたします。

募 金 の つ か い みち

福祉施設と団体のために
1,092万円

高齢者の暮らしを守ります

106.9万円

・高齢者の見守り活動
・高齢者福祉推進団体への助成
・高齢者の生きがいづくり障がい者の自立を支援します

132.8万円

・障がい者の親の会のネットワークづくり
・障がい者と市民の交流の場づくり
・障がい者の社会参加の支援
  （チャレンジクラブ・
　風船バレーボール大会開催）

福祉の情報をお届けします

110.5万円
・広報、啓発活動のために

地域ぐるみの子育てを応援します

53.5万円

・子育てに関する講座の実施
・児童福祉推進団体への助成

地域で行われる福祉活動のために

869万円

・福祉員研修会の開催
・地域福祉推進団体への助成
・各地区社協事業の支援
　

ボランティア活動を支えます

7.2万円

・ボランティア講座の開催
・災害ボランティアの育成

福祉教育をすすめます

76万円

・市民を対象とした福祉教育
・市内の小中学校、高校、特別支援学校へ
　福祉教育を推進するための助成

歳末時の福祉活動をすすめます

920万円

・地区社協の歳末行事への助成
・施設の年末年始福祉活動への助成
・生活に困っている方への食料支援
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募金結果のご報告

令和 2 年度 地域別・募金方法別の集計結果 （単位：円）

募金
総額 30,065,419円
令和 2年度 　昨年度の赤い羽根共同募金では、周南市内の自治

会をはじめ、職場・学校・街頭など心あたたまるご
支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございま
した。皆さまのあたたかい思いやりに心から感謝を
こめて、令和 2 年度の募金実績をご報告いたします。

赤い羽根共同募金『公募助成事業』のご案内
赤い羽根共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりのために
住民福祉活動を支援しています

社会福祉法人山口県共同募金会周南市共同募金委員会
では、市内の地域福祉活動団体やボランティア団体等
の福祉活動に対して助成し、支援を行っています。

　　　　　　　周南市内に活動の拠点を置き、住民の

福祉向上の為に活動を行う団体、及び住民の福祉向上
に効果があると認められる事業を計画する団体

令和４年度中に実施し、次のいずれかに該当する事業
⑴高齢者を支援する活動事業
⑵障がい児・者を支援する活動事業
⑶児童、子育て支援に関する活動事業
⑷その他住民の福祉向上に寄与すると認められる事業

　　　　　　　１事業２０万円を上限とします。

　　　　　　　所定の申請書に必要事項を記入し、団

体の事業報告及び収支決算、事業計画及び収支予算の
状況が分かる書類を添付して提出してください。

令和 3 年 10 月 1 日㈮～令和 3 年 10 月 29 日㈮

　　　　　　　申請のあった団体は、第１次審査の書

類選考で適否の判定を行います。第１次審査通過団体
は、第２次審査においてプレゼンテーションを行ってい
ただき、最終適否の判定及び助成額の決定を行います。

※各審査の結果については、通知書により各団体へ通
知いたします。

　　　　　　　助成が決定した団体は、事業を実施す

るにあたり各種資料、及び団体の事業報告等に赤い羽
根共同募金からの助成であることを明示してください。

〒 745-8529　周南市速玉町３−１７
周南市徳山社会福祉センター内
社会福祉法人山口県共同募金会周南市共同募金委員会
事務局（周南市社会福祉協議会）

TEL:0834-22-2115　FAX:0834-22-2116

※申請書等はホームページに掲載しておりますので、
ご活用ください。

　 http://www.shunan-shakyo.or.jp

対象団体

審　　査

助成の明示

資料請求・問合せ先

対象事業

助成金額
申請方法

募集期間

種類 募金方法 徳山地区 新南陽地区 熊毛地区 鹿野地区 周南市合計

一般募金

戸別募金 11,114,300 3,191,200 2,574,930 695,900 17,576,330

街頭募金 81,021 91,985 0 0 173,006

職域募金 1,397,322 227,883 90,465 80,600 1,796,270

イベント募金 0 0 0 0 0

個人募金 72,000 30,512 1,550 11,370 115,432

そ
の
他

子ども会募金 272,712 92,015 28,913 0 393,640

協力店募金 0 20,584 20,665 2,000 43,249

窓口募金 26,841 48,654 835 1,479 77,809

受取利息 27 2 1 0 30

各種団体 51,105 0 3,000 12,000 66,105

法人募金 328,388 12,500 394,680 171,000 906,568

募金百貨店 300,468 0 0 0 300,468

計 13,644,184 3,715,335 3,115,039 974,349 21,448,907

歳末
たすけあい
募金

戸別募金 4,853,320 1,558,650 1,002,270 249,650 7,663,890

学校募金 113,326 62,850 17,900 7,136 201,212

個人募金 3,120 0 0 0 3,120

各種団体 85,470 0 0 0 85,470

法人募金 300,000 0 0 0 300,000

計 5,355,236 1,621,500 1,020,170 256,786 8,253,692

種類 募金方法 周南市

地域テーマ
募金

法人募金以外 266,000

法人募金 96,820

計 362,820
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善意銀行
【善意銀行に託された寄付金で行う主な事業】
●ボランティア活動の育成（ボランティア養成研修会の開催・
　ボランティアセンターの運営）
●地区社協・福祉団体・ボランティア団体活動助成
●社協だよりの発行

「備考」欄には、お亡くなりになられた方のご芳名を記載しております。
　　　  謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

令和３年５月１日～令和３年７月31日受付分

ご 芳 名 ご 住 所 ご寄付額
徳山市立第 5 中同窓会 ( 昭和 25 年卒業 )　代表　柏　昌彰 徳山久米 4,000
三輪　威勢男 (34 回目） 　〃 青山町 1,701
金子　静江 　〃 久米 1,000,000
佐伯　恭子 　〃 上御弓町 3,000
澤野　元始 鹿野石ヶ谷 5,000
匿名 (81 回目・82 回目・83 回目） 下松市 6,000
日立製作所労働組合　笠戸支部（28 回目）【HAPPY 募金】 　〃 30,000

一 般 寄 付

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額
ご 指 定 内 訳

ご 指 定 先 周南市社協

山本　美紀子 母 / 千恵子 徳山上村 100,000
訪問看護ステーションしんなんよう 30,000

20,000住みよい菊川をつくる会 30,000
菊川地区社会福祉協議会 20,000

河村　美代一 妻 / 幸枝 　〃 中須南 100,000 中須地区社会福祉協議会 80,000 20,000
仲子　隆政 妻 / 桂子 　〃 長穂 100,000 長穂地区社会福祉協議会 80,000 20,000

萩原　政志 母 / 朝子 　〃 長穂 75,000
長穂地区社会福祉協議会 40,000

15,000
やまなみ荘 20,000

葊林　惠美子 夫 / 剛一 　〃 莇地 50,000 長穂地区社会福祉協議会 40,000 10,000
杉村　信子 夫 / 芳昭 　〃 須々万本郷 100,000 須々万地区社会福祉協議会 80,000 20,000
西山　学 弟 / 金子　良助 　〃 栗屋 50,000 櫛浜地区社会福祉協議会 40,000 10,000
神田　清作 母 / 節子 　〃 下上 50,000 菊川地区社会福祉協議会 40,000 10,000
河村　弘三 父 / 美代一 　〃 中須南 100,000 中須地区社会福祉協議会 80,000 20,000
磯部　輝子 夫 / 輝巳 　〃 上村 100,000 菊川地区社会福祉協議会 80,000 20,000

佐伯　キク子 夫 / 孝晴 新南陽皿山町 80,000
ケアパートナー周南 20,000

40,000皿山北自治会 10,000
ニチイケアセンター菊川 10,000

原田　明子 夫 / 清昭 　〃 新町東 100,000
富田西地区社会福祉協議会 50,000

20,000
富田東地区社会福祉協議会 30,000

丹後　博貴 　〃 土井 30,000 富田東地区社会福祉協議会 20,000 10,000
匿名  熊毛   50,000 八代地区社会福祉協議会 40,000 10,000
吉松　吉昭 母 / 澄江 　〃迫 50,000 三丘地区社会福祉協議会 40,000 10,000
藤井　陽一郎 母 / 光 　〃 上河内 100,000 大河内地区社会福祉協議会 50,000 50,000
長田　敏文 母 / 鈴子 　〃 東勝間原 50,000 勝間地区社会福祉協議会 40,000 10,000
松本　好弘 母 / 静代 　〃 広末 50,000 三丘地区社会福祉協議会 20,000 30,000
兼満　正美 母 / 恵美子 　〃 安田上 100,000 三丘地区社会福祉協議会 80,000 20,000

藤田　町子 夫 / 武 鹿野下 20,000
徳山医師会病院 10,000

4,000
鹿野地区社会福祉協議会 6,000

髙光　耕男 妻 / 菩子 　〃 金峰 160,000
鹿野博愛病院 100,000

32,000
更生保護女性会 28,000

山﨑　邦男 母 / 姫代 　〃 中津 50,000
鹿野博愛病院 30,000

10,000
鹿野地区社会福祉協議会 10,000

前田　孝治 母 / 芳枝 山口市 120,000
須金地区社会福祉協議会 76,000

24,000
須金地区自主防災部 20,000

指 定 寄 付

ご 芳 名 ご 住 所 内　　　容

きずな周南プロジェクト（3 回目） 徳山周陽 タオル 98 枚・雑巾 43 枚・マスク 500 枚

テキサス周南店（32 回目） 新南陽古泉 お菓子

中村　好治 下松市 車椅子　２台 ( 自走式 )

物 品 寄 付

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額

山本　哲 妻 / 素代子 熊毛御所尾原上区 20,000

香 典 返 し
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　ひとり暮らし高齢者の孤独死・孤立死を少しでもなくしたいとの思いから、市内３１地区の地区社協

に、地域の高齢者等の見守り活動拠点「もやいネット地区ステーション」を設置し「地域福祉コーディ

ネーター」を配置しています。

　民生委員さんや福祉員さんから依頼を受けた方に、訪問を重ねることで重層的な見守り活動を行い

ます。安否確認にとどまらず、必要であれば適切な福祉サービスを導入するため関係機関に繋ぐなどの

役割があります。また、協議体（地域の福祉課題についての話し合いの場）へ参加し、安心して暮らしてい

ただける環境をつくるよう活動しています。

地域福祉コーディネーター同士の情報交換

や、知識の習得を目的に年に２～３回研修会

を行っています。

令和３年８月５日(木)熱中症予防について

地域福祉コーディネーター

って、ご存知ですか？

もやいネット地区ステーション

もやいネット地区ステーション事業

見守り訪問による
ニーズや困りごとの把握

地域福祉コーディネーター

地域行事などの参加による
ネットワークづくり

把握したニーズや
高齢者の困りごとを地域の
話し合いの場で発信

周南市もやいネットセンターや
地域包括支援センターなど
関係機関との連携

第2層協議体

話し合い

地域
課題

課題

取り組み 何とか
　しょう！

（コミュニティ圏域）

地域福祉
コーディネーター

評価

困り
ごと困り

ごと

お詫びと訂正
　第 84 号『しゅうなん社協だより』（令和 3 年 7 月 1 日発刊）

善意銀行及び理事・監事・評議員において誤りがありました。

　一般寄付の澤野智子様の備考欄において、「息子 / 康太」

様でした。

　理事「久村貴美子」様の選出区分・関係役職において、

富田東地区社会福祉協議会会長でした。

　澤野様、久村様ならびにご家族ご関係の皆さまにご迷惑

をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
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周南市自立相談支援センター
●受付時間／月～金曜日　8：30～17：15
●お休み／土・日曜日、祝日、年末年始
●電話・FAX／0834-31-4742
●Eメール／newstart@shunan-shakyo.or.jp0800-200-4742

〒745-8529　周南市速玉町3番17号
周南市徳山社会福祉センター別館

徳山駅

市役所

郵便局

銀行 徳山小学校

お米の碑

至 下関

至 防府

至 広島

至 下松

銀座通り

平
和
通
り

昭
和
通
り

東
川

出光
会館

旧国道２号線 ココ

周南市生活困窮者自立支援事業

ひとりで悩まずにまずはご相談ください
仕事や生活に困っていらっしゃる方、家族がひきこもりがちで不安な方、まずはご相談ください。

相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員があなたに寄り添いながら、
他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

※「住居確保給付金」、「就労準備支援事業」については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
※本事業は、周南市社会福祉協議会が周南市より委託を受けて実施しています。

※「あんしん食料支援事業」「貸付」については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

その他関連事業

自立相談支援事業

あなただけの支援プランを作ります

生活に困りごとや不安を抱え
ている場合は、まずは地域の
相談窓口にご相談ください。
支援員が相談を受けて、どの
ような支援が必要かをあなた
と一緒に考え、具体的なプラ
ンを作成し、寄り添いながら自
立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

家賃相当額を支給します

離職などにより住居を失った
方、または失うおそれの高い
方には、就職に向けた活動を
することなどを条件に、一定
期間、家賃相当額を支給しま
す。生活の土台となる住居を整
えた上で、就職に向けた支援
を行います。

就労準備支援事業

社会、就労への第一歩

「社会との関わりに不安があ
る」、「他の人とコミュニケーショ
ンがうまくとれない」など、直ち
に就労に不安のある方と個別面
談や職業見学、ボランティア体験
等を行う中で、就労に向けた支
援や社会参加の機会の提供を行
います。

あんしん食料支援事業

生活に必要な食材が確保でき
なくなり、窮迫状態になった人
に対して、食料を提供すること
で、生活再建に向けた支援を
します。(支援期間があります)

貸　　付

低所得者、障害者または高齢者に対
し、資金の貸付と必要な相談支援を
行うことにより、安定した生活を送
れるように支援します。

家計改善支援事業

家計の立て直しをアドバイス

家計状況の「見える化」と根本
的な課題を把握し、相談者が
自ら家計を管理できるよう
に、状況に応じた支援計画の
作成、相談支援、関係機関への
つなぎ、必要に応じて貸付の
あっせん等を行い、早期の生
活再生を支援します。
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しゅうなんの町を良くする
「募金百貨店」を募集しています！！！

　募金百貨店プロジェクトとは…
　寄付付き商品・企画を販売し、売り上げの一部を赤い羽根共同募金に寄付することにより、地域社会に貢献する
企業・団体等を募集するプロジェクトです。購入者の負担はなく、企業は販促と社会貢献につながり、ご寄付いただ
いた募金が地域福祉課題解決のための財源になるという、３者のＷＩＮ-ＷＩＮ-ＷＩＮの関係構築を図るものです。

　毎年11月に開催しております「赤い羽根チャリティーゴルフ熊毛大会」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、今年度は中止とさせていただきます。
　２年続けて中止となり、ご参加をくださっている皆様、次年度以降に事態が収束次第、また開催を検討していきま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

問合せ先　周南市社会福祉協議会熊毛支部　℡：0833-92-0027

【募金百貨店プロジェクトの実施状況】

令和３年度　赤い羽根チャリティーゴルフ熊毛大会　中止のお知らせ

山口県共同募金会周南市共同募金委員会
　〒 745-8529　周南市速玉町 3-17　周南市徳山社会福祉センター内

  TEL：22-2115　FAX：22-2116
　E-mail　kanri@shunan-shakyo.or.jp

問合せ先

売上の一部を寄付

企業の取り組み広報

寄付つき商品
の販売

企業

地域

共同募金委員会

商品の購入
地域の福祉活動へ
助成

募金に協力

〇 ㈲寿司やす
　　「寿司やす赤い羽根応援プロジェクト」

　　季節ごとの赤い羽根法要パック膳１食の販売につき１５円寄付

〇 ㈱保険プランナー
　　「保険プランナー赤い羽根応援プロジェクト」

　　自賠責保険をご契約１件につき１００円寄付

〇 ㈱徳山コーヒーボーイ
　　「やまぐちCOFFEEプロジェクト」

　　「ブラジル・ジアマンチーナ・ヨシマツ」を販売し、売上の３％を寄付

〇 ㈱きらりトータルサポート
　　「きらりほけん社会貢献プロジェクト～輝く未来を共に創るために～」

　　自賠責保険（更新を含む）または生命保険（新規）のご契約１件につき１００円寄付

　　子どもの輝く未来を創るためのチャリティー保険セミナー参加者１名につき１００円寄付


