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　八っつぁんや ! 土鈴づくりにゃ型製作→粘土注入→形成→窯焼→研磨→
絵付と、幾つもの工程があるのよ。てぇへんだけどみんなで力を合わせて
トライを重ねるんだな。するってぇと息が合ってよぉ、オ一ケストラみてぇ
で何のトラブルもねえゃな。腕も腰もい tiger みんなよぉがんばりました
な。こうした土鈴だから多くの人の心を卜ラえるってぇもんよ。
ここ2年はコロナでてぇへんだったけどよ、きっと今年は良い年になるに
決まっ卜ラ! おあとがよろしいようで (̂ ;̂)

「寅年招福 !」干支土鈴で謹賀新年。
～就労継続支援 (B型) 事業所なべづる園～
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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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表彰状

民生委員児童委員功労者

　藤井　一明　　中山　郁夫

　田邊　正治　　福永　摂子

　髙木　泰司　　出口伊都子

　住谷　博志　　白井あや子

　林　克彦　　　石丸　三枝

　江田　光信　　井上　輝正

　兼重　滿宏　　宮根　讓二

　井上　秀男　　 本　篤幸

　福田真裕美　　秋貞　尙幸

　長葊　英子　　深町　睦雄

　佐伯優紀恵　　松本千惠子

　中本　信子　　隅　孝修

　田中　礼子　　磯部　康男

　⻆葊　信昭　　畑山　明美

　秋本昭次郎　　野田　修子

　山本　 彦　　金谷　信行

　西田　正典　　岸川　憲治

　河村喜美惠

福祉員功労者

　大塚佐代子　　作本樹美子

　玉木さゆみ　　植木　由子

　小林　雄二　　林　房江

　石田八重子　　佐野美都野

　河村　恒子　　加藤　直美

　和嶋チヅエ　　田中　敬子

　藤井　悦子　　渡辺芙美枝

　福田恵美子　　中村　澄江

　藤村　孝子　　大野　洋子

社会福祉施設役職員功労者

　長谷川香織　　今元　香

　奥村婦司子　　坂本　正志

　住吉　春恵　　田村　雅俊

　牧野　泰郎　　三奈木治郁

　藤井　郁恵　　藤澤リキ子

　原田　惇平　　越智　祐充

　吉村　順子　　玖村　悦子

　岩谷　理香　　山本　光恵

　藤井　紀子　　品川　真紀

　軽澤　明香　　金子　志乃

　宮久　康恵　　山下　大介

　松村　実穂　　橘　理美

民間社会福祉団体役職員功労者

　兼安　守　　　河井　保人

　長島　孝幸　　堀家　幸美

ボランティア及びボランティア
グループ活動功労者

　西村　照子　　松崎　絢子

　林　和賀子　　森田　栄子

　内山　民子　　伊東　章子

　柿本　伸子　　神代　博

　秋山　温昭　　渡辺　和子

　樫本百合子　　山根　早苗

　光清フミ枝

　ぬまぎ文庫

　ぴりりクラブ

令和3年度

周南市社会福祉協議会会長表彰
　今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、表彰式を中止といたしま
したが、周南市の福祉推進に尽力された方々が受賞されました。（受賞者 95 名・２団体は以下
のとおりです。敬称略）
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山口県知事表彰
社会福祉事業功労者

民生委員・児童委員

　秋重美津子　　小原　博美

　河野　敏子　　中根くみ子

　西田加代子　　南　智恵子

民間社会福祉事業施設等の長

及び従事者

　石丸　昌暢　　貞弘　康正

山口県社会福祉協議会長表彰

社会福祉事業功労者

　河繁　信夫　　村上ひろみ

　峰光　邦枝　　髙辻　裕嗣

　進賀研次郎　　山中　雅美

　高村　紀江　　石橋嘉緒里

　小林　由佳　　阿部　聡

　小林　展衣　　金山由紀子

山口県共同募金会長表彰

共同募金運動奉仕団体

　周南市立三丘小学校

　周南市立鹿野中学校

山口県民生委員児童委員
協議会長表彰

会長表彰

　藤中佳代子　　仲西　悦子

　石飛　　寛　　德永　里子

　秋山惠美子　　渡邉　幸美

山口県老人クラブ連合会長表彰

特別功労者

　木村　克久

一般功労者

　石川　　東　　宇多　徳行

　鍛治原清子　　片山　　勲

　合田洋次郎　　末次　泰三

　隅　　孝修　　清木　雍士

　都濃　美馬　　原田　強志

　藤井　逸朗　　三浦　敬次

　三戸　　秀

山口県身体障害者団体
連合会長表彰

会長表彰

　藤村　晴實

山口県障害福祉サービス
協議会長表彰

会長表彰

　牧野　泰郎

山口県身体障害者施設
協議会長表彰

会長表彰

　藤井　貴之　　高松　勘成

山口県知的障害者福祉
協会長表彰

知的障害者福祉事業功労者

　堀熊　裕子　　下瀬　麻未

山口県保育協会長表彰

優良保育施設長

　御園生宣尚

山口県肢体不自由児協会
理事長表彰

理事長表彰

　倉重智恵美　　金光　尚美

　平野　弘子　　河村　秀子

　藤木　祐里　　中村真由美

　安田　諒哉

健康福祉月間標語、
健康福祉に関する作文
入賞者表彰

「健康福祉月間」

標語応募作品入賞者

◎最優秀賞（福祉部門）

　周南市立桜田中学校

　　　　　　　　 岩倉夢希奈

◎優秀賞（健康部門）

　周南市立桜田中学校

　　　　　　　　 金谷　倖策

「健康福祉月間」

作文応募作品入賞者

◎優秀賞

　周南市立秋月中学校

　　　　　　　　 中山　明優

第71回

山口県総合社会福祉大会
　10 月 27 日（水）山口市において開催を予定していた第 71 回山口県総合社会福祉大会は
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となりましたが、周南市からも多くの
方が受賞されました。（受賞者は、以下のとおりです。敬称略）
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善意銀行
●

●
●

令和３年８月1日～令和３年10月31日受付分

ご 芳 名 ご 住 所 ご寄付額

徳山市立加見国民学校　昭 22 年会一同 徳山上村 2,310

村田　裕子  〃　糀町 300,000

山口ヤクルト　周南中央センター、周南西センター（2 回目）  〃　今宿町 36,600

徳山社会福祉センター利用者一同  〃　速玉町 1,715

中石　正美  〃　速玉町 10,000

有限会社佐伯洋服店  〃　上御弓町 10,000

匿名 新南陽宮の前 10,000

匿名 熊毛 10,000

匿名（84 回目・85 回目・86 回目） 下松市 6,000

一般社団法人　生命保険協会　　山口県協会（40 回目） 下関市 100,000

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

河本　浩 母 / 文子 徳山久米 100,000

周陽地区社会福祉協議会 30,000

20,000つづみ園デイサービスセンター 30,000

周南高原病院 20,000

西林　裕司 母 / 光江 　〃 須々万奥 100,000
須々万地区社会福祉協議会 50,000

20,000
周南高原病院 30,000

福田　トミ子 夫 / 茂人 　〃 湯野 70,000
湯野地区社会福祉協議会 36,000

14,000
徳山中央病院 20,000

原　智則 父 / 治清 　〃 下上 150,000

訪問看護ステーションゆめ風車 50,000

30,000ＪＡデイサービスとんだ 50,000

菊川地区社会福祉協議会 20,000

明石　憲枝 夫 / 敏夫 　〃 久米 200,000
特別養護老人ホームつづみ園 100,000

50,000
久米地区社会福祉協議会 50,000

寺尾　政彦 父 / 精二 　〃 莇地 50,000 長穂地区社会福祉協議会 40,000 10,000

藤井　八重子 夫 / 勝 　〃 中須南 100,000 中須地区社会福祉協議会 70,000 30,000

仲子　弘司 父 / 登 　〃 大向 100,000
向道地区社会福祉協議会 50,000

20,000徳山医師会訪問看護ステーション
ぺんぎんうらら 30,000

安永　博一 母 / 登美子 　〃 舞車町 50,000 関門地区社会福祉協議会 40,000 10,000

福田　節子 夫 / 五月 　〃 須万 20,000 須金地区社会福祉協議会 10,000 10,000

丸山　勝 母 / 久子 新南陽富田 50,000
特別養護老人ホームつづみ園 20,000

10,000
介護老人保健施設ゆめ風車 20,000

伊ヶ崎　博子 夫 / 俊男 　〃 　米光 80,000
特別養護老人ホーム　福寿荘 30,000

20,000
和田地区社会福祉協議会 30,000

磯部　恒明 叔母 / 里枝子 　〃 　新町中 100,000
富田西地区社会福祉協議会 50,000

20,000
中溝自治会 30,000

中村　幸恵 夫 / 忠夫 　〃 　福川 100,000
ケアパートナー周南 30,000

40,000
徳山リハビリテーション病院 30,000

徳原　雅士 母 / 信枝 　〃 　野村 100,000
野西寿会 20,000

60,000
野村西自治会 20,000

中村　隆二 妻 / 弘子 　〃 　富田 150,000 新南陽更生保護女性会 50,000 100,000

指 定 寄 付
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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

與市園　和子 夫 / 愼二 新南陽上迫町 80,000
新上迫自治会 20,000

50,000
どんぐり会 10,000

宮田　美加子 母 / 千枝子 　〃 　新堤 10,000 新堤南自治会 8,000 2,000

外山　マツエ 夫 / 信弘 熊毛兼清 200,000 三丘地区社会福祉協議会 160,000 40,000

阿川　佳代子 母 / 国兼　由美子 　〃 呼坂 30,000 長穂地区社会福祉協議会 24,000 6,000

山部　光将 母 / 重子 　〃 新町 100,000 高水地区社会福祉協議会 50,000 50,000

西岡　保代 夫 / 重明 　〃 勝間上 100,000 勝間地区社会福祉協議会 50,000 50,000

宇野　忠 妻 / 敦子 　〃 中笠野 70,000 大河内地区社会福祉協議会 50,000 20,000

末廣　仁士 母 / マスエ 　〃 三丘森河内 100,000
三丘地区社会福祉協議会 50,000

30,000
天王園 20,000

瀬田　忠夫 妻 / 道子 　〃 定光 100,000 勝間地区社会福祉協議会 80,000 20,000

淺弘　武男 妻 / 貞子 　〃 鶴見台 4 丁目 50,000 高水地区社会福祉協議会 40,000 10,000

大迫　隆文 母 / 月枝 　〃 筏場 50,000
三丘地区社会福祉協議会 10,000

10,000
筏場自治会 30,000

牛見　隆視 母 / 貞子 鹿野柿の木原 120,000

鹿野博愛病院 30,000

24,000
やまなみ荘 30,000

メディケアホーム鹿野博愛 30,000

鹿野地区社会福祉協議会 6,000

宇佐川　英子 夫 / 信馬 　〃 巣山 50,000 鹿野地区社会福祉協議会 40,000 10,000

中磯　由美子 義母 / ヨシ子 　〃 細野 100,000
鹿野博愛病院 40,000

20,000
やまなみ荘 40,000

河野 父 / 勉 50,000 大津島地区社会福祉協議会 40,000 10,000

河野 母 / テツ子 50,000 大津島地区社会福祉協議会 40,000 10,000

ご 芳 名 ご 住 所 内　　　容

岡田　泰典 徳山 紙オムツ・パッド　６箱

道源　彰子 　〃 下上 紙オムツ 2 箱

高齢社会をよくする女性の会徳山
(116・117 回目 ) 　〃 楠木 ウエス 2 箱（特別養護老人ホームつづみ園）

ウエス 2 箱（鼓ヶ浦整肢学園）

マルハン周南店（17 回目） 新南陽浜田 お菓子

テキサス周南店 　〃 　古泉 お菓子 (33 回目 )

周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会
( 社会福祉法人山陽ケアハウス三丘 )(12 回目 ) 熊毛小松原 非常食安心セット (9 食入り ) × 28 箱

（周南市自立相談支援センター）

物 品 寄 付

みなさまからの善意をご紹介します

山口ヤクルト販売
周南中央センター 様、

周南西センター 様

周南両センターのヤクルトレディが販売した
「Yakult（ヤクルト）1000」及び「ヤクルト 400」

シリーズの売上の一部をご寄付いただきました。
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周南市内の学校を対象に、児童、生徒への福祉への関心を高め理解を深めることを目的に、
社会福祉協議会の職員が福祉やボランティア活動についての出前講座を行っています。

この活動には
赤い羽根共同募金が
つかわれています。

令和３年度は、コロナ対応の為一部内容を変更しています。

福祉教育に関する
問い合わせ先

周南市社会福祉協議会 業務課地域福祉係
TEL （０８３４）２２－８７２１

周南市社会福祉協議会では

福祉教育の取り組み例

～秋月中学校福祉体験学習の様子～

プログラム名 内　　　容

高齢者疑似体験

車椅子体験

アイマスク体験

ユニバーサルデザイン学習

ボランティア学習

高齢者疑似体験セットを装着し、日常動作を体験します。

車椅子の使い方を学び、乗った方の目線などを体験します。

視覚障害の状態を体験し、介助の方法などを学びます。

ユニバーサルデザインについて身近にあるものを使って学びます。

ボランティアについての基礎・基本を学びます。

今から起き上がる
ときの動作を
体験します！

高齢者には
見えにくい色が
あることが
わかりました。

一人ひとりの考えが変わる

と、きっとこの地域の住み

にくい高齢者は住みやすく

なると思います。

誰かが困っていたら助けられるよ

うになりたいです。ひとりでもそう

思う人が増え、今よりもっと優しい

世界になればいいなと思いました。

これからは、相手の立場になって物事を考え、

接したいです。

車椅子
体験

高齢者
疑似体験

アイマスク
体験

アイマスク
体験

を行っています。福祉教育
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0800-200-4742

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.jp

〒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

※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。

市役所市役所

郵便局

銀行銀行

徳山社会
福祉センター

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

徳山駅

周南市自立相談支援センターからのお知らせ

体調に不安がある
けれど働きたい…
どうやって仕事を探せば
いいのかな…？

親の年金で生活していたが

親が亡くなりこの先が心配…

働くことに自信がない。

相談
無料ひとりで悩まずに

まずはご相談ください
ひとりで悩まずに

まずはご相談ください
生活のこと
仕事のこと

＜自立相談支援事業＞＜自立相談支援事業＞＜自立相談支援事業＞

こんなことで困っていませんか？こんなことで困っていませんか？

失業して家賃が
払えなくなりそう…

息子が働かないで
家にいる…
自分も高齢で
先々 の将来が心配…

支援プログラム
◎日常生活支援
規則正しい生活や適度な運
動、健康維持、清潔保持など
の生活習慣の見直しや形成
に向けてサポートします。

◎社会生活支援
社会との関わりやつながりを通して、就労に向けての準備
段階としての必要な社会的能力を身に付けるサポートを
します。

◎就労自立支援
一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習得等のサ
ポートをします。

就労準備支援事業
就労に向けて一緒に考え、サポートします！

「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」「就労経験が少ない、仕事をしていない
期間が長い」など直ちに就労が困難な方に、プログラムにそっ
て、一般就労のための基礎能力を養いながら就職活動に向け
た支援を行います。

家計状況を「見える化」して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
や法テラス等関係機関への紹介等を行い、早期の生活再生を
支援します。

※参加には収入要件他があります。

家計改善支援事業
家計と人生によりよい変化を！

必要に応じて
貸付あっせん

給付・適正化
分割納付

滞納の問題
・電気料金・ガス料金・水道料金
・家賃
・国民健康保険料・介護保険料
・税金・国民年金

借金の問題
・住宅ローン、自動車ローン、
　学資ローン
・クレジットカードの物品ローン、
　消費者金融

家計収支の改善のために
収入や支出の見直し

債務整理

家計管理

●生活の困りごとや抱えている不安について相談
支援員がご相談をお聞きし、どのような支援が
必要かを支援します。
●支援プランを一緒に作成し、寄り添いながら、
自立に向けた支援を行います。
●来所が難しい方は訪問相談も行います。
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社会福祉法人  周南市社会福祉協議会
有料広告の募集について

令和３年度 ふれあい音楽コンサート中止のお知らせ
毎年３月に開催しております「ふれあい音楽コンサート」ですが、新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から、残念ながら今年度も中止とさせていただきます。

ご参加を検討いただいておりました皆様や開催に向けお力添えいただいている皆様には、

大変ご迷惑をおかけすることとなりますが、

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

  お問い合わせ先　周南市社会福祉協議会 熊毛支部　TEL：0833-92-0027

【解答】　①４　②１　③１０　④８　⑤５

　本会は、地域福祉を推進するための財源を確保することを目的に、ホームページを媒体として、次のとおり
広告を募集しています。

１　広告媒体

　　　掲載ページ ▶ http://www.shunan-shakyo.or.jp/

２　広告規格等

掲載位置 トップページ下段　※広告は全ページに表示されます。

枠数 10枠（位置・順序の指定はできません）

サイズ 1枠：縦320ピクセル　×　横640ピクセル

掲載料金（税込） 1枠： ①5,000円/1か月、　②24,000円/6か月、　③42,000円/12か月

画像形式 GIF、JPEG、PNGのいずれか

その他 画像のスライス不可、ロールオーバー、アニメ、FLASH等の画像が変化するものは不可

３　問い合わせ先

〒745-8529
周南市速玉町3-17　周南市徳山社会福祉センター内
周南市社会福祉協議会　総務課管理係
TEL：0834-22-2115　FAX：0834-22-2116
E-mail：kanri@shunan-shakyo.or.jp

　※ そのほか詳しい内容や周南市社会福祉協議
会有料広告事業実施要綱、広告掲載申込書
については、本会ホームページをご覧くださ
い。（しゅうなん社協だより表紙に本会ホー
ムページのQRコードを掲載しております。）

脳トレに 挑戦してみよう！！！
　カタカナで書かれた①〜⑤までの計算式を、頭の

中で数字と＋・－の計算記号に置き換えて解答を導

き出してください。できるだけメモをしないで、暗算

で計算していきましょう。

　解答についてはP８の一番下に掲載しております。

① ヨンタスナナタスサンヒクゴタスイチヒクロク

② ハチヒクニタスヨンタスサンヒクゴヒクナナ

③ ゴタスロクヒクヨンタス二ヒクハチタスキュウ

④ サンヒクニタスナナヒクヨンタスキュウヒクゴ

⑤ ナナヒクニヒクサンタスロクタスゴヒクハチ


