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　赤い羽根共同募金運動が「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガン
に昨年１０月１日～１２月３１日まで全国各地で行われました。今年度につ
きましても、新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの赤い羽根共
同募金運動となりましたが、地域の皆さまやボランティア団体、また学校
の児童・生徒や企業の皆さまなどたくさんの方々からご支援、ご協力をい
ただきました。
　皆さまから寄せられました赤い羽根共同募金は、山口県共同募金会を
通じて、山口県内の福祉施設や福祉団体、周南市内の地域福祉活動等に
役立てられます。皆さまのご協力に心より厚くお礼申し上げます。

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました！
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令和3年度 共同募金のお礼と報告

赤い羽根共同募金
ありがとうございました

［戸別募金］
自治会等を通して集め
ていただいた募金

［職域募金］
企業事業所等の職場で
集めていただいた募金

［子ども会募金］
子ども会活動の中で、
子どもたちに集めてい
ただいた募金

［学校募金］
学校で子どもたちに集
めていただいた募金

［募金百貨店］
寄付つき商品の販売に
よる募金

　今年度も新型コロナウイルス感染症状況下での赤い羽根共同募金運動となりましたが、多くの皆さまか

ら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。昨年 10 月から 12 月までの運動

期間中、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、地域や職場、学校、街頭など様々な場所でご協力

をいただき、おかげをもちまして、一般募金 20,470,491 円、歳末たすけあい募金 7,924,304 円のお心

添えが寄せられました ( 令和４年１月３１日現在の集計 )。

　山口県共同募金会周南市共同募金委員会は、ご支援くださった皆さまの思いを「じぶんの町を良くする」

ための活動やボランティア活動、被災された方々への支援などに有効に活用させていただきます。

　募金の受付及び集計は３月末まで続きますが、これまでの募金額について中間報告を申し上げます。

一般募金  20,470,491 円
歳末たすけあい募金 7,924,304 円

各地域別・募金方法別の実績　　　　　　　　　※数値は令和 4 年 1 月 31 日集計のものです。

募金方法 徳山地区
共同募金委員会

新南陽地区
共同募金委員会

熊毛地区
共同募金委員会

鹿野地区
共同募金委員会 合計

一
般
募
金

戸別募金 10,415,493 3,147,500 2,524,570 661,400 16,748,963 
街頭募金 86,268 72,396 31,653 11,320 201,637 
職域募金 1,215,144 269,288 88,051 18,600 1,591,083 
個人募金 33,854 11,124 57,981 40,750 143,709 

そ
の
他

子ども会募金 233,578 71,623 31,489 10,337 347,027 
協力店募金 0 14,630 14,075 19,814 48,519 
窓口募金 142,673 34,033 0 0 176,706 
各種団体 45,886 9,822 7,000 15,000 77,708 

法人募金 316,000 183,000 389,330 155,000 1,043,330 
募金百貨店 91,809 0 0 0 91,809 

計 12,580,705 3,813,416 3,144,149 932,221 20,470,491 

募金方法 徳山地区
共同募金委員会

新南陽地区
共同募金委員会

熊毛地区
共同募金委員会

鹿野地区
共同募金委員会 合計

歳
末
た
す
け
あ
い
募
金

戸別募金 4,708,758 1,524,650 985,890 235,120 7,454,418 
学校募金 83,099 0 16,950 0 100,049 
個人募金 0 0 0 0 0 

その他各種団体 69,837 0 0 0 69,837 
法人募金 300,000 0 0 0 300,000 

計 5,161,694 1,524,650 1,002,840 235,120 7,924,304 

㈱保険プランナー 出光徳山グループ ㈱トクヤマグループ



令和３年度 寄付者ご芳名
※敬称は省かせていただいております。
※令和３年 10月１日〜令和４年１月 31日までの、法人（店舗・団体含む）
　募金・職域募金・学校募金での寄付者及び街頭募金の協力団体に
　ついて掲載させていただいております。
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一般募金
法人募金（店頭・団体含む）

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
川戸司法書士・社会保険労務士事務所

㈱林写真館

石原法律事務所

平村設備工業㈱

イシン㈱

太華工業㈱

平野歯科医院

（福）周陽会セルプ周陽

㈲エスコ

㈲進栄電気工事

黒髪石材㈱

東山口信用金庫周南支店

㈱ラインＭＩＹＯＫＯ美容院

仕出しのふじま周南店

和泉産業㈱

（福）白鳩学園

遠石八幡宮

㈱シティーケーブル周南

洋林建設㈱

㈲山中周南店

㈱ミヤハラ

㈱ハツタ山口

㈱ビークルーエッセ

㈱ふじたプリント社

日本精蠟㈱徳山工場

周南汽缶工事㈱

周南水処理㈱

岡寺産業㈱

周南工業㈱

特別養護老人ホームやすらぎ苑

（特非）周南さわやか会

㈱ＫＲＹサービスステーション

㈻徳山教育財団（徳山大学）

[新南陽地区共同募金委員会]
赤坂印刷㈱

星電気工業㈱

㈱みうら

㈱南陽ビルサービス

兼安石灰機工㈱

㈱蔵澄鉄工所

徳山積水工業㈱

㈱タイカメンテナンス

㈲周央

大嶋運輸機工㈱

南陽石油㈱

㈱南陽車輌

東阿海運㈱

㈱澄織商店

㈱キシダプロテック

㈱松田鉄工所

米田工業㈱

東新鉄鋼㈱

㈱田原工業所

浜部鉄工所

岐山化工機㈱

[ 熊毛地区共同募金委員会 ]
西田設備

ふじの美容室

藤田商店

瀬田農園

八代郵便局

㈱わが家

竹本本店

熊毛清風会

坂田建設㈱

正覚寺（伊東義博）

明照幼稚園

㈲松田板金工作所

㈱熊毛タクシー

㈲熊毛自動車

理容ふくおか

正覚寺（堀常宗城）

㈲笠井工業

杉本工務店

㈲千興石材

河口建設㈲

中村工務店

公文式高水教室

㈲呼鶴タクシー

ＪＡ山口県　熊毛支所

とこや・かわもと

熊毛美装ボイラーセンター

ヘアードゥ

㈲アスカ工業

ラ・プチット・マメ

安国寺

㈲大沢商事

㈱田中工業

㈲協栄商工

三光寺

高水神社

徳本歯科医院

くまげ薬局

松本医院

西岡建設㈱

小川クリニック

きたに薬局

さきしげ歯科

電器のタムラ

ニコニコ薬局

広林理美容室

理容サカモト

松永医院

㈱周南ボーリング

㈱熊石

ホテルデイトス

オアシス熊毛店

㈲原田土木

㈲田中組

㈲オクトテック

兼年建設㈱

西善寺

松村医院

守田モータース

鶴声軒本舗

村田精肉店

河谷理髪店

ジュン美容室

西田酒店

林石油店

かすてら工房ばん

アイリー動物病院

周南住工㈱

（福）山陽ケアハウス三丘

出雲大社三丘分社

㈱トクナガ

バーデンハウス三丘

㈱山陽グローバルパートナーズ

三水園

松原八幡宮

鬼武理容室

㈲福田建設

㈲兼森自動車

世和工業㈱

㈱ダイシス

㈲小田工作所

呼鶴温泉

セブンイレブン熊毛インター店

石光武夫税理士事務所

岩根商店

姫野商店

セブンイレブン周南大河内店

ふじわら医院

大河内幼稚園

ひまわり保育園

大雄工業㈱

㈲サンスチール工業

明神工業

日本ハウス㈱

トラスティオート

㈱新光

マスイ建築

㈲熊毛テクノ工事

㈲エアスト

[ 鹿野地区共同募金委員会 ]
㈱山口銀行鹿野支店

エディオンハシモト家電

㈱きらりトータルサポート 周南市手をつなぐ育成会徳山支部 オープニング街頭募金
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周南市母子寡婦福祉連合会 ゆめタウン新南陽街頭募金 フジ新南陽街頭募金

㈲エーワン車輛

㈲原屋建設

鹿野博愛病院

やまなみ荘

㈲上野土木

増野建設㈱

高美食堂

滝本水道工業所

梅田建設㈲

㈲鹿野ファーム

㈲鹿野進和自動車

㈱丸久サンマート鹿野店

㈲鹿野アグリ

漢陽寺

イーグル興業㈱

冨士タクシー

㈲女子道社

鹿野興産㈱

㈲オートサービス倉冨

㈱野原石油

大潮田舎の店

周南森林組合

㈱岸田鉄工

周南クオーツ㈱

㈱かの高原開発

鹿野宇部コンクリート工業㈱

農家レストランたぬき

募金百貨店

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
サンライフ周南

光徳産業㈱

㈱保険プランナー

職域募金

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
周南市役所各課・各支所

（こども局、高齢者支援、農林、

防災危機管理、教育政策、市街

地整備、上下水道局総務、地域

づくり推進、学校給食、議会事務

局、市民の声を聞く、上下水道局

企画調整、上下水道局水質管理、

上下水道局財政、シティプロモー

ション、上下水道局料金、広報戦略、

人権推進、生活安全、財政、公共

交通対策、水産、観光交流、中

心市街地活性化推進、生涯学習、

建築指導、リサイクル推進、都市

政策、人事、文化スポーツ、保険

年金、指導監査室、商工振興、上

下水道局下水道工務、あんしん子

育て室、秘書、収納、道路、施設

マネジメント、子ども支援、地域

医療、監査委員事務局、病院管

理室、契約監理、情報企画、人権

教育、学校教育、上下水道局下水

道施設、総務、環境政策、河川港湾、

住宅、地域福祉、建築、中央図書館、

市民、障害者支援、公園花とみど

り、課税、次世代政策、周南消防

本部、徳山動物園、競艇事務局、

櫛浜、向道、菊川、久米、長穂）

周南市立保育園

（尚白、菊川、周央、櫛浜、大内）

周南市立小学校

（夜市）

周南市立中学校

（周陽、秋月、岐陽、菊川）

岐山地区民生委員児童委員協議会

関門地区民生委員児童委員協議会

夜市地区民生委員児童委員協議会

秋月地区民生委員児童委員協議会

今宿地区民生委員児童委員協議会

周陽地区民生委員児童委員協議会

戸田地区民生委員児童委員協議会

向道・長穂地区民生委員児童委員協議会

櫛浜 ･ 鼓南地区民生委員児童委員協議会

山口県民共済生活協同組合

サマンサジャパン㈱

高齢社会をよくする女性の会徳山

（福）白鳩学園

みんないっしょ

東部発電事務所

周南腎友会

共楽保育園

周南システム産業㈱徳住会

トクヤマ協力会

岐山化工機㈱

㈱周南プラント設計

㈱ナカノ

大洋興業㈱

協和工業㈱

㈱サンテック

周南警察署

周南県民局

徳山肢体不自由児 ( 者 ) 父母の会

周南工業用水道事務所

第一生命保険㈱徳山営業部

特別養護老人ホームきさんの里

周南市連合遺族会

障害福祉サービス事業所望みの家

周南県税事務所

（福）鼓ヶ浦整肢学園

三井化学ＳＫＣポリウレタン

㈱徳山工場徳山分会

（福）周南市社会福祉事業団

徳山ポリプロ㈱

リコージャパン㈱

さつきの里

山口県立徳山総合支援学校

（福）緑山会

（特非）周南さわやか会

徳山大学

周南市老人クラブ連合会

（福）光仁会

日本ゼオン㈱徳山工場

周南健康福祉センター

周南土木建築事務所

㈱トクヤマ

トクヤマ労働組合

㈱アストム

サン・トックス㈱徳山工場

クアーズテック徳山㈱

㈱トクヤマ情報サービス

徳山海陸運送㈱

西部徳山生コンクリート㈱

タマ化学工業㈱徳山工場

サン・アロー化成㈱

㈱徳山オイルクリーンセンター

新第一塩ビ㈱徳山工場

（福）共楽園共楽養育園

周南児童相談所

㈱ニッシンイクス

徳山医師会病院

和光保育園

株式会社ミヤハラ

株式会社リュウト

エフエム周南株式会社

株式会社ふじたプリント社

周南市社会福祉協議会徳山支部

徳山社会福祉センター

西部地域包括支援センター

周南市社会福祉協議会しんなんよう

新南陽老人福祉センター

老人休養ホーム嶽山荘

富田東児童館 

[新南陽地区共同募金委員会]
東ソー㈱南陽事業所

日鉄ステンレス㈱製造本部山口製造所

周南市新南陽市民病院

湯野温泉病院

老健温泉の里

サービス付き高齢者向け住宅湯野温泉

保土谷化学工業㈱南陽工場

（福）つくし園

特別養護老人ホーム福寿荘

福寿荘デイサービスセンター

新南陽デイサービスセンター

ケアハウス新南陽

周南市介護老人保健施設ゆめ風車

ＪＡデイサービスとんだ

長崎建設㈱

新南陽鉄工団地協同組合

㈱えがお

えがおデイサービスセンター

周南市地域活動支援センターポレポレ

春の里

ニック調剤薬局新南陽店

新南陽商工会議所

セルプ新南陽

サンキ・ウエルビィ介護センター新南陽

サンキ・ウエルビィグループホーム新南陽

新南陽郵便局

徳機工事㈱

ひまわり苑
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東ソー㈱南陽事業所 日鉄ステンレス㈱製造本部山口製造所 鹿野地区文化祭

周南警察署西幹部交番

新南陽浄化センター

和田支所

和田市民センター

南陽工業高等学校

周南市立中学校

（富田、福川）

富田東幼稚園

周南市立保育園

（川崎、富田南）

富田地区民生委員児童委員協議会

和田地区民生委員児童委員協議会

福川地区民生委員児童委員協議会

周南市新南陽総合支所

（市民福祉課、地域政策課）

周南市社会福祉協議会新南陽支部

[ 熊毛地区共同募金委員会 ]
周南市熊毛総合支所各課

（地域政策、市民福祉、産業土木）

周南市立熊毛図書館

八代支所

光地区消防組合北出張所

特別養護老人ホーム天王園

熊毛郵便局

介護老人保健施設なごやか熊毛

ＪＡ山口県熊毛支所

熊毛町商工会

熊毛中学校

熊毛北高等学校

周南市立保育園

（勝間、三丘）

周南市立小学校

（三丘、大河内、高水、勝間）

熊毛地区民生委員児童委員協議会

なべづる園

周南市社会福祉協議会熊毛支部

[ 鹿野地区共同募金委員会 ]
周南市鹿野総合支所

（市民福祉、産業土木）

鹿野中学校

周南市社会福祉協議会鹿野支部

街頭募金

[ 徳山地区共同募金委員会 ]

周南市手をつなぐ育成会徳山地区

野村證券㈱

ボーイスカウト徳山第４団

ガールスカウト山口県第３団

周南市母子寡婦福祉連合会徳山支部

[新南陽地区共同募金委員会]
ゆめタウン新南陽

フジ新南陽店

東ソー生活協同組合

アルク新南陽店

マルキュウ福川店

川崎観音堂

周南市新南陽総合支所

富田東地区自治会連合会

富田西地区自治会連合会

福川地区自治会連合会

富田地区民生委員児童委員協議会

福川地区民生委員児童委員協議会

富田東地区福祉員協議会

富田西地区福祉員協議会

福川地区福祉員協議会

福川婦人会

周南市手をつなぐ育成会新南陽地区

周南市老人クラブ連合会新南陽支部

[ 熊毛地区共同募金委員会 ]
熊毛地区ボランティア連絡協議会

熊毛中学校

㈱ミコー熊毛店

㈱中央フード熊毛店

[ 鹿野地区共同募金委員会 ]
鹿野地区文化祭

子ども会募金

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
周南市子ども会育成連絡協議会徳山支部

（戸田、須々万、櫛浜、桜木、

徳山小学校区、周陽、夜市、岐山）

[新南陽地区共同募金委員会]
周南市子ども会育成連絡協議会新南陽支部

（富田西、福川南）

[ 熊毛地区共同募金委員会 ]
周南市子ども会育成連絡協議会熊毛支部

（高水、三丘、勝間、大河内、八代）

[ 鹿野地区共同募金委員会 ]

周南市子ども会育成連絡協議会鹿野支部

協力店募金

[新南陽地区共同募金委員会]
ゆめタウン新南陽

フジ新南陽店

東ソー生活協同組合

アルク新南陽店

マルキュウ福川店

道の駅ソレーネ周南

㈱玉野石油

[ 熊毛地区共同募金委員会 ]
㈱新光ミコー熊毛店

㈱中央フード熊毛店

㈱コメリハート＆グリーン熊毛店

ラッキーグループモノハウス

[ 鹿野地区共同募金委員会 ]
㈱丸久サンマート鹿野店

窓口募金

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
徳山駅前図書館

徳山動物園

久米支所

[新南陽地区共同募金委員会]
周南市シルバー人材センター南陽支部

セルプ新南陽

新南陽政所郵便局

新南陽富田郵便局

南陽福川郵便局

新南陽開作郵便局

周南市新南陽総合支所

和田支所

和田市民センター

周南市三世代交流センター

周南市新南陽総合福祉センター

[ 熊毛地区共同募金委員会 ]
周南市社会福祉協議会熊毛支部

[ 鹿野地区共同募金委員会 ]
周南市社会福祉協議会鹿野支部

各種団体

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
周南市手をつなぐ育成会徳山地区

徳山シルバー社交ダンス同好会

徳山友の会

[ 新南陽地区共同募金委員会 ]
サクランボ会

川崎観音堂運営委員会                                             

[ 熊毛地区共同募金委員会 ]
周南市中東部身体障害者福祉会

[ 鹿野地区共同募金委員会 ]
周南市連合遺族会鹿野支部

渋川工房

防長の吉野をつくる会

山口県退職公務員連盟鹿野支部

歳末たすけあい募金
法人募金

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
出光徳山グループ

学校募金

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
周南市立小学校

（秋月、久米、菊川、鼓南、今宿、沼城）

周南市立中学校

（須々万、鼓南）

徳山商工高等学校ＪＲＣ部

[ 熊毛地区共同募金委員会 ]
熊毛中学校

各種団体

[ 徳山地区共同募金委員会 ]
桜木地区民生委員児童委員協議会  

周陽地区民生委員児童委員協議会

モラロジー徳山事務所

表千家周栄会                                

裏千家淡交会徳山支所                                                 

下上菊寿会連合会役員会

ありがとうございました
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善意銀行
●

●
●

令和３年11月1日～令和４年１月31日受付分

ご 芳 名 ご 住 所 ご寄付額
株式会社　山口銀行　徳山支店  (33 回目 ) 徳山桜馬場通 100,000
徳山社会福祉センター利用者一同 　〃 速玉町 5,043
南陽モラロジー事務所 新南陽野村 75,000
藤山　端夫 熊毛緑ケ丘 1 丁目 30,000
日立製作所労働組合  笠戸支部  (29 回目 )  【HAPPY 募金】 下松市 40,000
匿名  (87・88 回目 )   〃 4,000
山口県東部ヤクルト販売　株式会社  (44 回目 )  【HAPPY 募金】 岩国市 27,000
YSP 山口連合会　徳山支部 44,280

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
足立　眞 叔母 / 安達　良子 徳山 50,000 大津島地区社会福祉協議会 40,000 10,000
匿名 　〃 上村 2,000 菊川地区社会福祉協議会 1,600 400

深町　幸子 義母 / 八重子 　〃 莇地 100,000
やまなみ荘 50,000

20,000
長穂地区社会福祉協議会 30,000

高松　一二 母 / チサ子 　〃 遠石 50,000 大津島地区社会福祉協議会 40,000 10,000
鴻野　和彦 母 / テルコ 　〃 夜市 40,000 湯野温泉病院 30,000 10,000

金弘　淑子 夫 / 豊治 　〃 久米 80,000
やまなみ荘 30,000

20,000
久米地区社会福祉協議会 30,000

立野　沙多子 夫 / 秀雄 　〃 上村 100,000
菊川地区社会福祉協議会 50,000

20,000
別所自治会 30,000

田中　静枝 夫 / 勇 　〃 湯野 50,000 湯野地区社会福祉協議会 10,000 40,000
上原　喜久子 夫 / 佐紀雄 　〃 長穂 50,000 長穂地区社会福祉協議会 40,000 10,000
林　昌史 父 / 登 　〃 中須北 100,000 中須地区社会福祉協議会 80,000 20,000
浅野　裕子 父 / 原田  治幸 新南陽中央町 100,000 なごやかケア別館 50,000 50,000
池田　郁夫 祖母 / モミコ 　〃 夏切 100,000 周南市介護老人保健施設　ゆめ風車 70,000 30,000

渡邊　龍夫 母 / ツヤ子 　〃 米光 70,000
特別養護老人ホーム　福寿荘 20,000

20,000
和田地区社会福祉協議会 30,000

田中　咲子 夫 / 和男 　〃 浜田 200,000
特別養護老人ホーム　つづみ園 80,000

40,000
JA 訪問介護ふれあい新南陽 80,000

徳原　久美子 夫 / 修次 　〃 古泉 80,000
野村西自治会 20,000

20,000野西寿会 20,000
富田東地区社協 20,000

三輪　頼伸 妻 / 冨喜子 熊毛森河内 50,000 三丘地区社会福祉協議会 40,000 10,000

三宅　和夫 母 / 節子 　〃 迫 50,000
三丘地区社会福祉協議会 20,000

10,000
JA 介護支援センター下松 20,000

伊藤　惠美 夫 / 秀雄 　〃 勝間中村 50,000
勝間地区社会福祉協議会 10,000

10,000
勝間中村自治会 30,000

福永　和子 夫 / 和義 　〃 鶴見台 4 丁目 100,000 高水地区社会福祉協議会 10,000 90,000

貞弘　孝彦 父 / 明彦 鹿野小泉 100,000
鹿野地区社会福祉協議会 60,000

20,000
鹿野博愛病院 20,000

原　博行 　〃 大地庵 100,000
鹿野博愛病院 30,000

20,000やまなみ荘 30,000
鹿野地区社会福祉協議会 20,000

宇佐川　英子 　〃 大地庵 100,000
鹿野地区社会福祉協議会 20,000

20,000鹿野博愛病院 30,000
やまなみ荘 30,000

澤野　元始 　〃 石ヶ谷 6,000 鹿野地区社会福祉協議会 3,000 3,000

指 定 寄 付

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額
匿名 徳山河東町 100,000
山本　恒夫 妻 / 貞子 新南陽政所西 50,000

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額
山田　洋士 母 / 春子  新南陽新町東 50,000

香 典 返 し
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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

松田　志津江 母 / 町子 鹿野下市 50,000
鹿野地区社会福祉協議会 20,000

10,000
鹿野博愛病院 20,000

橋本　久子 下松市 1,000,000 周南リハビリ元気村 800,000 200,000

ご 芳 名 ご 住 所 内　　　容

きずな周南プロジェクト　(4 回目 ) 徳山周陽 タオル 70 本・雑巾 30 枚

高齢社会をよくする女性の会徳山
　(118・119 回目 )  　〃 　楠木 ウエス 3 箱 ( 鼓ヶ浦整肢学園 )

手作り品 1 箱・ネクタイ 1 箱 ( セルプ周陽 )

徳山中央ライオンズクラブ（17 回目）  　〃 　岐南町 中学生用カバン 3 個

マルハン周南店　(18・19 回目 ) 新南陽浜田 お菓子

テキサス周南店　(34・35 回目 ) 　〃 　古泉 お菓子

一般社団法人　生命保険協会　山口県協会 下関市 福祉巡回車 1 台 ( ダイハツ ミライース B)

第一生命労働組合　山口内勤職支部 　〃 　 自走式車椅子 1 台

物 品 寄 付

みなさまからの善意をご紹介します

株式会社山口銀行
徳山支店 様

一般社団法人生命保険
協会山口県協会 様

YSP 山口連合会
徳山支部 様

徳山中央
ライオンズクラブ 様

第一生命労働組合
山口内勤職支部 様

山口県東部ヤクルト
販売株式会社 様

　ボランティア活動保険は、ボランティア活動中の様々な事故に対して、自身のケガや他人に対して損害を与えた
場合の賠償責任の補償をする保険です。ボランティア活動保険やその他、補償制度に関して詳しくお聞きしたい方

は下記へお問合せください。

補償　　　　　　　　プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン 【新設】特定感染症重点プラン

特定感染症 補償開始日から 10 日以内は補償対象外 ( ※１） 初日から補償

地震・噴火・津波による死傷 × ○ ○

年間保険料（※２） ３５０円 ５００円 ５５０円

※１　 ４月１日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。4月１日以降に申請した場合は、初日からの補償
となりませんのでご注意ください。

※２　中途でご加入される場合も上記の保険料となります。

問合せ先　周南市社会福祉協議会　業務課　地域福祉係　TEL：0834-22-8721

令和４年度ボランティア活動保険（改定）のご案内



周南市成年後見支援センターご相談・お問い合わせ先

○開設日：月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始は除く）
○相談窓口の受付時間：9時00分～16時30分（開館時間：8時30分～17時15分）

〒745-8529  周南市速玉町3-17
周南市徳山社会福祉センター別館

TEL 0834-22-9988
FAX 0834-22-8713

※本事業は、周南市より委託を受けて周南市社会福祉協議会が実施しています。

　周南市社会福祉協議会では、このほど成年後見の身近な相談窓口として「周南市成年後見支援センター」

を開設しました。成年後見制度の利用に関する相談支援を行うために、助言や情報提供、必要に応じて関

係機関との連絡調整等を行います。また、成年後見制度の利用促進が図られるよう、制度や権利擁護につ

いて広く周知するなどの、広報啓発に取り組みます。

　成年後見制度とは、認知症、知的障害、その他の精神上の障害等により、自分ひとりで適切な判断をす

ることが難しい人を支援するため、家庭裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わり財産の管

理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度です。

このような

不安や心配を
　抱えていませんか？

このような

不安や心配を
　抱えていませんか？

「周南市成年後見支援センター」を開設しました！

物忘れが多くなり、
お金の管理が難しい…

相談は
無料です

自分に
何かあったときに
障害のある子の
生活が心配

成年後見制度について
詳しく知りたい！

身寄りがないので
将来、自分が認知症や
病気になったら不安

福祉サービスを
利用したいが

契約方法が分からない…
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鹿野高齢者生産活動
センター参加者募集
　鹿野高齢者生産活動センター

では、高齢者の経験や技術を活か

した生産活動に取り組むととも

に、交流会や健康増進活動などを

行い、生きがいづくりを進めてい

ます。

　“培った技術を活かして、新しい

生きがいを見つけたい方”や“仲

間とワイワイと作業したい方”を

募集しています。

　活動日に見学いただくことが

できますので、お気軽にお問い合

せください。

■ 参加者条件
市内にお住まいで、概ね60歳以上

の方。健康で生産活動、共同作業

のできる方。

■ 活動日・時間
月曜日～金曜日・9時～16時

■ 活動内容
農産加工、竹・わら細工、野菜栽培、

和紙生産、稲作作り、イベント等の

参加など

■ お問い合わせ先
TEL：０８３４−６８−２９９８

鹿野伝統『山代和紙』の
後継者募集中
　山代和紙に興味がある方、『流

し漉き』の技術の習得を目指して

みませんか。

　見学には、お申込みが必要とな

りますので、お問い合せください。

　なお、学校や子ども会など団体

の方々の手漉き和紙や竹・わら細

工の体験も受け付けています。ぜ

ひ、ご利用

ください。

情報伝言板


