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　周南市の西部に位置する老人休養ホーム嶽山荘と新南陽老人福祉セン
ターをご存じですか。嶽山荘では、お年寄りの方はもとより、一般の方
も利用でき、ジェット湯などのお風呂、カラオケルーム、ラウンジなど
多くの方に憩いの場として親しまれています。また隣接する老人福祉セ
ンターでは、おおむね60歳以上の方が利用でき、福祉制度や健康に関わ
る相談、健康に関する講座や体操、陶芸やパソコンなどの趣味講座など様々
なメニューを用意してお待ちしております。

発行  社会福祉法人周南市社会福祉協議会
〒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.0834-22-2115　Fax.0834-22-2116
E-mail:fureainet@shunan-shakyo.or.jp http://www.shunan-shakyo.or.jp
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赤い羽根共同募金
　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。

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！

地域福祉活動　地区社協活動

高齢者福祉活動　鹿野ふれあい食事サービス

障がい者福祉活動　チャレンジクラブ

福祉教育活動　福祉体験学習

募金の流れのご紹介

　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

集まった
募金の
７割を配分

　久米地区社会福祉協議会では、
第２、第４土曜日に子ども食堂
を運営しています。地域ボラン
ティアによる手作り昼食の提供、
周南公立大学の学生による学習
支援を通じて、子どもたちの居
場所づくりに努めています。コロナ禍により、経済的に困
窮している子育て家庭に必要な支援を行うため、フードパ
ントリーにも取り組んでいます。

　周南市内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等を通じ
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。
　「鹿野ふれあい食事サービス」は、毎月１回、鹿野地区
の調理業者による弁当を、配食ボランティアが一人・二人
暮らしで高齢者のご家庭に配食しています。「ありがとう」
「美味しかった」「毎月楽しみにしている」等々、喜んでも
らえています。

　知的障がい者の方に、日常生
活に必要な学習及び社会学習の
場を設け、社会参加及び文化的
生活の向上を図ることを目的に
「チャレンジクラブ」を実施し
ています。
　今年度は３年振りの開催でしたが、現在は新型コロナウ
イルスの影響により残念ながら休止となっています。再開
を望む声も多く、安心・安全な再開に向けた話し合いを続
けています。

　福祉の心を育む取り組みとし
て、周南市内の学校において、
児童・生徒を対象とした福祉教
育をおこなっています。
　プログラムに応じた福祉やユ
ニバーサルデザインに関する講
話のほか、車椅子や高齢者疑似体験セットを使用した体験
学習もおこなっています。また、ご要望があれば、盲導犬
の講師派遣や、地域の皆さまに向けた福祉教育の講座、車
椅子の貸し出しもおこなっています。

◆ 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）
　https://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

集められた “やさしさ ”がしゅうなんの町をよくします
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期間：２０２２年10月1日～3月31日

●一般募金 2,450万円
●歳末たすけあい募金 850万円

周南市の
目標額（必要額）3,300万円

　“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
1,095万円

高齢者の暮らしを守ります

100.8万円

・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

136.2万円

・障がい者の社会参加の支援
  （チャレンジクラブ開催）
・障がい者福祉推進団体への
　助成

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

53.4万円

・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

870.9万円

・各地区社協事業の支援
・地域福祉推進団体への助成
・福祉員研修会の開催

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

850万円

・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３年度 地域別・募金方法別の集計結果 （単位：円）

募金
総額 30,325,440円
令和３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３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５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４年１０月３日（月）〜令和４年１０月３１日（月）

　　　　　　　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。

　 https://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 10,690,973 3,174,100 2,543,470 661,400 17,069,943

街頭募金 86,268 72,396 31,653 11,320 201,637

職域募金 1,395,315 269,288 88,051 18,600 1,771,254

イベント募金 55,996 0 0 0 55,996

個人募金 93,854 11,124 58,481 40,750 204,209

そ
の
他

子ども会募金 270,985 98,082 31,489 10,337 410,893

協力店募金 0 19,617 14,075 19,814 53,506

窓口募金 618,829 35,814 3,641 1,000 659,284

受取利息 29 2 2 0 33

各種団体 45,886 9,822 7,000 15,000 77,708

法人募金 401,432 184,000 389,330 155,000 1,129,762

募金百貨店 214,680 0 0 0 214,680

計 13,874,247 3,874,245 3,167,192 933,221 21,848,905

歳末
たすけあい
募金

戸別募金 4,826,508 1,534,150 992,640 235,120 7,588,418

学校募金 91,938 9,200 16,950 0 118,088

個人募金 0 0 0 0 0

各種団体 69,837 0 0 0 69,837

法人募金 300,000 0 0 0 300,000

計 5,288,283 1,543,350 1,009,590 235,120 8,076,343

種類 募金方法 周南市

地域テーマ
募金

法人募金以外 347,192

法人募金 53,000

計 400,192
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明治安田生命保険
相互会社様

株式会社ダイナム様

株式会社マルハン様

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４年５月１日～令和４年７月31日受付分

ご 芳 名 ご 住 所 ご寄付額
明治安田生命保険相互会社 徳山岐山通 100,000
裏千家　淡交会　周防支部 − 30,000
匿名 徳山岐南町 5,000
小野　勲  〃 上村 500,000
日立製作所労働組合笠戸支部（30回目）
【HAPPY募金】 下松市 30,000

匿名（91回目・92回目・93回目）  〃 6,000
澤野　元始 鹿野石ヶ谷 5,000

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
北村　卓 母 /成子 千葉県鎌ケ谷市 100,000 菊川地区社会福祉協議会 80,000 20,000
赤松　紀子 父 /小野　勲 徳山上村 100,000 菊川地区社会福祉協議会 80,000 20,000
浜田　浩次 母 /知枝子  〃 大向 50,000 向道地区社会福祉協議会 40,000 10,000
安野　マツ子 夫 /勉  〃 大道理 80,000 向道地区社会福祉協議会 60,000 20,000
佐古　芳宣 父 /勝芳  〃 須々万本郷 100,000 須々万地区社会福祉協議会 80,000 20,000

匿名  〃 今宿町 200,000
今宿地区社会福祉協議会 60,000

40,000徳山医師会地域包括支援センター 50,000
徳山医師会病院訪問看護ステーション徳山 50,000

田中　典子 母 /岡本　治子  〃 戸田 100,000
グループホームのんた 50,000

20,000
戸田地区社会福祉協議会 30,000

栢　　英則 母 /芙美子 神奈川県川崎市 50,000
中溝自治会 30,000

10,000
富田西地区社会福祉協議会 10,000

松本　光子 夫 /一郎 新南陽垰 300,000
社会福祉法人つくし園 110,000

60,000和田地区社会福祉協議会 100,000
周南市老人クラブ連合会和田クラブ 30,000

小宮　博美 母 /金谷恵美子 徳山平和通 130,000 宮の前自治会 30,000 100,000
林　　夏野 夫 /嘉男 熊毛西原 50,000 高水地区社会福祉協議会 40,000 10,000
守田　幸江 夫 /賢二  〃 大河内 100,000 大河内地区社会福祉協議会 20,000 80,000
佐伯　育夫 母 /幸子  〃 八代原 100,000 八代地区社会福祉協議会 80,000 20,000

貞舛　彰太
金永　由利 母 /隆子 鹿野上市 100,000

鹿野博愛診療所 50,000
20,000

鹿野地区社会福祉協議会 30,000

村木　実 母 /キヨ子  〃 大泉 100,000
鹿野博愛診療所 50,000

20,000
鹿野地区社会福祉協議会 30,000

河西　浜代 夫 /和一  〃 中津 50,000
鹿野博愛診療所 30,000

10,000
鹿野地区社会福祉協議会 10,000

野原　吉隆 母 /たかこ  〃 巣山 100,000
鹿野博愛診療所 50,000

20,000
鹿野地区社会福祉協議会 30,000

指 定 寄 付

ご 芳 名 ご 住 所 内　　　容
高齢社会をよくする女性の会徳山（120回目） 徳山楠木 ウエス・古着・タオルケット２箱（鼓ヶ浦整肢学園へ）
株式会社ダイナム徳山店・山口周南店 ー 日用品・食料品
テキサス周南店（37回目） 新南陽古泉 お菓子
マルハン周南店（21回目・22回目） 　〃　浜田 お菓子

物 品 寄 付

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額
貞廣　透 母 /良子 徳山夜市 50,000

香 典 返 し
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それぞれの持ち味を生かしたおもてなし

　老人休養ホーム嶽山荘は、昭和48年に高齢者の休養と心
身の健康増進を目的に設置され、平成７年には、大浴場、
ラウンジ、カラオケルームなど改装しています。コロナ禍で
営業時間を短縮していますが、気軽にいつでもどなたにも
低料金で、気持ちよく入浴、休憩等楽しんでいただけるよ
うご来館をお待ちしております。尚、嶽山荘と老人福祉センター
は廊下で繋がっています。両施設とも周南市社会福祉協議
会が周南市から指定管理者として管理運営をしています。
●休 館 日　毎週月曜日及び年末年始
●開館時間　10:00～17:00
　　　　　　（当面の間、開館時間を変更しています）
●送迎は、無料バスが巡回します。
　　富田地区（火、木、土曜日）
　　福川地区（水、金、日曜日）
　　徳山地区（水、金曜日）
●施設について　 大浴場・休憩室（和室）・カラオケルーム・

ラウンジ・大広間・売店・駐車場
●入浴時間　10:00～17:00（入浴最終受付 15:30）
●利用料金

区　分 休憩料（個人）休憩料（団体）
60歳以上、身体障害者等 180円 144円
中学生以上 370円 333円
小学生 150円 135円
幼児 80円 72円
※団体割引は10人以上から適用できます。

●その他　利用料金の他に冷暖房料が必要になります。
　　　　　 お食事を持ち込み、食堂でお召し上がりいただ

けます。
　　　　　詳細はお電話でお尋ねください。

　老人福祉センターは、昭和54年に設置され、平成
17年に改装しています。趣味・講座や機能訓練を通
じて高齢者の生きがいづくりの拠点となっています。
特に今年度は、趣味や講座等の他に、「伸ばそう！
健康寿命を」目標に、フレイル予防や健康講座、百
歳体操の実施など常に動いている老人福祉センター
を目指しています。
●休 館 日　毎週月曜日及び祝祭日・年末年始
●開館時間　9:00～17:00
● 利用は無料です。但し、講座の会費は必要になります。
●令和４年度開催講座

茶道 第１・３土曜日
陶芸 水～土曜日
パソコン 第１・３木曜日
硬筆書道 毎週木曜日
ヨガ 第１・３土曜日
健康講座 月２回

コラム

老人休養ホーム嶽山荘 新南陽老人福祉センター

老人休養ホーム嶽山荘　新南陽老人福祉センター

老人福祉センターには、講座室の他に機能訓練室や図書室、卓球台があります。
ご利用をお待ちしています。

老人福祉センター２階から黒髪島、
大津島が見えます

・県道下松新南陽線
　西消防署前バス停　徒歩10分
・国道２号線
　南陽工業高校前バス停　徒歩５分

周南市温田1丁目10-1
・嶽山荘　 TEL 0834(63)4320
・老人福祉センター　 TEL 0834(62)1935

嶽山荘・
老人福祉
センター

ア
ク
セ
ス
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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。

※「あんしん生活食料支援事業」「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

あんしん生活食料支援事業

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。

「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。
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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、企業は販売促進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。

【募金百貨店プロジェクトの実施状況】

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：0834-22-2115　FAX：0834-22-2116
E-mail　kanri@shunan-shakyo.or.jp

問合せ先

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 ㈱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

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
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