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　今年もみなさまのご健康とご多幸の願いを込め制作にあたりました。
しめ飾りには、神様の降臨を表す「かみしで」、清廉潔白を表す「裏白」、
家系を譲って絶やさず子孫繁栄を願う「譲り葉」、代々栄えるよう願う「橙」
等の縁起物が飾られます。
　玄関に飾るのは、自分の家が年神様（生きる力や幸せを授ける新年の神様）
をお迎えするのにふさわしい神聖な場所であることを意味するそうです。
　今年は卯年。「家内安全」「飛躍」「向上」を表し、新しいことに挑戦す
るのに最適な年だとか。さあ、思い切って始めてみませんか。

「あけましておめでとうございます」
～鹿野高齢者生産活動センター～

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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表彰状

民生委員児童委員功労者

　原田浩史郎　　藤中佳代子

　仲西　悦子　　石飛　　寛

　德永　里子　　秋山惠美子　

福祉員功労者

　原　　孝子　　井上千津枝

　貞明　早苗　　石村　美幸

　水津百合子　　藤田シズエ

　貞弘　咲子　　関　　絹江

　兼重　和子　　冨永マス江　

　須田　育美　　清水　保子　

　赤星　克代　　藤井　幸子　

　中村　典子　　中村　陽子　

　中村　一正　　中村　愛子　

　佐伯　礼子　　藤井　和子　

　中村　方子

社会福祉施設役職員功労者

　山岡　義信　　柳　　克久

　京條みな美　　淺田　直也

　岩坂　稚華　　下瀬　麻未

　林　　英子　　菅光　順子　

　有吉由美子　　金子　種次

民間社会福祉団体役職員功労者

　中村　洋一　　高松　順輔

　西村　拓夫　　末廣　美子

　山田　幸子　　藤本　絹枝

ボランティア及びボランティア
グループ活動功労者

　徳原由起子　　三木　誠子

　冨永　節子　　渡辺　露子　

　新田　満乃　　國本　美幸

　中溝つわぶき福祉員会

　ふれあい郵便

令和４年度

周南市社会福祉協議会会長表彰
11月16日（水）周南市徳山社会福祉センターで表彰式を行いました。今年度は新型コロナウ
イルス感染症の感染予防のため例年より規模を縮小しての開催となりました（各表彰項目の
代表者１名ずつ出席）。表彰式では、受賞者を代表して岐山地区社会福祉協議会理事の西村
拓夫さんが謝辞を述べられました。（受賞者49名・２団体は以下のとおりです。敬称略）



しゅうなん社協だより　2023.1.1　Vol.90 3

山口県知事表彰
社会福祉事業功労

◎民生委員・児童委員

　徳原万希子　　戸村　文惠

　宗正　邦子　

◎民間社会福祉事業施設等の
　長及び従事者

　福田　章子　　宮﨑　知代

　尾﨑　知子

社会活動功労

◎青少年・青少年団体及び
　青少年指導者

　石田　睦子　　宮崎　純子

　森下日出子

山口県社会福祉協議会長表彰

社会福祉事業功労者

　進賀　共代　　北村　　薫

　武中　　雅　　吉永小百合

　岡田　弥生　　松田　俊也

　上田　修司　　田村　幸恵

　河村　知幸　　松本　美沙

　原田　泰子　　高橋由美子

　岩坂　智之　　濱津慎太郎

　松田　敦美　　大内千恵子

　上野寿津子　　玖村　悦子

　岩谷　理香　　白石ひとみ

　吉武　宣子　　川中真一郎

　西田　俊朗　　安原　詳恵

　藤永　梨花　　安光　博美

　井上　智恵　　村瀬美代子

　牧野　泰郎　　藤井恵美子

　藤田　辰夫　　伊藤　敏治

山口県民生委員児童委員
協議会長表彰

会長表彰

　内山　陽子　　吉岡　勝彦

　梅田　孝子　　村田　佳子

　後藤智津子　　井上　道隆

　堺　　辰美　　杉谷　一則

　山﨑みどり　　河村比登美

　廣谷　宣之　　岡本都喜子

　田村　謙治　　藤村　敏子

　山本　厚子　　村井　洋一

　髙松　泰造　　東　　梅子

　川口　佳子　　松岡ひろ子

　高橋　弘孝　　神杉　直良

　勝屋　和彦　　山縣　義春

　酒井　敏明　　吉信　陽子

　佐々木義正　　尾中ひとみ

　守屋佳代子　　河村　永美

　渡邊あゆ子　　橋本　幸子

　山本　弥生　　杉村　義男

　青木　主税　　三浦　千惠

　本村美津江　　山縣小百合

　中村　幸代　　石本　和夫

　原　　博美　　堀常　宗城

　松谷　昭友　　田中　　潔

　大木　武彦　　河内　澄行

　宇野　英子　　岡成　千里

山口県老人クラブ連合会長表彰

一般功労者

　内田　昭郎　　戸倉八重子

　福田　護

会員増強運動

　戸田地区寿会　

　　　　会長　前田　則之

　友愛の会

　　　　会長　佐久田美智枝

山口県老人福祉施設協議会長表彰

会長表彰

　吉重今日子

山口県知的障害者福祉
協会長表彰

会長表彰

　岸本晋太郎　　根本　敦子

山口県肢体不自由児協会
理事長表彰

理事長表彰

　山本　陽子　　岸本奈々江

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」

作文応募作品入賞者

◎最優秀賞

　周南市立周陽中学校

　　　　　　　　 加村　拓巳

　（４ページに受賞作文掲載）

◎佳作

　周南市立秋月中学校

　　　　　　　　 田中　愛弓

第72回

山口県総合社会福祉大会
11月10日（木）山口市 KDDI 維新ホールにおいて第72回山口県
総合社会福祉大会が開催され、その席上で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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令和４年度 「健康福祉に関する作文」最優秀作品

「僕 の ま ち」  周南市立周陽中学校　２年　加　村　拓　巳

　僕の母親は地域の人達と子ども食堂という活動をしている。「遠石のいーばしょおとなりさん」というもので、

毎月末の日曜日にしており、月ごとに変わる弁当を大人には 300円、子どもには無料で配布する、というもの

だ。僕もいつも食べさせてもらっているが、食材のバリエーションもあってとても美味しい。

　母が子ども食堂の企画を本格的に進め始めたのは去年の一月ごろで、六月にはプレオープンとかなりの短期

間で大変だったのではないかと思った。僕はそもそも、なぜ母がこのような活動を始めたのか気になったので

母に聞いてみた。

「子ども食堂を始めたきっかけはなんだったの？」

「自分が助けを求めたときに助けてもらえる地域にするために、自分達が周りの人達にできることをしたいなと

考えたんだよ。まずはあらゆる世代の人達の居場所になるような所を作ろうと思ったんだ。」

「子ども食堂を実際にやってみて良かったと思うことは何？」

「活動を通して地域の色々な人と触れ合うことが出来ることかな。色々な人達と話すことで、その地域の悩みや

課題が見つかることもあるんだ。でも、やっぱり『ありがとう』の言葉が一番の励みになっているよ。」

「最後だけど、この名前の由来はなんなの？」

「これは『良い場所』と『居場所』を掛けていて、おとなりさん、つまり近所の人同士のように助け合える存在

になりたい、という意味が込められているんだよ。」

　母の話を聞いて、地域のために努力、行動ができることを改めてすごいと感じたし、素晴らしいと思った。

僕自身も時々この活動の手伝いに行くが、そこで地域の人達から感謝の言葉をいただくと、嬉しいし、とても

やりがいを感じることができる。

　子ども食堂の活動を通して、「誰もが健康で生き生き暮らせるまち」をつくるために大切なのは、その地域で

過ごす人達のことを思いやる心なのではないかと考えた。

　母の話を聞くまでの、僕の子ども食堂のイメージは、食べ物を提供して、人々の生活の助けをする、という

ものだけだった。しかし、それだけではなく、食堂を通して地域の色々な人同士の新たな繋がりを生むことが

できるということを知った。

　実際に、厚生労働省が定義している「健康」とは、身体的なものだけではなく、精神的なものも含まれている。

子ども食堂は、もちろん食事による身体の健康もあるが、それだけではなく、地域の人同士の繋がりといった、

精神的な健康も達成できるということだ。

　誰もが生き生き暮らすためには、もちろんそこに住む人々の生活を便利にする快適な設備だったり、施設も

必要だろうが、子ども食堂の話でもわかったように、僕はこのようなまちをつくっていくためには、やはり「地

域で暮らす人達のことを思いやる心」が必要で、それがなければ始まらないと思った。

　僕の母は以前から、地域の問題に対して、とても真剣に取り組んでいる。その「地域を思いやる心」があっ

たからこそ、子ども食堂という活動を始め、そしてそれが成功したのだと思う。そういった考えを持つ人が集

まれば、地域の中の結束が強まって、より良い地域になっていくのではないかと考えた。

　あと５年も経てば、僕もこの地域を離れてどこか違うところで進学したり、就職したりするかもしれない。

それでも、僕が今住んでいるまちも、新しく住むであろうまちのことも、思いやり大切にできる人になりたい。

　そして、僕も母のように、地域を活性化させるような色々なボランティア活動に参加したり、地域の人たち

と交流したりして、僕のまちを「誰もが健康で生き生き暮らせる」まちにするように積極的に行動していきたい。

「大好きなこのまちのために…」

第 72 回山口県総合社会福祉大会にて健康福祉に関する作文入賞者表彰で最
優秀賞に選ばれました周南市立周陽中学校２年加村拓巳さんが作文発表を
行いました。
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善意銀行
●

●
●

令和４年８月1日～令和４年10月31日受付分

ご 芳 名 ご 住 所 ご寄付額
株式会社ヤクルト山陽　周南中央セ
ンター・周南西センター（3 回目） 徳山今宿町 46,200

輝周会　徳山支部  〃　速玉町 26,259
徳山社会福祉センター利用者一同  〃　速玉町 5,125
匿名（94 回目・95 回目） 下松市 4,000
匿名 新南陽夏切 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
河村　健司 父 / 卓二 神奈川県大和市 250,000 須金地区社会福祉協議会 200,000 50,000

柳　　民江 ー 200,000

住崎町東部自治会 50,000

40,000住崎町東部寿会 50,000
徳山中央病院緩和ケア外来 30,000
徳山中央病院附属訪問看護ステーション 30,000

波多野　敦美 母 / 一江 徳山夜市 275,000

JA 訪問介護ふれあい新南陽 100,000

55,000

JA ケアビレッジ・デイ新南陽 50,000
JA 介護支援センター新南陽 20,000
訪問看護ステーションしんなんよう 20,000
温泉の里 20,000
夜市地区社会福祉協議会 10,000

竹内　榮子 夫 / 史人 　〃 夜市 100,000

老人保健施設温泉の里 10,000

50,000
やすらぎ苑訪問介護事業所 10,000
JA デイサービスとんだ 10,000
夜市地区社会福祉協議会 10,000
竹内医院デイサービス 10,000

西村　充弘 母 / 幸子 　〃 櫛ヶ浜 20,000 櫛浜地区社会福祉協議会 16,000 4,000
不破本　利夫 　〃 上村 10,000 菊川地区社会福祉協議会 8,000 2,000
福原　俊彦 妻 / 安子 　〃 須々万本郷 100,000 須々万地区社会福祉協議会 80,000 20,000
刀禰　　清 母 / 幸子 　〃 須々万本郷 100,000 やまなみ荘 50,000 50,000
髙橋　賢一郎 母 / 淑子 ー 100,000 中須地区社会福祉協議会 80,000 20,000
匿名 ー 26,000 周南市聴覚障害者協会 20,000 6,000

三浦　由紀子 義姉 / 輝美 新南陽福川 100,000 湯野温泉病院 50,000 30,000福川戎町自治会 20,000

小田　淳一 父 / 吉男 　〃 米光 50,000 和田地区社会福祉協議会 20,000 10,000福寿荘 20,000

中村　和宏 母 / トキノ 　〃 平野 130,000 老人保健施設ゆめ風車 50,000 30,000新南陽デイサービスセンター 50,000
片山　英雄 父 / 幹人 　〃 大神 30,000 上迫自治会 20,000 10,000
佐田國　修 甥 / 和雄 　〃 河内 100,000 なごやかケア本館 80,000 20,000
藤井　　翠 夫 / 正義 熊毛和田 50,000 三丘地区社会福祉協議会 40,000 10,000

河野　深雪 夫 / 登志男 　〃 鶴見台 50,000 なごやか熊毛 30,000 10,000高水地区社会福祉協議会 10,000
林　　好昭 母 / ミツノ 　〃 荒瀬 50,000 三丘地区社会福祉協議会 40,000 10,000
石光　和之 母 / 公子 　〃 阿下 50,000 三丘地区社会福祉協議会 40,000 10,000
三宅　玲子 夫 / 俊次 　〃 東原 100,000 高水地区社会福祉協議会 80,000 20,000

西岡　保代 母 / 八枝子 　〃 勝間上 100,000 天王園 50,000 20,000勝間地区社会福祉協議会 30,000
小浴　洋子 夫 / 康彦 　〃 勝間原 100,000 勝間地区社会福祉協議会 80,000 20,000
仲子　シズヱ 夫 / 忠夫 鹿野大町 50,000 鹿野地区社会福祉協議会 40,000 10,000
山田　敏之 　〃 上野 100,000 鹿野地区社会福祉協議会 80,000 20,000
原田　正義 母 / 政子 　〃 秘密尾 50,000 鹿野地区社会福祉協議会 40,000 10,000
畠山　典子 夫 / 宗則 　〃 仁保津 100,000 やまなみ荘 80,000 20,000
有熊　富子 夫 / 保 　〃 上大町 50,000 鹿野地区社会福祉協議会 40,000 10,000
家重　秀子 夫 / 時夫 　〃 奥大町 50,000 鹿野地区社会福祉協議会 40,000 10,000

山本　光雄 妻 / 礼子 　〃 仁保津 120,000 鹿野博愛診療所 50,000 24,000鹿野地区社会福祉協議会 46,000

指 定 寄 付

ご 芳 名 ご 住 所 内　　　容
マルハン周南店（23 回目） 新南陽浜田 お菓子　11 箱
テキサス周南店

（38 回目・39 回目） 　〃 古泉 お菓子

高齢社会をよくする
女性の会徳山

（121回目・122 回目）
徳山楠木

シーツ・タオル（ウエス用）  1箱
車いすクッション  15 枚
ウエス  1 箱

匿名 　〃 久米 お米 30㎏　8 袋

物 品 寄 付
ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額

匿名 徳山 30,000
佐藤　嘉克 母 / 光子 新南陽高瀬 10,000

香 典 返 し

輝周会
徳山支部様

㈱ヤクルト山陽
周南中央センター、
周南西センター様
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公益財団法人
周南青年会議所様

（令和４年６月28日）

本会では災害時にボランティア活動を支援しますが、両団体様との協定締結により、災害時はもとより、

平時からの研修を通じた連携を深め、情報の共有を図ることを確認しました。

ライオンズクラブ国際協会
336D地区5R-1Z様

（令和４年10月20日）

福祉教育に関する物品の貸出

※本会のその他事業や物品貸出の状況により、ご希望日に沿えない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

　社会福祉への理解と関心を高め、地域福祉の啓発を図ることを目的に、福祉教育に関する物品の貸出を

行っています。貸出は無料です。貸出初日および返却日は本会休業日（土曜日および日曜日、国民の祝日）

以外の日程となります。

物品 概要

車椅子
高齢者や障がい者の体験にご活用いただけます。

貸出の上限は、５台までとなります。

アイマスク
視覚障がい者 ( 全盲 ) の体験に活用いただけます。

貸出の上限は、80個までとなります。

高齢者疑似体験
セット

ベストや重り、メガネなどを装着し、高齢者の心身の変化を学びます。

貸出の上限は、５台までとなります。

白杖
視覚障がい者の体験としてご活用いただけます。

貸出の上限は、２本までとなります。

社会福祉法人周南市社会福祉協議会本部業務課地域福祉係

TEL：0834-22-8721
物品貸出に関する

問合せ先

災害時における協定締結式を行いました
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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。

※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。

仕事のこと
〇就職したいが仕事が見つからない
〇すぐに仕事を始めることが不安

生活費のこと
〇家計のやりくりがうまくできず、
　生活費が足りない

住まいのこと
〇家賃を滞納し家を出なければならない

家族のこと
〇家に引きこもっている家族がいる

就労準備支援事業

社会、就労への第一歩

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に、
就労に向けた支援や社会参加
の機会の提供を行います。(一定
の資産収入要件があります)

日々の生活のなかでの困りごとや不安をお聞
かせください。一人ひとりの状況に合わせた支
援内容を考え、専門の機関・団体と連携して、解
決に向けた支援を行います。

　令和４年度から新たに就労準備支援事業の就労体
験受け入れ事業所として、有限会社寿司やす様に
ご協力いただけることになりました。

相談無料
秘密厳守
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令和４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」は、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

老人休養ホーム嶽山荘開館時間変更のお知らせ
令和４年11月1日より老人休養ホーム嶽山荘の開館時間を変更しております。

　

ご利用にあたりマスクの着用をお願いします。

今後も新型コロナウイルス感染状況により、開館時間が変更になる場合もございます。

お問い合わせ先　　老人休養ホーム嶽山荘　TEL：0834-63-4320

ガチャガチャ募金の設置について
　今年も10月1日より赤い羽根共同募金が始まり、たくさんの方にご協力をいただいております。昨年

度好評だったガチャガチャ募金を今年は場所を増やして設置しています。３月末までの期間限定、数量

限定ですので見かけたらぜひお試しください。

道の駅ソレーネ周南 徳山社会福祉センター徳山動物園

変更前
10:00～17:00(入浴最終受付 15:30)

変更後
10:00～20:00(入浴最終受付 19:30)

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

お問い合わせ先


