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「こちら社協です」は　 共同募金の配分金及び社協会員会費により発行しています。

　山口市では、山口市社会福祉協議会と各地域包括支援セ
ンターに生活支援コーディネーターが配置されています。
　生活支援コーディネーターは、高齢者が住みやすい地域
づくりをお手伝いします。
　「日常生活上の困りごとがある」「地域の支え合い活動を
充実させたい」「地域で何か活動をしてみたい」「住民が集
まる居場所を作りたい」等、お気軽にご相談ください。

山口市社会福祉協議会 検索
山口市社協
ホームページ

「こちら社協です！」はホームページでも見ることができます

高齢者の
住みやすい地域づくりを
　　　　　　お手伝いします

こんにちは！
生活支援コーディネーター
（地域支え合い推進員）です



～地域の支え合いのしくみづくりをお手伝いします～

生活支援コーディネーターの役割
　生活支援コーディネーターは、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも自分らしく元気に過ごすこ
とが出来るように、皆様と一緒に生活支援・介護予防の体制整備に取り組んでいきます。

山口市では、山口市社会福祉協議会に２名、各地域包括支援センター（市内７圏域）に各１名
（計９名）が配置されています。

お近くの生活支援コーディネーター
担当する地域 生活支援コーディネーター 電話番号

大殿・白石・湯田 中央地域包括支援センター　　　 久保 TEL083-934-3338
仁保・小鯖・大内・宮野 北東地域包括支援センター　　　 白川 TEL083-941-6672
吉敷・平川・大歳 鴻南地域包括支援センター　　 阿部 TEL083-934-3333
嘉川・佐山・小郡・阿知須 川西地域包括支援センター　　 福島 TEL083-976-5711
陶・鋳銭司・名田島・秋穂
秋穂二島 川東地域包括支援センター　　 砂田 TEL083-986-2077

徳地 基幹型地域包括支援センター徳地分室 岡谷 TEL0835-52-0670
阿東 基幹型地域包括支援センター阿東分室 近藤 TEL083-956-0995
市内全域 山口市社会福祉協議会　　　　 道中・中田 TEL083-924-0543

　居場所づくりや、地域での見守り活動など、「地域にあったらいいな」と思う活動を、一緒にカタ
チにしていきましょう。
　高齢者が住みやすい地域づくりに興味がある方、地域のためになにかしたいけれど何をすればよい
かわからないという団体や企業の方、まずはお近くの生活支援コーディネーターにご連絡ください。

皆さんの日常の困りごとや、
地域にあるサービスの把握

地域の居場所・
　　　　生きがいづくり

地域住民や関係機関との
連携・ネットワークづくり

地域の担い手養成
　　　　　　　活動支援

行政

学校

商店街
事業所

町内会
民間企業

医療機関

地域活動団体

地域住民

地域包括支援センター

民生・児童委員
福祉員
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　今年度、地区内唯一の中央小学校入学児童は
10名でした。止まらない人口減少、少子高齢化
の出雲（深谷、小古祖、堀、伊賀地、岸見の旧大
字の総称です）の地区社協です。
　当地区社協では、「ささえ合い　笑顔あふれる　
出雲地区」を目指して、参加者はもちろん、役員
共々全員が楽しめるような活動を行っています。

　　　　　  徳地地域「出雲地区社会福祉協議会」地区社協紹介

活動紹介

出雲地域の概要　（令和2年3月末現在）

　●人　　　　　口　2,521人
　●世　　帯　　数　1,217世帯
　●高　齢　化　率　47.24％
　●地区社協設立年　昭和30年8月

（伊賀地地区）　　　　　  　　　　　（堀・庄方地区）　　　　　　　　　　　  （深谷地区） 

 福祉部会の支援「ふれあい会」

三世代交流事業「しめ縄作り」

赤い羽根共同募金　学校募金

福祉員研修会

一人暮らし交流会

敬老会

出雲地区社協会長　津田ます子

組
織
人
員

構成員 評議員 理事・監査
地区福祉員 39 7

民生委員・児童委員 10 4
福祉団体 3 3
合計 　52名 　14名
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令和₂年度山口市社会福祉協議会事業計画
山口市社協は、今年度これらの事業に取り組みます。

❶小地域福祉活動計画に基づく
　地区社会福祉協議会活動の支援
・各地区の地域福祉活動計画の策定及び
　実行を支援します。
・地区担当職員を配置します。

❶自律した法人運営と「働き方改革」　
　の推進
・�本会の組織・運営・事業推進体制の強化を
推進します。

・�「働き方改革」の推進を通じ、働きやすい　　
職場環境づくりを進めます。

❸見守り訪問活動及び災害時の地域
　支え合い活動の仕組みづくりの推進
・�平時の見守り訪問活動が災害発生時に、地
域の支えあい活動につながるよう推進しま
す。

❸社協の経営理念に基づいた計画的な
　人材の育成・確保の仕組みづくり
・�「社協・生活支援活動強化方針（全社協作
成）」に謳われている市町村社協の役割を
理解し、実践できる人材の育成を目標に、
研修体制の充実と、人材発掘を行います。

❺社会福祉法人の地域公益活動の支援
・�山口市で施設、事業所を運営する社会福祉
法人が連携し、制度では対応できない地域
の福祉課題の解決へ取り組みます。

❷地域福祉を推進する人材の育成と
　専門職等ネットワークの構築
・講座・研修会を開催します。
・ボランティア活動・福祉教育を推進します。

❷財源の新規開拓と効果的な法人及び　　
　事業運営による経営基盤の強化
・�収入増を目指し、財源の確保と開拓を進め
ます。

・支出を減らし効率的な運営を進めます。
・�職員 1 人ひとりが経営意識を持ち、効率的
な運営を行えるよう啓発します。

❹地域子育て支援機能の充実
・�児童クラブ事業推進室を開設しました。児
童クラブ、児童館（山口・秋穂）事業に取
り組みます。

・�子育てサロンの運営支援を通じ地域での子
どもの健やかな育ちを側面的に支援します。

１．「第３次山口市地域福祉活動計画」の推進
　　誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりを進めます

２.「第２次山口市社会福祉協議会活動基盤強化計画」の推進
　　地域福祉を進めていくために、社協の体力づくりをすすめます。

❻地域福祉権利擁護事業及び
　法人後見事業の充実
・�病気や障がいにより、判断能力が不十分な
方の「地域での生活を支える」という視点
に立ち、その人の権利を擁護し、後見人等
として生活を支援します。

❽介護保険法関連事業及び障害者総合
　支援法に基づくサービス事業の推進
・�介護保険事業所、地域活動支援センター、
就労継続支援 B 型事業所の運営を通じ、
高齢者、障がいのある方の生活を支えます。

・�手話通訳者、要約筆記者を設置し、聴覚障
害者の意思疎通支援を進めます。

❼法律相談や貸付相談等の
　生活支援事業の推進
・弁護士相談を開催します。
・�貸付制度を通じ、パーソナル・サポートセ
ンターやまぐち、フードバンク山口などの
多機関と連携して、低所得、生活困窮世帯
の生活立直しをサポートします。
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令 和 ₂ 年 度 当 初 予 算
収　入 （千円）

科　目 金　額 割　合

会費収入 33,698 2.4%

分担金収入 1,360 0.1%

寄付金収入 23,146 1.7%

経常経費補助金収入 307,377 22.4%

受託金収入 280,964 20.5%

貸付事業収入 1,002 0.1%

事業収入 6,330 0.5%

介護保険事業収入 279,654 20.4%

就労支援事業収入 4,584 0.3%

障害福祉サービス事業等収入 74,848 5.4%

医療事業収入 11,614 0.8%

受取利息配当金収入 510 0.0%

その他の収入 2,370 0.2%

施設整備等補助金収入 431 0.0%

積立資産取崩収入 8,500 0.6%

事業区分間繰入金収入 4,668 0.3%

拠点区分間繰入金収入 7,852 0.6%

サービス区分間繰入金収入 115,494 8.4%

その他の活動による収入 2,061 0.1%

前期末支払資金残高 209,162 15.2%

計 1,375,625 100.0%
※割合については、端数処理済み
※小数点２位未満は、切り捨て

支　出 （千円）

科　目 金　額 割　合

人件費支出 713,918 52.0%

事業費支出 126,761 9.2%

事務費支出 67,140 4.9%

就労支援事業支出 4,584 0.3%

貸付事業支出 1,001 0.1%

分担金支出 1,751 0.1%

助成金支出 93,997 6.8%

負担金支出 280 0.0%

その他の支出 0 0.0%

固定資産取得支出 1,930 0.1%

ファイナンス ･リース債務の返済支出 1,712 0.1%

基金積立資産支出 71 0.0%

積立資産支出 0 0.0%

事業区分間繰入金支出 4,668 0.3%

拠点区分間繰入金支出 7,852 0.6%

サービス区分間繰入金支出 115,494 8.4%

その他の活動による支出 19,435 1.4%

予備費 5,565 0.4%

当期末支払資金残高 209,466 15.3%

計 1,375,625 100.0%
※割合については、端数処理済み
※小数点２位未満は、切り捨て

会費収入
33,698

分担金収入
1,360

前期末支払
資金残高
209,162

サービス区分間
繰入金収入
115,494

拠点区分間繰入金収入
7,852

その他の活動による収入
2,061

事業区分間繰入金収入
4,668
積立資産取崩収入
8,500
施設整備等補助金収入
431
その他の収入
2,370

受取利息配当金収入
510

医療事業収入
11,614

就労支援事業収入
4,584

介護保険事業収入
279,654

事業収入
6,330

貸付事業収入
1,002

受託金収入
280,964

経常経費
補助金収入
307,377

寄付金収入
23,146

障害福祉サービス
事業等収入
74,848

収入
（単位 千円）

当期末支払
資金残高
209,466

予備費
5,565

その他の活動による支出
19,435

サービス区分間
繰入金支出
115,494

拠点区分間繰入金支出
7,852

事業区分間繰入金支出
4,668
基金積立資産支出
71

固定資産取得支出
1,930
負担金支出
280

助成金支出
93,997

分担金支出
1,751
貸付事業支出
1,001
就労支援事業支出
4,584

事務費支出
67,140

事業費支出
126,761

ファイナンス・
リース債務の返済支出
1,712 人件費支出

713,918
支出
（単位 千円）
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　本会では、社協事業を利用する皆様からのご意見や苦情をいつでも承り、適切な解決と必要に応
じた改善、本会職員の質の向上につなげるための苦情解決責任者、苦情受付担当者、また公正な立
場で苦情解決に関わる第三者委員を設置しています。
　本会の事業を利用してお気づきの点がございましたら、下記までお寄せください。「苦情受付
書」の書式もご用意しておりますが、口頭や書式によらない文書でお寄せいただいても結構です。
また、第三者委員に苦情をお申し出いただくこともできますので、その際は苦情受付担当者にお問
い合わせください。

市社協の事業に関する苦情解決の取組みについて

事務局長　角野　有三　☎083－934－3538苦情解決責任者

苦情受付担当者 第三者委員
北部支所長

（徳地・阿東地区を除く） ☎083－934－3538 和西　孝惠（人権擁護委員）

南部支所長 ☎083－973－0450 上野　千惠（人権擁護委員）

徳地出張所長 ☎0835－52－0100 小田　重将（学識者）

阿東出張所長 ☎083－952－0294 田中　彦忠（学識者）

令和元年度に皆様よりいただきました会員会費は、山口市社協の地域福祉事業
の財源として活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

令和元年度会員会費　総額　33,609,900円

社協会員会費が地域の福祉活動を支えています
ご協力いただいた会員会費は、山口市社会福祉協議会の行う地域福祉活動や、お住ま
いの地区社会福祉協議会が行う地域福祉活動を支える大切な財源です。
今年度もご協力いただきますようお願いいたします。

地区社協の活動を支えています。

地域の中での
「集いの場」づくりを支えています。

福祉員活動を支えています。

判断能力が不十分な方の
地域での生活を支えています。

●�市内 25 地区の社会福祉協議会では、それぞれ
の地域の特性を活かした地域福祉活動を行っ
ています。　

●�ふれあいいきいきサロン、子育てサロンなど　
地域の中で「楽しく」「気軽に」「無理なく」
集える場づくりを進めています。

●�集いの場での仲間同士での外出の機会づくり
となるマイクロバス運行事業も住民会費が財
源です。

●�福祉員は、「小地域福祉活動の推進者」として
見守り訪問活動などを通じて、民生委員・児
童委員、自治会福祉部などの地域の方々と協
力しながら小地域福祉活動を進めています。

●�認知症や知的障がい、精神障がいのために、
判断能力が不十分な方が地域で自立した生活
を送るため「地域福祉権利擁護事業」を行っ
ています。

●�法人成年後見人として、判断能力が欠けた人
の地域生活を行っています。
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第25回赤い羽根共同募金歌の祭典を
一緒に盛り上げていただける

企業・団体募集！

第2 5回歌の祭典
日　　時 問合せ先
会　　場
協賛金額

協賛特典

12月13日（日）　午前10時～午後₃時
山口市民会館大ホール
5,000円／₁口
（協賛金は歌の祭典の運営資金として活用させて
いただきます。イベント終了後、協賛金の余剰
金は共同募金への募金とさせていただきます。）
●�歌の祭典プログラムに、協賛企業・団体名を
掲載いたします。

●�歌の祭典ステージプログラム・ロビーでのイ
ベント内で協賛企業・団体の PR タイム又は
PRブースを設置いたします。

山口市共同募金委員会
（山口市社会福祉協議会�総務課内）
電話/083-934-3538
FAX/083-928-3073
E-mail�honbu@yshakyo.or.jp
※共催企業、団体も併せて募集
　しています。�

令和₂年度歳末たすけあい運動配分事業

子どもの遊び・文化活動実施事業
募集期間　令和₂年₆月₁日（月） ▶₇月₃日（金）

年末年始に子どもの遊び体験や文化鑑賞等のイベントを企画する団体を募集します。

目　　的

配分金額
応募方法

応募・問合せ先

本会と協働で実施する事業に対して、歳末たすけあい募金の一部を配分し、児童福祉活動及び文化
活動の推進を図り、若い世代に共同募金運動の周知を目的としています。
※令和₂年度の年末年始に実施・完了し、山口市民を対象とした事業に限ります。
₁団体100,000円以内（対象経費の₅分の₄が上限）　※配分団体₅団体（予定）
申請書に必要事項を記入の上、₇月₃日㈮までに提出下さい。（郵送・持参・メール可）
申請書は北部・南部支所でお渡しするほか、ホームページからもダウンロードできます。
※過去に₃回助成を受けた団体は対象になりません。
※申請書により選考し、₇月下旬に結果を通知します。
　　�地域福祉課　☎ 083-924－0543

実施団体
募集

　歌の祭典は、音楽を愛する方と、「自分の街をよくするしくみ」である共同
募金の出会いの場として開催し、今年で第25回を迎えます。
　歌の祭典を一緒に盛り上げていただける企業・団体を募集しています。
　興味をお持ちいただけた団体・企業の方、ぜひご連絡をお待ちしています。

令和元年度の
イベントの様子

こちら社協です 第85号令和2年6月1日 7



高齢者の健康づくりグループをつくりませんか？
　「山口市地域住民グループ支援事業」は、これから活動を開始しようとする健康づくりを
目的とした高齢者の自主活動グループに対し、運営費の一部を補助する事業です。
　転倒・骨折等介護予防のための体力づくりにつながる活動を始めてみませんか？

●対象グループ
●転倒・骨折等介護予防のための体力づくりを目的とした
　高齢者の自主活動グループ
　（健康体操、ストレッチ、ウォーキングなど）

●実施条件
●これから活動を開始しようとするグループ�　
●年間を通じて、₄回以上の活動を行うこと。
●�活動開始時の会員は₅名以上で、₁年以内に会員を増や　

していくこと（10名程度）。
●�参加者がおおむね65歳以上の地区住民で構成されてい　　

ること。
●活動の広報及び年１回以上の会員募集を行うこと。
●会費の徴収を行うこと。

●補助金額
●運営費／年間24,000円以内（月2,000円以内）
●�会場使用料／地域内（自治会）に集会所が　

なく、有料の会場しか確保できない場合に　
限ります。

　年間36,000円以内（月3,000円以内）
　※領収書の提出が必要です。

●補助期間
●補助開始日から年間₂年間

●問合せ先
地域福祉課　☎083-924-0543

日　　時
場　　所
内　　容

入 場 料
問合せ先

令和₂年₇月₄日（土）　午後₂時～₄時（開場　午後₁時30分～）
山口市民会館　小ホール
★「小さな親切」運動実行者の表彰
★小・中学生による意見発表
★記念講演
無料　皆様のご来場お待ちしております。
「小さな親切」運動山口支部事務局
〒753-0048　山口市駅通り二丁目₅番₅号　山口銀行山口支店　
☎�083-902-1415　FAX�083-921-1226

「小さな親切」運動山口支部推進大会のご案内
この一年間で「小さな親切」運動実行者として推薦を受けた方の表彰を行います。

【記号凡例】 日 日時・期間　場 会場　内 内容　講 講師　対 対象　定 定員　費 参加費　受 受付期間　持 持参品

山口市地域住民グループ支援事業

「小さな親切」運動実行者の表彰 小・中学生による意見発表 記念講演

令和元年度の様子

コロナウイルス感染症
の状況によっては、推
進大会を中止する可能
性があります。その場
合はホームページでお
知らせいたします。
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日 ₆月18日㈭　午後₁時～₃時
場 山口市社会福祉協議会
　�南部支所　₂階　会議室
　（山口市小郡下郷1437番地₆）
内「認知症の方への対応について考えてみよう」
　�介護に関する基本的な知識や技術などを
�　学びませんか。
費 無料　締 ₆月₅日㈮
申 問 山口市介護者の会事務局
　�　（山口市社会福祉協議会　地域福祉課内）
☎ 083-924-0543

実践介護教室開催!!

山口市山口児童館講座参加者募集！
ぷれい★メイト 理科講座『くるくる空飛ぶフシギダネ』

大学生のお兄さん・お姉さんと制作・レクリエーション
をして遊びます。

たなばたかざりをつくろう !
日 ₆月27日㈯　午後₁時30分～₃時30分　
対 ₃歳～小学₆年生　※幼児は保護者同伴
定 30名　費 無料　　持 マジック（多色）のり
受 ₆月17日㈬～19日㈮

みんなであそぼう !
日 ₇月18日㈯　午後₁時30分～₃時30分　
対 ₃歳～小学₆年生　※幼児は保護者同伴
定 30名　費 無料　持 水筒　受 ₇月₈日㈬～10日㈮

高校の理科の先生と、植物の種が飛ぶヒミツを調べた
り、フシギダネを作って飛ばす楽しい実験をします♪
日 ₇月31日㈮　
対 小学₄～₆年生（午前10時～11時30分）
　　小学₁～₃年生（午後₁時30分～₃時）
費 100円　持 水筒、はさみ、定規、えんぴつ、消しゴム
定 各20名　受 ₇月13日㈪～15日㈬

萩焼でシーサーをつくろう !
焼き物体験を楽しみましょう♪作品のお渡しは、10月に
なります。
日 ₈月₆日㈭　午前10時～11時30分
対 小学₁年～₆年生　定 20名　費 700円
講 大和　義昌　受 ₇月28日㈫～30日㈭

おはなしまつり
プール開放！！山口芸術短期大学の学生による、パネルシアターやペー

プサート、手作り紙芝居などいろいろな手法のお話を楽
しむ事ができます�!ご家族揃ってお越しください♪
日 ₇月11日㈯　午後₁時30分～₃時30分　
対 どなたでも　※幼児は保護者同伴
定 50名　費 無料　持 水筒　受 ₆月24日㈬～26日㈮

日（₇月）…22日㈬・29日㈬・30日㈭
　（₈月）…₅日㈬・₆日㈭・₇日㈮
　 午後₁時～₃時
※雨天の場合は中止　※幼児は保護者同伴
※申込みは不要

申 問 山口市山口児童館　山口市下竪小路254番地　☎ 083-928-8656（午前₉時～午後₅時）
※電話のみ受付（受付順）、申込みは保護者に限る

秋穂コミュニティセンター
行事のご案内

＊たなばた会
　〜「にっこり劇団」と一緒に楽しく遊びましょう〜
　日 ₇月₄日㈯　午後₁時30分～
　内 笹飾りの製作、朗読劇、ワークショップ
　　（演奏、ゲーム）　　
　対 どなたでも　　
　費 無料　締 ₆月27日㈯

＊夏休み工作教室
　〜昔懐かしいパタパタを作ってあそぼう〜
　日 ₇月31日㈮　午後₁時30分～
　講 伝承グループ
　対 小学生　定 20名　費 無料　締 ₇月17日㈮

＊環境学習講座〜ケンちゃんとあそぼう〜
　日 ₈月₄日㈫　午前10時～
　内 ペットボトルで風力自動車つくり
　講 曽我　邦雄先生
　費 200円　定 50名　締 ₇月28日㈫

　問 申 山口市秋穂コミュニティセンター
　　　　山口市秋穂東6527番地2
　☎ 083-984-2130（ FAX 兼用）

締 申込み締切　申 申込み先　問 問合せ先　☎ 電話番号　 FAX FAX番号　 E-mail アドレス　他 その他
新型コロナウイルス感染症の状況によっては、各講座中止の可能性があります。中止の場合はHPでお知らせいたします。
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愛の花束
2020年2月１６日〜2020年4月１5日まで（順不同）

【香典返し・忌明け】

寄附者御芳名 逝去者御芳名 寄附金額（円）

《　大　殿　》

津髙　嘉子 様 （御夫君） 弘 様

《　小　鯖　》

守田　佳生 様 （御尊父）昭 人 様 100,000

《　大　内　》

溝部　大輔 様 （御尊父）道 孝 様 100,000

中川　忍子 様 （御夫君）右 近 様

下　　良子 様 （御夫君） 泰 様

岡村　信子 様 （御夫君）榮 三 郎 様 100,000

《　宮　野　》

秋山　紀子 様 （御夫君）辰 實 様 100,000

椙山　俊明 様 （御母堂）克 江 様

原田　吹江 様 （御夫君）正 昭 様

《　平　川　》

石井　洋明 様 （御尊父）義 夫 様

吉岡きぬ代 様 （御夫君） 均 様

《　大　歳　》

中村　弘子 様 （御夫君）正 行 様

岡山　親男 様 （御令弟）徳 光 　 徹 様 50,000

《　　陶　　》

中嶋恵美子 様 （御母堂）節 子 様

《 名田島　》

西村　洋子 様 （御夫君）三 男 様

河村　拙男 様 （御母堂）行 野 様

《 秋穂二島 》

横沼　弘司 様 （御母堂）節 子 様

村永冨美子 様 （御夫君） 允 様

原田　恭子 様 （御夫君）時 房 様

越智　伸一 様 （御尊父）三 郎 様

《　嘉　川　》

本永　興一 様 （御令室）良 江 様

中村　悦男 様 （御令室）美 津 子 様

上田　智子 様 （御夫君）規 博 様

《　佐　山　》

山本　成紀 様 （御尊父）一 成 様

松永　信行 様 （御母堂）ヨ シ 子 様

《　小　郡　》

池村　粂男 様 （御尊父）主 計 様

右田　秀夫 様 （御母堂）サ ミ 子 様

石井　輝昭 様 （御母堂）ミ チ ヱ 様

間藤　常行 様 （御母堂）チ エ コ 様

《　秋　穂　》

福井　勝美 様 （御母堂）幸 子 様

森繁　　修 様 （御尊父） 綠 様

八木　　修 様 （御母堂）茂 子 様

上村　光子 様 （御夫君）博 之 様

《 阿知須 》

長井　　清 様 （御母堂）為 代 様

酒井　忠義 様 （御尊父）好 孝 様 70,000

《　徳地八坂　》

山本　貴子 様 （御夫君）成 美 様 20,000

藤井　裕美 様 （御夫君） 実 様 100,000

《　徳地島地　》

藤本　朝子 様 （御夫君） 匠 様

山田　英子 様 （御夫君）光 利 様

松原　紀史 様 （御母堂）孝 子 様

《　徳地柚野　》

伊藤　文子 様 （御夫君）孔 之 様

《　阿　東　》

板垣　幸昌 様 （御母堂）マ ツ エ 様

社会福祉士・保健師・介護支援専門員　※社会福祉士、保健師、介護支援専門員いずれかの資格をお持ちの方
◦業務内容：要支援₁・₂の認定を受けた人のケアプラン作成及び連絡調整　
◦雇用形態：嘱託職員（単年度契約・契約更新予定あり）

急募!
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お詫び
4月1日発行のこちら社協です(第84号)5頁に掲載
いたしました歳末たすけあい運動配分事業報告で
子育てサロン支援事業の実施団体「大歳地区太陽
クラブ」として紹介した写真が、小鯖地区子育て
サロン「あそぼ」の写真でした。
ここに、深くお詫び申し上げますとともに、次の
とおり訂正させていただきます。
　　(誤)大歳地区　太陽クラブ
　　(正)小鯖地区　子育てサロン「あそぼ」
今後は、これまで以上に注意して広報紙の作成を
行ってまいります。

保健師さんのちょこっとアドバイス
食中毒 暑い夏は特にご注意 !
食中毒の原因となる細菌は、
①栄養、②水分、③温度の
₃条件がそろうと急激に増殖します。

食中毒予防の₃原則
食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」

○付けない
　・調理前、食事前は手洗いを心がける
　・�生もので汚れた調理器具（まな板、包丁、はしなど）

で、他の食品を扱わない
　・生で食べる野菜は、よく洗う
○増やさない
　・余った食品は冷蔵庫に入れる
○やっつける
　・�肉は、表面だけではなく中心部までしっかり火を

通す（中心部分が 75℃で ₁ 分以上加熱）ように
調理をする

　・�少しでもあやしいと思った食材は、思い切って捨
てる

☆かかってしまった場合…
　・�症状がひどい場合は、かかりつけの医師の診察を

受けましょう
　・�薬は自分の判断で服用しない（原因究明のため、

薬を飲む前に検査が必要な場合があります）
　・�安静、水分補給、消化しやすい食事の摂取を心が

けましょう

板垣多樹郎 様 （御尊父）文 章 様

吉松　武人 様 （御母堂）セ キ ヨ 様 100,000

炭谷　　功 様 （御尊父）延 冶 様

大畑　正志 様 （御母堂）ヒ サ ヨ 様

進藤　隆之 様 （御令室）由 美 子 様

中島由紀男 様 （御母堂）ウ メ 子 様

竹林　洋子 様 （御夫君）由 博 様 100,000

泉　　昭子 様 （御夫君）勝 幸 様 200,000

香典返し・忌明け合計金額
3,185,000円 

社会福祉事業のために、多くの皆様から善意がよせられました。ここに厚く御礼申し上げます。
なお、氏名・金額はご了解いただいた方のみ掲載しています。

【物品預託】　　　　　　　　　　　　　 （※受付日順）

　寄附者御芳名　　　��寄附内容（目的）　　��寄附物品

岡本紀昭・カズエ　様 ランドセル・学用品 ☆★エコキャップ収集実績
（令和2年2月～令和2年3月分）のご報告★☆

₂月　515.5㎏（約206,200個）→ワクチン約283名分
₃月　391.5㎏（約156,600個）→ワクチン約215名分

たくさんのご協力ありがとうございました!!
今後ともよろしくお願いいたします。

【一　　般】　　　　　　　　　　　　　 （※受付日順）

　寄附者御芳名　　　��寄附内容（目的）　��寄附金額（円）

きらら辰巳会 様 社会福祉推進費 14,000

萩山口信用金庫 様 社会福祉推進費 50,767

匿名 様 第546回・第547回社会福祉推進費

匿名 様 第378回・第379回社会福祉推進費

株式会社
丸久徳地店 様 社会福祉推進費 13,790

小田　弥生 様　 社会福祉推進費 10,000

西京高等学校 様　 社会福祉推進費 8,034

株式会社原田屋 様　社会福祉推進費 100,000

一般合計金額
266,388円

◦雇用条件：月給(月額166,500円)賞与あり、週₅日勤務(土日・祝祭日休み)、社保・厚生年金加入
◦勤務場所：川西地域包括支援センター（山口市小郡下郷609-5）◦勤務時間-8：30～17：15　
◦問合せ：山口市社会福祉協議会　総務課　℡083-934-3538

　この度、カレンダーとプルタブの収集を終了しまし
た。長らくご協力いただきありがとうございました。
　使用済み切手とエコキャップについては引き続き収
集しております。今後ともご協力をよろしくお願いい
たします。
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法 相 弁護士が無料であなたの相談にのります律 談
▼相談するにあたって…
＊事前に電話でお申込みください。（申込みは先着順です。）
＊相談時間を有効に使うために、必要な書類があればお持ちください。
＊相談内容によっては、他の相談機関をご紹介する場合もあります。

▼たとえば
＊相続について　＊離婚や親権
＊借金のこと　　＊近隣トラブル
＊事故後の処理　など…

○北 部 支 所	 〒７53-0035	山口市上竪小路89番地1 「山口しあわせプラザ」内	 ☎083-92４-05４3		ＦＡＸ	083-92４-1398
○南 部 支 所	 〒７5４-0002	山口市小郡下郷1４3７番地6	 ☎083-9７3-0４50		ＦＡＸ	083-9７3-0611
○秋穂出張所	 〒７5４-1101	山口市秋穂東65７0番地「秋穂総合支所」内	 ☎083-98４-25４9		ＦＡＸ	083-98４-25７9
○阿知須出張所	 〒７5４-12７７	山口市阿知須2７４0番地「山口市阿知須健康福祉センターおげんきかん」内	 ☎0836-66-2000		ＦＡＸ	0836-66-0003
○徳地出張所	 〒７４７-0231	山口市徳地堀1７４４番地	 ☎0835-52-0100		ＦＡＸ	0835-52-0100
○阿東出張所	 〒７59-1４21	山口市阿東地福上169７番地「山口市阿東老人福祉センター」内	 ☎083-952-029４		ＦＡＸ	083-952-0690

社会福祉法人　山口市社会福祉協議会　本所
〒７53-0035　山口市上竪小路89番地1「山口しあわせプラザ」内
☎083-93４-3538　ＦＡＸ　083-928-30７3
ホームページ　http://www.yshakyo.or.jp　メールアドレス　honbu@yshakyo.or.jp

編集・発行

【要予約…定員は１会場あたり４名ですので、定員になり次第締め切ります。】

相談日時 会　　場 申込み・問合せ先
①₆月17日㈬午後₁時30分～₃時30分（₁人30分以内）
　★予約受付は₅月21日㈭から

阿知須出張所
（阿知須健康福祉センター）

南部支所　生活相談担当
☎083-9４1-5505

②₇月₁日㈬午後₁時30分～₃時30分（₁人30分以内）
　★予約受付は₆月₄日㈭から

阿東出張所
（阿東老人福祉センター）

本所・北部支所　生活相談課
☎083-92４-1395

③₇月15日㈬午後₁時30分～₃時30分（₁人30分以内）
　★予約受付は₆月18日㈭から 南部支所 南部支所　生活相談担当

☎083-9４1-5505
④₈月₅日㈬午後₁時30分～₃時30分（₁人30分以内）
　★予約受付は₇月₂日㈭から

本所・北部支所
（山口しあわせプラザ）

本所・北部支所　生活相談課
☎083-92４-1395

※②と④の相談日は、北部支所エリア（大殿・白石・湯田・仁保・小鯖・大内・宮野・吉敷・平川・大歳・徳地・阿東）の方が優先となります。
※①と③の相談日は、南部支所エリア（陶・鋳銭司・名田島・秋穂二島・嘉川・佐山・小郡・秋穂・阿知須）の方が優先となります。

放課後児童クラブ臨時支援員・補助員募集 !
　放課後児童クラブでは、子どもたちと一緒に過ごしていただける支援員または補助員を募集しています。

◆支 援 員：時間給1,000円　資格／保育士・幼稚園・学校教諭の免許をお持ちの方
◆補 助 員：時間給880円　　資格／不問　※ただし、学生は850円（高校生不可）
◆募集人員・勤務地：
　【小　郡】　支援員・補助員あわせて20名程度　(勤務地�小郡小校区・上郷小校区₅学級のうちいずれか)
　【秋　穂】　支援員・補助員あわせて₅名程度　(勤務地�秋穂地域放課後児童クラブ₂学級のうちいずれか)
　【阿知須】　支援員・補助員あわせて10名程度　(勤務地�阿知須地域放課後児童クラブ₃学級のうちいずれか)
　【阿　東】　支援員・補助員あわせて₂名程度　(勤務地�阿東地域放課後児童クラブ₂学級のうちいずれか)
◆勤務時間：月曜日から土曜日（祝日除く）　午前₇時45分～午後₆時（₆時間程度での交替制）
◆応募方法：市販の履歴書に自筆で記入、写真を貼付の上、下記申込み先へ郵送またはご持参ください。
◆選考方法：面接
◆申込み・問合せ先
　【小　郡】南部支所�地域福祉担当　☎083-973-0450　【秋　穂】秋穂コミュニティセンター　☎083-984-2130　
　【阿知須】阿知須出張所　　　　　�☎0836-66-2000　【阿　東】阿東出張所　　　　　　　　☎083-952-0294

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「不要不急の外出を避ける」「三密（密集・密閉・
密接）を避ける」「咳エチケット・手洗いの実施」が求められています。地域の集いの
場で皆さんとお会いできるためにも、一緒に頑張りましょう。
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