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社協だより『ひかり』は、皆様からのご寄附・社協会員会費・共同募金の助成で発行されています。 

大事な人のいる『ひかり』 

  お世話になった人のいる『ひかり』 

  あなたの好きな心のふるさと 

             『ひかり』 

  今だからこそ思いを伝えたい・・・ 

じぶんのふるさとを良くするしくみ

『ふるサポ』とは、インターネットで 

どこからでも寄附ができるしくみです。 

 この他にも、以下の方法があります。 

スマホからも 

  募金ができます！ 

世帯毎で 

戸別募金
企業等で   

法人募金
職場の仲間で 

職域募金
学校で 

学校募金

イベントで 

興行募金
募金箱を設置して

いただける窓口を  

募集中！  

 光市社会福祉協議会の 

窓口でも募金を 

受付けています。 



共同募金とは 

今年度の目標額

（昨年度お寄せいただいた募金 12,291,391円） 

1０月１日から

１２月３１日まで

〈 実施期間〉

愛ちゃん 希望くんと

中央共同募金会C
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共同募金は、戦後復興の一助としての役割に始まり、現在は高齢者、障がい者、児童、

ボランティア等の福祉の推進に役立てられています。

光市におきましては、32％が県内の広域の社会福祉向上に、68％が地元での地域福祉

活動の財源として大きな役割を担っています。

その趣旨をご理解いただき、今年も多くの善意をお待ちしています



ーザと末本ロ さん
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←社会福祉協議会

職員による寸劇

情報交換の様子→

↓貸出用具の説明

貸出用具の一例

　視覚に障害を持っている末本恵
美子さんは、平成24年から3代目
となる盲導犬ローザと8年間生活
を共にしてきました。この度盲導
犬の定年(約10歳)を過ぎたローザ
は、引退して盲導犬協会に帰るこ
とになりました。
　ローザとの相性がとても良く、
二人だけで新幹線や飛行機を使っ
て北海道や鹿児島に旅行したこと
もあるそうです。

　末本さんは、後任の
盲導犬は受けられない
そうですが、外出先で
見かけたら声をかけて
下さいね。とおっしゃ
ってました。
　

 8月18日～20日の間、

「ふれまち虹の家」恒例

の夏祭りを行いました。 

 利用者さんは、職員手

作りの魚釣りや輪投げ

ゲームを楽しみました。 

　7月8日「福祉作業所つつじ園」で、通
所者みんなで楽しくカレーを作り、美味
しくいただきました。 

今年で３回目を迎える『ふれあい・いきいきサロン代表者の集い』が8月28日（金）

に行われ光市内にある83サロンのうち、36サロン（38名）の参加がありました。 

 今回は「ふれ愛ポイント事業」の紹介を光市社会福祉協議会の職員による寸劇で行い

ました。この事業は、サロンへの送迎やご近所のちょっとしたお手伝い等５人以上のグ

ループで登録して行うとポイントが貰えて換金できるというもの！ 

 今後さらに高齢者人口が増える中で何ができるのか、これからのサロンについての情

報交換も行い、各テーブルでは盛んに意見が交わされていました。 

 その他、貸し出し用のゲームを手に取って使い方を確かめたり、実際に借りたり、そ

れぞれに実のある会になったと思います。 



令和２年６月１日～ 

 令和２年８月３１日までの寄附

香 典 寄 附 寄 志 篤 附 

寄附者名      寄附金額 

匿名 様          5万円 

㈲星山商店様（第12回目）10万円     

匿名 様          1万円 

匿名 様                  1万円 

個人登録ボランティア 

     えがおの会様 3,220円 

ひかり郵趣会様      500円 

日立製作所労働組合笠戸支部 様 

 （第30回目）    35,000円 

物 品 寄 附 

寄附者名    続柄  故人名

< 室積地区 >

延岡 幸子様 ご夫君  繁様 

尾﨑 覚次様 ご令室 久江様 

神所 眞理様 ご母堂 文子様 

宇都宮 慶克様 ご母堂 チイ子様 

松村 英子様 ご夫君 浩治様 

濱田 俊文様 ご母堂 幸子様 

南  知之様 ご尊父  陽様 

< 浅江地区 >

棟近 尚子様 ご夫君 信之様 

宇野 和江様 ご夫君 誠司様 

紙田 正幸様 ご母堂 アサ子様 

< 光井地区 >

木本千惠子様ご夫君 眞木雄様 

田中 睦枝様 ご夫君 　智様 

中道 祥子様 ご夫君 元治様 

松岡 義則様 ご母堂 成子様   

< 島田地区 >

田尾 光子様 ご母堂 糸恵様

< 大和地区 >

匿名 様 

寄附者名       寄附物品 

菅田 敏栄様 紙おむつ他 

メガガイア光ツインパークⅠ・Ⅱ様 

   （第20・21・22回目）　菓子13箱 

匿名 様  プラスチックエプロン 

匿名 様  紙おむつ10ケース 他 

匿名 様  介護用品多数   

総額（29件）838,720円(令和2年6月1日～令和2年8月31日） 

香典寄附　    (16件）　　　630,000円    

   篤志寄附　    ( 7件）　　　208,720円     

  物品・その他　( 6件） 
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令和2年7月豪雨災害義援金に、
　　　　　　　　  ご協力いただきました。

・ひかり２３（ふみ）の会
代表 早稲田 武臣 様 １万円

・浅江地区コミュニティ協議会 様 ５万円

・河野 伊和 様 1万円

・光市民生委員児童委員協議会 様 6万1千円

自動販売機を設置し、売上げの一部を光市社会福祉協議会に寄附して頂いております。

(令和２年６月1日～令和2年８月３１日 49,057円）

☆冨士高圧フレキシブルホース㈱ 様 ☆永岡鋼業㈱ 様

☆高齢者複合施設ひかり苑 様 ☆山口県農業協同組合 光井支所 様

☆平田商店 様（2台） ☆高木商会 様

支援型自動販売機を設置していただける事業者様を随時募集しております。 
 寄附金は、一定の限度額まで損金算入ができます。         ☎0833-74-3020 

浅江地区コミュニティ協議会 様

　光市民生委員児童委員協議会 様

熊本県南豪雨義援金に、ご協力いただきました。

　皆さまからのご寄附は、地区社協の活動費・貸出用車両の維持費

・社協だよりの発行・香典はがきの印刷などに活用させていただい

ています。

　本会への寄附金は、所得税・個人住民税、法人税の税金控除対象

となります。



生活支援体制整備事業の取組みについて
住み慣れた光市で暮らし続けたい！を実現する みんなの支え合い活動の推進！

実践紹介 ふれあいサポート中島田（第２層協議体）

ふれあいサークル ☎0833-78-0815
ちょこちょこ

ひよこクラブ
☎0833-77-0412

毎週木曜 (祝日はお休み) 10:00～11:30 

東部憩いの家 / 年会費：３００円 (1家族) 

10/28(水)・11/25(水)・12/23(水)10:00～11:30

 三島コミュニティセンター / 年会費：無料 

子育てサークル

菜の花畑 ☎090-1337-7731
子育てサひろば

きらり ☎0800-200-9215

毎月第1金曜に変わります！ 10:00～11:30 
10/２(金)・11/６(金)・12/４(金)/年会費 無料 

浅江コミュニティセンターに変更になりました！

10:00～11:30 (事前予約が必要) 
10/13・27(火)11/10・24(火)12/8・22(火) 

 YIC保育＆ビジネス専門学校 / 年会費：無料 

※各サロンで新型コロナウイルス感染拡大防止対策を

とっています。事前に電話でお問合せ下さい。

問    

問    

問    

問    

 光市役所 3階 
    大会議室 

ほしらんどくだまつ内  
下松中央公民館 

あいぱーく光 2階  
    第3会議室 

10月  1日(木) 

11月 5日(木) 

12月 3日(木) 

心配ごと相談
第1木曜日 

9時～12時 

大和コミュニティ  
センター 2階 
会議室1・2 

光市生活安全課 
市民相談係 

 0833-72-1452 

下松市生活安全課 
くらしの相談係 
 0833-45-1827 

光市社会福祉協議会 
0833-74-3020 

内 容 日 時 問 合 せ 先会 場

弁護士無料法律相談
 ① 9月30日(水)～ 

 ②11月11日(水)～ 

 ③11月25日(水)～ 

各 8：30～ 

① 10月 7日(水) 9時〜12時 

② 11月18日(水) 9時〜12時 

9時〜12時 ③ 12月 2日(水) 

心配ごと相談
(相談員:民生委員･児童委員）

第3･5木曜日 

9時～12時 
あいぱーく光 2階 

第3会議室 
光市社会福祉協議会 

0833-74-3020 

10月15･29日(木) 

11月   19日(木) 

12月  17日(木） 

相 談 日 程 ※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更になる場合もあります。

※上記以外にも、いつでも相談を受付けております。月曜〜金曜（祝日を除く8：30～17：15）
光市社会福祉協議会窓口にお越しになるか、電話でご相談ください。（☎0833-74-3020）
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「ささえあい隊」の研修風景

　平成２９年度に、地域福祉について話し合う場であ

る「ふれあいサポート中島田」を設立しました。話し

合いから、数回にわたるアンケートを行うことにな

り、その結果①高齢者の見守り・安否確認、②災害時

の避難誘導、③生活支援サポート活動（草刈り等）の

３点に絞って重点的に支援の体制を整えることにな

りました。支援活動は、住民ボランティア「ささえあい隊」が行っています。

　現在は、「高齢者の引きこもり防止と食の改善」も視野に入れ、話し合いを進めています。



「「22002200ふふれれああいい・・健健康康フフェェスステティィババルル」」

のの開開催催中中止止ににつついいてて

＝図書カード贈呈します＝

申込先：光市社会福祉協議会

問合せ：☎0833-74-3022（担当：森山/西村)

私達と一緒に

働きましょう！

＊詳細は下記連絡先まで
お問合せ下さい。

開運 オリジナル

丑年親子土鈴＆カレンダー販売します

福祉作業所つつじ園
☎0833-78-0281

光市社会福祉協議会
☎0833-74-3020

1組 1000円

干支土鈴は、古くから

魔除けの縁起物として

知られています。

一年を無事に過ごせ

るように願いを込めて

作品を仕上げました。

対象：市内に在住し、令和3年4月に小学校入学

予定のお子様がおられるひとり親家庭

申込締切：令和2年10月2日（金）

申込先：光市社会福祉協議会

問合せ：☎0833-74-3020（担当：藤村）

ひとり時間を有意義に

使ってみませんか？

あなたの笑顔を待ってます

 

A4 600円
A2版

版
1,200円問合せ先

広 告

＝令和2年度ボランティア講座＝

日時：令和2年10月21日(水)

13：30～16：00 (受付13：00～)

会場：あいぱーく光 いきいきホール

内容：①講演/講師：下松手話あじさいの会
『手話・筆談を使って

コミュニティを広げよう！』
②講演/講師：松田 義政 様

(山口県レクリエーション協会)
『楽しく学ぼう！

コミュニケーション技術』
～表情やジェスチャーを交え伝わりやすい

コミュニケーションを目指そう～

参加料：無料

募集人数：50名程度

10月9日(金)までに申込み

*

*

当日はマスク着用用をお願いします

申込先：光市社会福祉協議会

問合せ：☎0833-74-3020
（担当：北山）

　書込みカレンダーには、電動
車椅子で過ごす中原伸二さんの
思いや願いを綴った短歌が挿入
されています。
　パソコン画は、福祉作業所利
用者の穐本伸一さんの作品です。

　本年度は、11月22日(日)に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から、参加者及び関係者の健康・安全面を第一に考慮して、中止すること

を決定いたしました。

　当日を楽しみにしておられた皆様には残念な結果となりましたが、次回開催の際にはこ

れまでと同様に、市民参加による福祉・健康啓発イベントとして盛大に開催したいと考え

ておりますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

 編集発行 /  社会福祉法人光市社会福祉協議会 〠743-0011光市光井２丁目２－１ あいぱーく光内 

☎0833-74-3020 0833-74-3073 ホームページ http://www.hikari-shakyo.or.jp E-mail info@hikari-shakyo.or.jp
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