
　この度、海浜荘の老朽化に伴い令和 3 年 3 月末をもちまし
て福祉作業所『つつじ園』を閉所することとなりました。 
　32年もの長い間、地域の皆様方にお力添えいただき本当に 
ありがとうございました。 
　そこで、感謝の気持ちを込めまして通所者の作った作品の展
示販売会を開催いたします。新型コロナウイルス感染症の拡大
防止対策を徹底し、皆様のお越しをお待ちしております。 

展示販売会の
　　　　ご案内　

令和3 年1月18日
～2月12日

平日のみ開催　　
　10時～15時

光市室積新開 1-4-1
海浜荘内　

☎0833-78-0281

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。 



 主な内容 
P2・3 P7
P4 

  P5     P8  
P6     

 

新年のごあいさつ
山口県社会福祉表彰

共同募金/募金百貨店
子育てサロン/相談日程

善意銀行/支援型自販機寄附実績 

生活支援体制整備事業の取組み/ 
地域福祉推進車輌贈呈/福祉車輌貸出し 
 お知らせ/福祉功労表彰式/要約筆記体験 
 在宅障がい児・者ふれあいの集い 
 生活福祉資金貸付制度

平成 30 年 4 月撮影
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梅本会長と光市内各地区社会福祉協議会会長 梅本会長と光市内各地区社会福祉協議会会長 
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室積地区社会福祉協議会

会長 末岡 光彦

島田小学校区社会福祉協議会

会長 池本 順子

三井地区が一望に見渡せる
定光寺広場・海まで視野を
広げるなら虎ヶ岳

毎年、初日遥拝を定光寺
広場で行っており、昇る初
日に地区民をあげて新年の
心構えを新たにします。 

光井地区社会福祉協議会

会長 末岡 修

全国に先がけ昭和61年から続く
ジュニア福祉員活動
 高齢者の方が楽しく笑顔で元気に
なるような交流・実践活動を通じて
次代を担う子どもたちの福祉の心を
育んでいます。 

福祉活動を隅々へ
 光井地区社協では、小さな地域
での高齢者のグループ活動(奉仕活
動、スポーツ、趣味など)を支援す
るシステムを新設します。

ティア活動

四季の花咲く周防の道
着いた先は高齢者学級
元気な声と笑いのボラン

明治の時代を創った伊藤博
文公を紹介する記念公園
『伊藤公資料館』
 明治が有るから現代が
有る。明治時代は、どの
場面を切り取っても必ず
と言っていいほど伊藤公
が関係している。伊藤公
の生き方を知ることで私
たちの生き方が見つかる
かも・・・。 

緑溢れる青空の下での
外出が健康と考えます。
より多くの方の参加を望み
ます。 

大和地区社会福祉協議会

会長 石本 正己

普賢まつり
 老いも若きも年に一度の普賢祭
りを期待しています。 
 大人は、願掛けのお参り。子ど
もは、普賢寺境内から海商通りを
埋め尽くす露店を楽しみにしてい
ます。 

配食しています。 
（現在コロナ禍につき、中止） 

え、浅江中生徒が食生
活改善推進員と一緒に

上島田地区社会福祉協議会

会長

給食サービスを通じての独居
高齢者の見守り活動
 浅江地区の食生活改善推進員
さんの協力を得て独居高齢者へ
弁当の提供。弁当には浅江小6年

生のメッセージを添

岡田 元昭

浅江地区社会福祉協議会

会長 金子 功一

周防地区社会福祉協議会

上島田小5・6年生のジュニア
福祉員『いきいきサロン訪問』

年1回、夏休みに地区内の
いきいきサロンの皆さんとの
交流を図っています。

会長 岡田 光憲

三井地区社会福祉協議会

会長 松本 年正

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
市内各地区社会福祉協議会会長が、それぞれの地区のイチオシを

紹介します。
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長年にわたり社会福祉の向上に尽力された方々に

対し、表彰状が送られました。 

山口県総合社会福祉大会の開催は、コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止となりましたので、11

月12日(木)にあいぱーく光(第3会議室）におい

て、表彰伝達式を行いました。

香 典 寄 附 寄志篤 附 寄品物 附 

寄附者名  続柄  故人名

松本 武俊 様 ご母堂 利子 様 
荒瀬 誠之 様 ご母堂 貞子 様 

ご夫君 　誠 様 神島 敬子 様 
< 三井地区 >
三好 澄子 様 ご夫君 壽嗣 様 

ご令室 暁子 様 

寄附者名 

松本 年正 様 
< 大和地区 >
匿名 様 

 寄附物品 

< 室積地区 >
原田 隆司 様 ご尊父 佳夫 様
< 浅江地区 >
松永 晟 様  ご母堂 シズ 様 
藤井 民雄 様 ご令室 照代 様 
前田 恒宏 様 ご母堂 秀子 様 
< 光井地区 >
匿名 様 
藤田 益雄 様 義母岩永アキツ様 
山本 芳樹 様 ご母堂  信子 様 
相本 敏子 様 ご夫君  清 様 
< 島田地区 >

藤田 益雄 様 
      （第23・24回目 菓子16 箱） 

紙おむつ他 

三好 澄子 様  シャワーチェア他 
メガガイア光ツインパークⅠ様 
メガガイア光ツインパークⅡ様 

匿名 様 紙おむつ2袋 
紙おむつ他 匿名 様

匿名様 タオル多数 
おむつ多数 宮﨑 謙治 様 

匿名様  

11 0 54,132

匿名 様(第1・2回目さつまいも12箱)
匿名 様     介護用エプロン 
後藤 みつぐ 様 おむつ一式  

洋服多数 

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 月1日～令和2年 月３ 日 円 )

☆永岡鋼業㈱ 様

☆山口県農業協同組合 光井支所 様

寄附者名 

0833-74-3020

寄附金額 

匿名様  57,083円 

☆冨士高圧フレキシブルホース㈱様

☆高齢者複合施設ひかり苑 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。         ☎

  1万円 
  3万円 

匿名様 
匿名様 
光市役所失業対策課OB会 

匿名様 
 11,559円 
  1,100円 

匿名様 
匿名様 

  5万円 
 300万円 

(所得税の寄附金控除が受けられます) 

社会福祉協議会では、社会福祉に貢献したいという温かい思いやり（善意）の皆様か

ら寄せられた金品をお預かりしています。皆様からの善意をさまざまな福祉活動や地域

福祉の増進に活用し、地域に還元することが『善意銀行』の役目となっています。

①どんな種類かな？

♦一般寄附

♦香典寄附

♦結婚/出産/新築祝い等

♦物品(紙おむつ/食料品/古切手等)

（令和２年９月１日～１１月３０日） 

香典寄附 

３，７１９，７４２円 総額（ ３４件）

（１４件） 

篤志寄附  （ ７件）

物品・その他 （１３件） 

 ５６０，０００円 

３，１５９，７４２円 

②寄附をしたいと思ったら・・・

♦社会福祉協議会(あいぱーく光2階)窓口へ

♦ご寄附をお預かりし、領収書を発行します

※お気軽にお問い合わせください。

☎ 0833-74-3020

9

令和２年１１月３０日までの寄附

令和２年９月１日～ 

ご厚意に感謝申し上げます
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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。

心配ごと相談

心配ごと相談
(相談員:民生委員･児童委員）

内　　　容 会　　　場 問い合せ先日　　　　時

ほしらんどくだまつ内
下松中央公民館

1月

2月

7日(木)

3月

4日(木)

4日(木)

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 

① 1月20日(水) 9時〜12時

③ 3月17日(水) 9時〜12時

9時〜12時② 2月 3日(水)

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 

1月 21日(木)

2月 18日(木)

3月 18日(木)

弁護士無料法律相談
① 1月13日(水)～

③ 3月10日(水)～

② 1月27日(水)～

各 8：30～ 
光市役所 3階

大会議室

＊上記以外にも、いつでも相談を受け付けております。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）

（11月19日）

㈱光ギフトセンター

様より、売り上げの 

一部（４8,000円）を

共同募金会へ寄附して

いただきました。 

募金百貨店とは

（1０月5日）

光市更生保護女

性会様より、共同

募金会へ寄附をい

ただきました。 

☎0833-78-0815ふれあいサークル
ちょこちょこ

ひよこクラブ ☎0833-77-0412

コロナウイルス感染拡大防止のため、3月末

までお休みします。

子育てサークル

☎090-1337-7731菜の花畑

子育てひろば

きらり ☎0800-200-9215

コロナウイルス感染防止のため、活動を中止
いたします。長きにわたり、ありがとうござ
いました。

毎週木曜  10:00～11:30 

東部憩いの家 / 年会費：３００円 (1家族) 

 (2/11・祝日お休み)   

毎月第1金曜 10:00～11:30 

・2/5(金)・3/5(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！ 

 (1/1祝日お休み)    

1/8(金)

※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。

問合せ先 ☎0833-74-3020 

寄附付き商品・企画を販売し、売上げの一
部を寄附することにより地域に貢献するプロ
ジェクトです。現在市内3店舗で開催中です。
募金百貨店に参加していただける企業を募集
しています。 

 共同募金の趣旨にご賛同いただき、募金に

ご協力していただける団体をお待ちしており

ます。 

 この募金は、光市の地域福祉推進に役立て

られます。 

㈱光ギフトセンター様 更生保護女性会の皆様 

 11月12日（木）一般財団法人山口県自

動車振興センター様より、地域福祉の充実

のために役立てて欲しいと車輌の寄贈があ

りました。 

 車いすや高齢者疑似体験セットを積んで

市内の学校に出向く『福祉教育出前授業』

や、市内の多くの地域で行われている『い

きいきサロン』・『百歳体操』への訪問時

にも活躍してくれることでしょう。大切に

使用させて、いただきます。  

（一部の車椅子で、利用できない場合があります。） 

 ご利用の場合には、運転される方の免許証のコピー・印鑑

が必要です。 

光市社会福祉協議会 ☎0833-74-3020（担当：大野） 

 光市社会福祉協議会では、福祉車輌（車椅子積載車輌）の

貸出を行っています。 

 車椅子のままで乗降りできて外出時の介護される方、介護

する方の双方の負担を軽減できることと考えられます。 

 通院、買い物等の外出にご利用下さい。利用のご希望がご

ざいましたら、事前に当協議会まで予約を入れて下さい。 

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 塩田コミュニティ協議会人権福祉部（第２層協議体）
  平成３０年度から人材バンク設置についての話し合いを始め、令和２年6月から、人材バンクの

名前を「塩田たすけあい隊」として活動をスタートさせました。

定期的に第２層協議体を開催し、活動内容

について話し合っています。課題が出たとき

は、話し合いの中で整理し、実働部隊に返し

ています。 

 地域住民の買い物支援を担っている移動販

売車は、現在２台入っており、継続的に利用

できるよう、地域で声を掛け合い利用してい

ます。 
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3月

4日(木)

4日(木)

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 

① 1月20日(水) 9時〜12時

③ 3月17日(水) 9時〜12時

9時〜12時② 2月 3日(水)

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 

1月 21日(木)

2月 18日(木)

3月 18日(木)

弁護士無料法律相談
① 1月13日(水)～

③ 3月10日(水)～

② 1月27日(水)～

各 8：30～ 
光市役所 3階

大会議室

＊上記以外にも、いつでも相談を受け付けております。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）

（11月19日）

㈱光ギフトセンター

様より、売り上げの 

一部（４8,000円）を

共同募金会へ寄附して

いただきました。 

募金百貨店とは

（1０月5日）

光市更生保護女

性会様より、共同

募金会へ寄附をい

ただきました。 

☎0833-78-0815ふれあいサークル
ちょこちょこ

ひよこクラブ ☎0833-77-0412

コロナウイルス感染拡大防止のため、3月末

までお休みします。

子育てサークル

☎090-1337-7731菜の花畑

子育てひろば

きらり ☎0800-200-9215

コロナウイルス感染防止のため、活動を中止
いたします。長きにわたり、ありがとうござ
いました。

毎週木曜  10:00～11:30 

東部憩いの家 / 年会費：３００円 (1家族) 

 (2/11・祝日お休み)   

毎月第1金曜 10:00～11:30 

・2/5(金)・3/5(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！ 

 (1/1祝日お休み)    

1/8(金)

※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。

問合せ先 ☎0833-74-3020 

寄附付き商品・企画を販売し、売上げの一
部を寄附することにより地域に貢献するプロ
ジェクトです。現在市内3店舗で開催中です。
募金百貨店に参加していただける企業を募集
しています。 

 共同募金の趣旨にご賛同いただき、募金に

ご協力していただける団体をお待ちしており

ます。 

 この募金は、光市の地域福祉推進に役立て

られます。 

㈱光ギフトセンター様 更生保護女性会の皆様 

 11月12日（木）一般財団法人山口県自

動車振興センター様より、地域福祉の充実

のために役立てて欲しいと車輌の寄贈があ

りました。 

 車いすや高齢者疑似体験セットを積んで

市内の学校に出向く『福祉教育出前授業』

や、市内の多くの地域で行われている『い

きいきサロン』・『百歳体操』への訪問時

にも活躍してくれることでしょう。大切に

使用させて、いただきます。  

（一部の車椅子で、利用できない場合があります。） 

 ご利用の場合には、運転される方の免許証のコピー・印鑑

が必要です。 

光市社会福祉協議会 ☎0833-74-3020（担当：大野） 

 光市社会福祉協議会では、福祉車輌（車椅子積載車輌）の

貸出を行っています。 

 車椅子のままで乗降りできて外出時の介護される方、介護

する方の双方の負担を軽減できることと考えられます。 

 通院、買い物等の外出にご利用下さい。利用のご希望がご

ざいましたら、事前に当協議会まで予約を入れて下さい。 

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 塩田コミュニティ協議会人権福祉部（第２層協議体）
  平成３０年度から人材バンク設置についての話し合いを始め、令和２年6月から、人材バンクの

名前を「塩田たすけあい隊」として活動をスタートさせました。

定期的に第２層協議体を開催し、活動内容

について話し合っています。課題が出たとき

は、話し合いの中で整理し、実働部隊に返し

ています。 

 地域住民の買い物支援を担っている移動販

売車は、現在２台入っており、継続的に利用

できるよう、地域で声を掛け合い利用してい

ます。 
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Infomation
令和2年度光市社会福祉協議会

　　　　　福祉功労表彰式＆ボランティア交流集会ご案内

生 活 福 祉 資 金 貸 付 に つ い て の ご 案 内

在宅障がい児者ふれあいの集い 要約筆記体験講座

♪日時：令和3年1月9日(土)  (受付 13時～)
 13時30分～16時30分 

　要約筆記体験で、聞こえが不自由な方
とのコミュニケーションを円滑に進め
るコツを覚えましょう。

♪場所：あいぱーく光 いきいきホール
♪内容：講義・要約筆記体験
♪要約筆記に関心があり、パソコンで文字入力が
できる方(ゆっくりの入力でOKです)

♪日時：令和3年1月24日(日)14時～16時

(13時30分～受付) 

♪場所：あいぱーく光 いきいきホール

♪参加人数：30名(先着順)

♪参加費無料

教育支援資金
生活福祉資金

＊貸付には各種条件がございます。 
 ＊なお各種資金は返済(償還)の据置期間を

設けることもできますのでご相談下さい。 

日常生活全般に困難を抱えている世帯に対
して、継続的な相談支援と生活費及び一時的
な資金を必要とし、貸付を行うことで自立が
見込まれる世帯に対して貸付ける資金です。 

学校教育法に規定する高校・短大・大学・
高等専門学校に就学するための資金や入学に
際し必要な経費を貸付けます。ただし貸付に
は世帯の所得制限等の条件があり、日本学生
支援機構、母子父子寡婦福祉資金、そのほか
公的資金等の制度が利用できる方は、他制度
を優先していただいております。 

光市社会福祉協議会 ☎0833-74-3020

『笑顔の時間をあなたに！』講師：松鶴家 一若 氏

参加無料・定員 先着60名・15時30分閉会予定

ボランティア活動に関心のある方同士の

交流を深めましょう。（内容交渉中）

※新型コロナウイルスの影響で変更になることがあります。

地域福祉に貢献された方々を表彰します。

令和3年 2月13日（土）10時～ あいぱーく光 いきいきホール

のそ 他

14時30分～ 講 演

13時～
ボランティア交流集会

表彰式

障がい児・者と一緒にレクリエーションを通

じて交流し、障害に対する理解を深めましょう。 

＊教育支援資金の申込みから審査・貸付決定、

入金までには、1ヶ月程度の時間を要しますの

で、ご検討中の方はお早めにご相談ください。

光市社会福祉協議会

新任職員の紹介
(10月1日付 採用) 

魚谷 耕司

(地域福祉係）

宜しくお願いします。 

上記問合せ先

内 容 担 当

吉 本福祉功労表彰式

山北ボランティア交流集会

村藤要約筆記体験講座

在宅障がい児・者ふれあいの集い

生活福祉資金貸付制度
魚 谷
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