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　萩市では、「地域の子どもは地域で育てる」をスローガンに、コミュニティ・スクールを核とし
た地域と連携、協働し地域総がかりで子どもの学びや育ちを支える取り組みが推進されています。
　大島小中学校では、児童生徒が大島の魅力を４つのテーマ（里海班・里山班・伝承班・未来創
造人班）に分かれて発信してきました。
　子どもも地域の一員として地域に貢献し、生まれ育った故郷の大島を愛する心を育んでくれるよ
う願っています。

毎年５月１日～５月３１日は児童福祉月間です
「やさしさに つつまれそだつ やさしいこころ」をキャッチフレーズに地域で子どもを見守りましょう！



　令和２年は、新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため、市民生活に大きな影響が及ぶ中で、新

年度がスタートしました。

　理事会はお二人の新副会長を迎え、体制強化の下、地

理的に広範囲の萩市全地域に目を行き届かせていきた

いと思います。

　職員も新局長以下、新入職員２名も加わり、３課（総

務課・相談支援課・地域福祉課）の新体制で、それぞれ

の地区社協や協議体・サロンなどと共に萩市内全体の

地域福祉推進に取り組んで参ります。

　２年前から取り組んで参りました組織の見える化と

新事業等々への対応から３課体制を組みました。

　市民の皆様にとってもご相談内容とその担当課が身

近なものとなってご利用いただけるものと思います。

　今年度も皆様方からの多くのご支援に支えられ、全

社協の方針に沿い、「地域共生社会の実現」に努力して

いきたいと思います。

大島　昌子

新入職員紹介新入職員紹介

榎谷　隆夫
　社会福祉協議会の活動について
は、まだまだ勉強不足ではあります
が、大島会長の補佐役として、又皆
様のお役に立てる様に、頑張ってま
いりますので宜しくお願い申し上
げます。

小林　正史
　住民に一番近いところで福祉を
担っているのが「萩市社協」です。
　安心して暮らせる地域を一緒に
なって作っていくお手伝いが出来
ればと思います。会長共々、新副会
長二名よろしくお願いいたします。

新入職員紹介

岡　　彩乃
　様々な経験ができるよう、自ら学
ぶ姿勢を忘れずに日々の業務に励
んでいきたいと思います。
　地域の皆様の笑顔のため、精一杯
努めて参りますので、どうぞよろし
くお願い致します。

山本　顕信
萩市在宅介護支援センターふくえ相談支援課

　この春よりお世話になります。
　まだまだ勉強不足ではございま
すが、地域に貢献できるよう頑張り
たいと思っております。
　ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。

新事務局長

副 会 長

副 会 長

前事務局長三村　和之
　このたび兼重前事務局長の後任と
して就任します。微力ながら、地域福
祉の推進のため、地域の皆さんに親
しまれるよう職員一丸となって精一
杯務めます。どうぞご指導ご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

兼重　　徹
　社会福祉は、少子高齢化の変化などに
より、制度も進化してきました。そんな
中、市町村合併や豪雨災害がありました
が、皆様に支えられ、助けていただき、お
陰様でバトンを引き継ぐことができま
した。長い間お世話になりました。

　令和２年は、新型コロナ

拡大防止のため、市民生活に

大島　昌子大

新体制での出発！

会　長　１名
副会長　２名
理　事　９名
監　事　３名

【総　務　課】
  保育所
  介護保険事業所
【相談支援課】
【地域福祉課】

評議員18名

須佐事務所

むつみ事務所

福栄事務所

川上事務所

旭　事務所

本　　　所

田万川事務所

組織図組織図組織図

萩市社会福祉協議会 会長
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収入 支出
介護保険事業
61,667千円

委託・指定
管理事業
46,622千円

次期繰越金
24,640千円

3.43.4％％

24.524.5％％

19.119.1％％16.016.0％％

15.015.0％％

8.98.9％％
6.36.3％％

3.4％

法人運営事業
49,132千円

13.313.3％％

23.123.1％％

15.615.6％％
6.36.3％％

4.74.7％％

16.716.7％％

12.612.6％％

6.66.6％％ 13.3％

地域福祉活動
推進事業
85,618千円

23.1％

相談支援事業
57,964千円

15.6％

大島保育園
23,299千円

大井保育園
17,275千円

6.3％
4.7％

16.7％

12.6％

6.6％

24.5％
経常経費補助金
90,856千円

19.1％

受託金
70,732千円

16.0％
介護保険事業
59,394千円

15.0％
保育事業
55,413千円

会費
7,160千円
1.9％積立資金取崩

23,395千円

8.9％
6.3％

前期繰越金
32,848千円

分担金
120千円
0.1％

貸付事業
8,800千円
2.4％

事業
6,358千円
1.7％

その他
2,654千円
0.7％

寄付金
12,600千円

在宅介護支援センター
4,113千円 1.1％

令和２年度予算

総額 370,330千円

現在、萩市では、高齢化率42.8％となり少子高
齢化、人口減少が急激に進んでいます。特に、旧
町村部においては高齢化率が何れも50％を超え、
国が示す2060年問題はとうに過ぎています。今年
度も、市社協と地域住民や多様な福祉関係者、企
業などが、地域のさまざまな複合化・複雑化した
生活福祉課題に向き合い「福祉のまちづくり」に
取り組みます。

①生活困窮者自立支援事業の推進
②地区社会福祉協議会（地区社協）の設置推進及

び育成支援
③生活支援体制整備事業の推進
④萩市ボランティアセンターの運営

現在、15地区に地区社協が設立され、地域住民の
声に耳を傾け、地域の皆で考え、支え、協力し合う
体制ができ、着実に地域の福祉力の向上やつながり
が強くなってきています。今や、地区社協は地域福
祉推進の基礎組織となり、市社協と両輪となって連
携協働した地域づくりを進めていくために、新たに

「地区社協連絡協議会」を設置します。
また、生活困窮者支援を通じた地域づくりには、

生活困窮者の地域生活を支える視点と、生活困窮
者を支える地域をつくる視点の両方が求められ、
さまざまな分野の社会資源の連携が必要です。

地域貢献や社会参加のニーズは高くなってお
り、ボランティア活動の情報収集、提供、マッチ
ングなどが、ボランティアセンターでは大きな役
割となっています。住民のみならず、企業などと
協働できる関係づくりを推進し、総合的なアプロ
ーチできる支援体制を確立し、福祉活動の担い手
を支援育成します。

訪問介護、訪問入浴介護、居宅介護支援の３つ
のサービスを提供しています。

居宅介護支援事業所は、管理者要件が主任介護
支援専門員となりましたので、４月１日から２つ
の事業所を統廃合し、名称を萩社協居宅介護支援
事業所としました。この事業所は、新しい福栄コ
ミュニティセンターに置きます。

民設民営の大島保育園、公設民営の萩市越ヶ浜
保育園大井分園及び萩市見島保育園の３つの保育
所を経営しています。

入所児童の最善の利益を考慮し、それぞれの保
育所が地域に開かれ、地域の皆様に親しまれる児
童施設になるよう努めてまいります。

令和２年度  事業計画・予算

重 点 目 標

地域共生社会の実現に向けた地域づくり

ボランティア・福祉教育の発信

介護保険サービスを提供

地域に開かれた保育園
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11月11日の「介護の日」にちなみ、介護してい
る人、介護されている人を地域で温かく見守り、
励ましたい、そんな願いから「明るく楽しい介護
川柳」を募集しました。

応募作品を読むと、今や、介護は個々の問題で
あるとともに、地域や社会の問題でもあることを
痛感させられました。皆さんが介護という決して
容易でない暮らしに、しっかり向き合っておられ
ることも切々と伝わってきました。そして、小中
高校生の句とも、たくさんの率直な介護への思い

が詠まれていました。
萩の、日本の次代に信頼と安

心感を覚えました。介護川柳
を募集するということは、と
りもなおさず介護とは何かと、
問い掛けることであり、応募句
は、その解答であるということでも
あります。社会環境としても、一層重要になる介
護問題について、これからもたくさんの川柳を作
句していただくことを期待してやみません。

応募のありましたジュニアの部579人959作品と
高校生・一般の部144人221作品から入賞作品を紹
介します。

明明るくるく楽楽しいしい介護川柳介護川柳明明るくるく楽楽しいしい介護川柳介護川柳明るく楽しい介護川柳
第8回

広げよう愛があふれる介護の輪
萩西中３年　武波　　敬

　介護の輪を広げようと訴えています。
しっかり問題を捕らえて表現も的確で
す。素晴らしい句です。

いままでは守ってもらい次はぼく
越ヶ浜小６年　井町　飛鳥

　ご恩に感謝しつつ次は僕が守っていくよと、はっきり
と言い切ってくれる優しさ、頼もしさが嬉しい句です。

どねえかね添える肩の掌心の掌
北村美由起

　方言での温かい問いかけに身近さを感じさせられます。
ソッと肩に添えられる掌には温かい心が籠っています。

みんなでね老々介護たすけよう
椿西小５年　石津　颯介

　身近で老老介護の大変さを見ているのでしょうか。お
手伝いをしたのかもしれません。みんなで助けようと呼
びかけています。

介護には愛という文字隠れてる
福田　柚理

　黙々と思いやりの心を込めて介護します。そこには深
い愛の基盤があります。それを隠れているという表現が
いいですね。高校生らしい句です。

介護ベッドまだいらないと笑う祖母
萩西中２年　杉原羽衣子

　介護している祖母に、介護ベッドは、まだ要らないと
言われます。その笑顔にほっとする様子が浮かんで来ま
す。ほのぼのとしますね。

老の愚痴聞いてあげるも介護です
阿武　孝昭

　老いて、ままならぬ身を嘆く老人の愚痴を聞いてあげ
ることから、介護は始まるのでしょう。何回も聞かされ
た同じ愚痴であっても…。

愛と鞭葛藤しつつ日々介護
斉藤　充子

　人が人に行う介護、当然、色々な葛藤が生まれます。
心ならずも対応が厳しくなることも…それも愛があれば
こそです。

いつの間にか手をひいている僕の方
萩西中２年　吉田　夏鈴

　手をつないでもらっていたら、成長する僕はいつしか
手を引いてあげていた。介護の始まりは、そういうこと
であるのかもしれません。

介護終え喜ぶ笑顔見て帰る
杉村　勝一

　暮らしにある介護、する人、される人
の愛をさらりと詠んでいます。喜んでも
らえた達成感も。穿ちのある句です。

萩川柳会　会 長　 大場　孔晶
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シリーズ 萩市内で行われているボランティアの活動を
シリーズでお伝えしていきます。
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あなたが主役の居場所♪

オレンジカフェ「タケさん家」

オレンジカフェは、認知症の方やそのご家族、専
門職や地域の方など、誰でも訪れることのできる場
所です。タケさん家は空き家を利用し、たくさんの
ボランティアの力を足しあって運営しています。認
知症について学んだり、悩みを話したり、近況報告
をし合ったり…。思い思いの時間をすごせる場所で
す。お昼には、カレーの匂いで包まれ、みんなでテ
ーブルを囲んで食べます。できる人ができることを
する！みなさまのお力が必要不可欠です！ぜひ、タ
ケさん家へお越しください！お待ちしています♪
日時：毎月第２金曜日　11：00～14：00
場所：タケさん家（江向407-1）

ご近所付き合いが少なくなっている中、また核
家族世帯が急速に増える中、新たな子育ての仕組
みづくりが必要となっています。

地域の皆様の協力により、センターが新たな人
とのつながりと子育てを支援します。

育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員と
なり、センターが活動を仲介・調整します。

① 保育施設開所前後の送迎と預かり
② 児童クラブ終了後の迎えと預かり
③ 習い事への援助
④ 保護者の用事による短時間の預かり
⑤ 福祉施設等への送迎　　　　　　　など

センターでは、会員や一般の子育て世帯を対象
として、講習会と交流会を行っています。

「救命救急講習」
「調理実習」
「クリスマス会」
「親子ヨガ」など

育児の応援を受けたい方、応援をしてくださる
方を募集中！“地域で子育ての輪を広げよう”

“心に響くベルとオカリナ”で

すずらんの会

余暇活動や仲間づくりとして始めたミュージック
ベル。イベントに参加したり、施設の訪問で披露し
ています。また、個人練習のできるオカリナも加え、
参加者の興味、関心もあり合唱や手遊びなど活気も
出てきました。

皆さんの笑顔や応援は、とても励みになっていま
す。また懐かしい再会があったり、演奏後にお話し
ができたり楽しいひと時に充実感もあります。

「すずらんの会」を心待ちにしていたとの言葉に、
私たちは元気をもらっています。

これからも仲間や訪問先の皆さんと共にたくさん
の笑い声を響かせていきたいと思います。

はぎファミリー・サポート・センター

共に支え合い、助け合う地域に 相互援助活動の状況

ファミリー・サポート・センターとは 交流の場の提供

会員募集について

ファミリー・サポート・センター

依頼会員 援助会員

（登録受付・連絡調整）利用
申請

会員
紹介

援助依頼
活動報告

マッチングマッチングマッチング

事前打ち合わせ・活動
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氏　　名 住　　所 備　考 金　額 氏　　名 住　　所 備　考 金　額

匿名 70,000円
吉𠩤　宏茂 御許町の１ 母／延子 金一封
藤田　久江 玉江浦１区の３ 夫／正信 金一封
福田　郁代 玉江浦１区の２ 夫／正司 金一封
田坂　昭弘 江向４区の１ 父／斌 金一封
岡村　正義 椎原の１ 母／ウメヨ 金一封
末益　克彦 米屋町の１ 母／知慧子 金一封
平川　宜伸 笠屋 父／光男 金一封
匿名 三井　明 100,000円
河村　早苗 玉江浦１区の１ 夫／保 金一封
山岡　悦子 笠屋 母／山中　豊子 金一封
竹𠩤加代美 越ヶ浜１区の２ 夫／靖章 金一封
松林　瑛子 江向２区の１ 夫／淳 金一封
櫻井　久枝 堀内２区の３ 夫／正 金一封
松浦　透 大井浦中 母／氿美江 金一封
末永　政彦 河添の１ 母／糸子 金一封
飯田ヨシコ 平安古西区の２ 長男／良秀 金一封
金子　清美 三見浦２ 妻／さとみ 金一封
柳井田英次 三見手水川 祖母／ユリヱ 金一封
岩崎多恵子 鶴江１区の１ 夫／征男 金一封
福場　正 大井馬場上 父／鉄傳 金一封
金子　吉春 三見浦２ 母／晶子 金一封
片岡　兼雄 山田２区 母／ナツ子 金一封
津田　友子 堀内１区の２ 夫／義晴 金一封
上田　忠 唐樋町の３ 母／照子 金一封
本常　恒一 越ヶ浜１区の１ 妻／厚子 金一封
大倉　貴子 美祢市美東町 父／和男 金一封
吉谷　道夫 見島７区 妻／富子 金一封
好川　猛 雑式町 姉／京子 金一封
匿名 49,000円
波多野俊裕 新川南の１ 祖母／八千代 金一封
古谷　嘉国 大井港中 母／ハルエ 金一封
上田　益義 浜崎新町の２区 妻／紗千枝 金一封
寺田　良夫 前小畑２区の１ 父／亀人 金一封
匿名 50,000円
津村　博子 堀内１区の１ 父／和彦 金一封
山田　正人 三見蔵本 母／京子 金一封
田口　美徳 見島10区 父／光男 金一封
河野　文次 三見蔵本 妻／惠美子 金一封
國光チエ子 大島常村 夫／正行 金一封
金谷由紀江 大井浦中 母／喜美 金一封
中野　一枝 越ヶ浜１区の４ 夫／勘治 金一封
河内　明宏 見島３区 父／祐輔 金一封

末國　英章 平安古東区の２ 母／壽子 金一封
小橋　洋子 堀内１区の３ 夫／五郎一 金一封
奥富　勝 三見飯井 母／森田　良子 金一封
濱田　満 沖原 妻／壽江 金一封
有田　道徳 大屋の２ 父／忠義 金一封
吉谷　泰典 見島７区 父／昭典 金一封
三浦　浩文 下関市一の宮町 母／ウメ子 金一封
福田　祐子 堀内１区の３ 夫／勲 金一封
池部　隆一 大島西 父／圭一 金一封
池部　�世 後小畑の３ 夫／勝利 金一封
山下みやこ 山田１区 夫／隆 金一封
尾嵜　榮一 平安古西区の１ 母／貞江 金一封

川戸嘉壽子 立野 夫／光芳 金一封

長嶺　幸代 わらび台 夫／孝寛 金一封
野村　瑞江 小川21区 母／知子 金一封
髙本　操 尾浦 夫／三郎 金一封
村上　幸男 下郷 妻／久枝 金一封
長尾　元 中組 父／實 金一封
山本　由枝 弁天 夫／一正 金一封
齋藤　修治 小川３区 母／春子 金一封
作良サツキ 小川20区 夫／德介 金一封
安田　学 松崎 義母／堀野�江 金一封
山本　幸夫 小川１区 父／博人 金一封
大谷　章史 弁天 父／肇 金一封

伊藤　俶子 広瀬上 夫／文夫 金一封
山中　明 吉部殿川 妻／フミコ 金一封
山根　一正 毛木山 母／トミコ 金一封
中村　時子 広瀬上 夫／豊秋 金一封
山ノ口達也 後井 父／亨 50,000円
伊藤　智典 志和田 父／義典 金一封

伊藤　和弘 中畑 父／一男 金一封
尾木　進 浦西 母／文子 金一封
有田　寿 弥富６区 母／ヤス子 金一封
田中　正彦 川島１区 父／重信 金一封
仁保　栄 弥富７区 母／イキヱ 金一封
山田　幸子 弥富９区 夫／良一 金一封
山本　航 青葉台 父／健 金一封
品川　石和 弥富４区 母／玉枝 金一封
村田　俊之 押谷 母／孝子 金一封
山口　洋司 鹿児島県薩摩川内市 父／豊 金一封

萩

寄付者の承認を得たもののみを掲載しています。
※令和元年12月１日〜令和２年２月29日受付分（敬称略）

む　つ　み

川　　　上

田　万　川

須　　　佐



公益社団法人
24時間チャリテ
ィー委員会より
入浴車を寄贈い
ただきました。
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匿名 一膳寄付 4,216円

岡村　正治 川上山田 交通遺児へ 13,949円

匿名 社会福祉へ200,000円

いっとう会 社会福祉へ 金一封

㈲アイフィット山口 山口市平井 社会福祉へ 10,000円
田村千代子 成川 社会福祉へ 金一封

氏　　名 住　　所 備　考 金　額 氏　　名 住　　所 備　考 金　額
萩

田　万　川

川　　　上

須　　　佐

旭

善意銀行は地域福祉活動推進の貴重な財源に
なっています。どうかご協力ください。

お　知　ら　せ

福栄事務所が移転しました
●移転先 萩市大字福井下３９９９番地６

福栄総合事務所内　TEL 0838-52-0338

萩市手をつなぐ育成会では、地域共生社会の実現を
めざして開催する「芸能の夕」の出演者を募集します。
●月　　日 ７月５日（日）
●場　　所 市民館大ホール
●対　　象 市内近隣で活動する市民活動団体

＊出演時間は１団体10分以内
●申　　込 ４月10日までに、萩市社協本所・各事務

所に申込書を提出

車イス、介護用品、書き損じハガキなどのご寄付をいただ
きました。

「芸能の夕」出演者募集

心配ごと相談所では、地域住民の日常生活上のあら
ゆる相談に応じています。

今年度より、前日（午前中）までの予約制になりま
すので、ご相談のある方は、萩市社会福祉協議会本所、
または各事務所までご連絡をお願いします。
●日　　時 毎週火曜日（本所及び事務所にて）

※場所・時間は、毎月の市報カレンダーに
て掲載

●電　　話 本所 0838-22-2289、または各事務所まで

心配ごと相談所について

ボランティア活動をサポートします！

５月１日から香典返しの葉書の印刷は、寄付された方に
負担していただきますので、ご了承ください。

（香典返し・一般寄付合計　115件　3,750,125円）

吉屋　春夫 島根県鹿足郡吉賀町 父／一之 金一封

金子　功 下横瀬 母／明子 金一封
山根三四子 牛地 夫／富夫 金一封
小池　義秀 見定下切 父／義信 金一封
久保　和子 高津 父／頼雄 金一封

白神　一夫 高坂 妻／紀代子 金一封
石川　英紀 扇町 祖母／雪江 金一封
小國　良子 紫福山田 夫／治光 金一封
岡　良博 畑 妻／豊子 金一封

旭
福　　　栄

ボランティア活動者の皆さんは、もしもの時のために
ぜひご加入ください。

【ボランティア行事用保険】
地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事で、

主催者や参加者のケガ及び主催者の賠償責任（主催者責
任）を補償します。
●補償期間 行事開催期間
●掛　　金 １日１名あたり28円から（最低掛金560円より）

【ボランティア活動保険】
ボランティア活動の事故に対する備えとして、無償で

活動するボランティアの方々のための補償制度です。
●補償期間 加入手続き翌日～令和３年３月31日
●掛　　金 基本プラン １名あたり350円

天災・地震補償プラン　１名あたり500円

【福祉サービス総合補償】
ボランティア団体・グループで行う有償のボランティ

ア活動（住民主体サービス）も対象になります。

【送迎サービス補償】
ボランティアで行う移送・送迎サービス中において、

利用者の傷害事故に対する見舞金制度です。
●問 合 せ 萩市ボランティアセンター

＊詳しくはお問合せください。保険の内容は「ふくし
の保険」のホームページでもご覧いただけます。



三見地区社会福祉協議会三見地区社会福祉協議会三見地区社会福祉協議会

　17地区を７グループに分けて、各グループ
の責任者を中心に地域の困りごとに対応して
います。

　「花いちもんめ」と名付け毎月30～40名が集まって手作りの食事
や季節のレクリエーションを楽しんでいます。
　そのうち２～３回はお出かけもしています。

　三見地区盆踊り大会に、子どもも踊れる
「アンパンマン音頭」をみんなで踊ったり、バ
ルーンアートやヨーヨー釣りのお店を出して
交流を深めています。

　三見地域の福祉に関する記
事を年3回発行しています。

 「花いちもんめ」「おてごの会」
のチラシを毎月発行しています。

誌面は三見のイメージカラーである海の「水色」を使用しています。

　「花いちもんめ」と名付け毎月30～40名が集まって手作りの食事
や季節のレクリエーションを楽しんでいます。
　そのうち２ ３回はお出かけもして ます

会」

　17地区を７グループに分けて、各グループ
の責任者を中心に地域の困りごとに対応して
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通所型サービス 通所型サービス 「花いちもんめ」「花いちもんめ」

三見地区三見地区
社協だよりの発行

「花いちもんめ」「花いちもんめ」
「おてごの会」

訪問型サービス訪問型サービス
「おてごの会」「おてごの会」

三世代交流三世代交流

通所型サービス 「花いちもんめ」

三見地区
社協だよりの発行

「花いちもんめ」
「おてごの会」

訪問型サービス
「おてごの会」

三世代交流

刃物研ぎ垣根剪定

誌面

　三見地域の福祉に関す
事を

す いちもんめ」「おてごのる記  「花
おて「お「おて 会」

する

　三見地区社会福祉協議会は、１６名の理事、監事と３名の顧問や代議員を中心として、平成30年9月1日
に設立しました。地域の実情を把握しながら、住民が主体となって行政や福祉施設などと協力して事業に
取り組んでいます。
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