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　10月１日から全国一斉に赤い羽根共同募金が始まります。
　今年は、赤い羽根と萩市のマスコットキャラクター「萩にゃん。」
がコラボしたオリジナル限定ピンバッジを作成しました。皆さん
も“赤い羽根萩にゃん。”を胸に共同募金運動に参加してみませんか。
　赤い羽根共同募金は、皆さんのやさしい気持ちを形にして、皆
さんの地域に届けます。どうぞ皆さんの想いを届けてください。
今年もご協力よろしくお願いします。

後列：藤道健二市長（萩市共同募金委員会会長）、萩にゃん。、森田羚真さん　前列：磯部　雛さん、水谷咲希さん　※明倫小学校ボランティア委員会の６年生

赤い羽根萩にゃん。
（原寸大）
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「赤い羽根共同募金ってなんだろう？」
そんな素朴な疑問から始まり、９月10日、萩市

立白水小学校４年生のみんなが赤い羽根共同募金
について学習しました。誰もが名前は知っている
「赤い羽根共同募金」。だけど、どんな役割なのか、
何に使われているのか、といったことまで知って
いる人は少ないかもしれません。授業では、萩に
ゃん。も登場し、赤い羽根共同募金についてみん
なで考え、発表しました。
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赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金をを考考えるえる赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金をを考考えるえる赤い羽根共同募金を考える
白水小での福祉教育を通して



訪問看護ステーション陽向様は、平成29年７月
から募金百貨店プロジェクトに参加され、訪問看
護サービス１回につき10円を、赤い羽根共同募金
を通じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮
らせるための活動に寄付することにされていまし
た。１年が過ぎ９月20日に、寄付金贈呈式が行わ
れました。

代表取締役の阿武知弘様から、78,400円が萩市共
同募金委員会の藤道健二会長に贈呈されました。

訪問看護ステーション陽向様は、プロジェクト
の主旨に賛同され、今後もこのプロジェクトを続
けられます。

企業による地域貢献活動の新しいカタチ。赤い
羽根共同募金と連携することで、可能性が広がっ
ていきます。

募金百貨店プロジェクトは、“寄付付き商品・
企画”を販売する企業・団体等を募集するプロジ
ェクトです。山口県共同募金会が平成24年から全
国で初めて実施し、６年目を迎えて参加企業は
111社となりプロジェクトによる寄付額も３千万
円を超えています。顧客に負担はなく、企業は共
同募金への参加により社会貢献につながり、それ
が地域福祉課題解決に向けた財源となります。

保険会社
自賠責保険をご契約（更新を含む）または生命
保険を新規でご成約いただくと、１件につき
100円を寄付。
商店
対象商品をお買い上げいただくと、１個につき
10円を寄付。
料理店
仕出し弁当をご注文いただくと、１食につき10
円を寄付。
贈答品店
やまぐち産おすすめギフトの売上の１％を寄付。

詳しくは、山口県共同募金会の
ホームページをご覧ください。
HP：http://www.akaihane.net/
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募金百貨店プロジェクトとは？

寄付付き商品例

●福祉施設・団体活動事業 3,506,000円（18.3%）
県内の福祉施設・団体の活動費や車輌のために。

●高齢者福祉事業 1,093,000円（5.7%）
ふれあい・いきいきサロンの支援や高齢者の配食サービ
スなど、生活を支援するために。

●障がい児者福祉事業 1,445,000円（7.6%）
交流事業や大会など、障がいのある人が地域で安心して
生活できるために。

●児童福祉事業 742,000円（3.9%）
健全育成につながる交流事業や大会など、児童が健やか
に成長するために。

●ひとり親家庭支援事業 156,000円（0.8%）
ふれあい交流事業など、母子父子家庭への支援活動に。

●福祉育成・ボランティア事業 4,343,000円（22.7%）
社協だよりや地域福祉推進セミナー、福祉体験学習、ボ
ランティア活動のために。

●歳末たすけあい事業 7,855,000円（41.0%）
歳末に際して福祉を必要とされる世帯や児童・障がい者
施設の年末年始の事業のために。

19,140,000円今年の目標額
【一般募金（赤い羽根共同募金）：11,285,000円／歳末たすけあい募金：7,855,000円】

募金のうち８割は萩市内の福祉活動に使われます。

募金百貨店プロジェクト募金百貨店プロジェクト

参加企業募集中参加企業募集中
募金百貨店プロジェクト募金百貨店プロジェクト

参加企業募集中参加企業募集中
募金百貨店プロジェクト

参加企業募集中
陽向の“訪問看護”で地域を支えるプロジェクト
ひ なた

企業（事業所）が共同募金に寄付すると、寄付金額がすべ
て損金算入されます。
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８月25日、支え合いの地
域づくりをテーマで豊中市

社会福祉協議会�福祉推進室長
の勝部麗子さんを講師として、萩

市地域福祉推進セミナーを開催しました。
勝部さんは、コミュニティソーシャルワーカー

としてゴミ屋敷問題や、8050問題などといった制
度の狭間の問題を抱えている人を、地域住民とい
っしょに社会につなげる支援に取り組んでいます。
目の前に困っている人がいたら、その人と向き合
い、支援をあきらめないという強い信念をもって

「断らない福祉」を展開されています。
講演では、我が事・丸ごとの地域共生社会づく

りのためには、すべての人に居場所と役割を作る
ことが必要であって、引きこもりやサロンに出て
こない人に自分たちが地域で何らかの役割がある
ことの大切さを強調されていました。社協は、ひ
とりぽっちをつくらないという視点で、さみしい

なと思い声を上げられない人たちを見て見ぬふり
するのではなく、さりげなく声をかけ、関係機関
につないで取り組むことが地域共生社会づくりで
あると言われました。

続いて、認知症のひとり暮らしの方を地域で支
えるために、地域住民や民生委員、福祉の専門職
が、力を合わせて取り組んでいる明木地区の実践
報告をしました。今後も、地域や専門職、社協が
協働し取り組んでいきたいものです。

むつみ元気支援隊は、このサービスを充実させ
るため、ささえあい協議体の会議において支援隊
のサービス内容を隊員の担当が報告しています。

その中での問題点や、気になること・困りごと
の発見につないでいきます。また、協議体のメン
バーには保健師、在宅介護支援センターの相談員、
地域包括支援センターの担当者、総合事務所の職
員もいて、サービスの狭間で困っている人がいな
いか、何とかできることがないか相談します。

支援隊のメンバーは、地域の困りごとを自分の
こととして考え、仲間と一緒に解決していく仕組

みを作っていった人たちです。
一人でこのまま生活していくには難しいので、

施設への入所を進める中、支援隊による見守り・
声かけを行いながら、保健師も訪問を行い、健康
チェック、総合事務所では家族との連絡調整が行
われ、会議でお互いに進捗状況を確認し、情報共
有を行って数か月後、入所が決定したケースもあ
ります。それぞれの立場で、できることを行いな
がら、支え合う仕組みの中で、支援ができたケー
スでした。

萩市地域福祉推進セミナー

「ひとりぽっちをつくらない」「ひとりぽっちをつくらない」「ひとりぽっちをつくらない」「ひとりぽっちをつくらない」「ひとりぽっちをつくらない」

協働協働のの地域づくり地域づくり協働協働のの地域づくり地域づくり協働の地域づくり
通所型サービスB

高齢者のサロン季節イベント
訪問型サービスB

ちょっとした困りごとの支援

支援隊・在介・包括・行政・社協での協議
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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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すずめ百まで踊り忘れずに

嘉洋会　福栄支部

ボランティアは自分のためにも

山本　憲二

楽しい仲間（平均年齢72歳）と「いつまでも踊ろ
うよ」を合言葉に発足して36年が経ちます。

私たちの活動は、毎週水曜日の午後８時から10時
に公民館で練習をし、地元の敬老会、特別養護老人
ホームの訪問、サロンなどで披露しています。

着付けやおしろいぬり、振付けまでもが自前で、
年々歳を重ねますが、鏡の前に立つ姿はなかなかの
もの！ これが若返りの秘訣です。

依頼があればどこへでも楽しく出かけますので、
お逢いできる日を楽しみに精進してまいります。

数年前から子どもたちの登下校を見守る活動を行
っています。目的は認知症、うつ病などを予防する
ためです。ボランティア活動をさせてもらっている
ことに感謝しています。

私は現在77歳ですが、100歳まで元気に活動を
続けていくことを目標にしています。できれば、
112、3歳まで続けていきたいです。そのためには、
元気で健康でなければできません。

「病は気から」ということわざを、私の健康の信
念とし、車の運転にも気を付けながら、日々元気に
活動をしています。

人の悪口を言わない、他
人の良いところは褒める、
そして感謝することを忘れ
ず、これからもボランティ
ア活動を続けていきます。

か  じょう かい

「認知症、それがどうした！」「認知症、それがどうした！」といえるまちを目指して

イラスト：認知症サポートキャラバン　ロバ隊長

「認知症」。今では、よく知られる病気になりま
した。原因や症状は様々ですが、「最近、もの忘れ
が増えたなあ」から始まり、病気が進んでくると、
ここがどこで、今日が何月何日なのか、今まで当
たり前にこなしていた家事ができなくなったりす
ることがあります。現在、日本では高齢者人口の
約15パーセントが認知症を患っていると言われて
います。萩市の場合は、約3,000人が認知症だと考
えられます。年をとればとるほど、発症の確率が
高くなる病気のため、85歳の約半数、95歳の約８
割は認知症と推定されています。

これからも高齢化率は上がり続けます。誰もが
認知症になるか、かかわる時代です。私たちは、
そんな時代をどう生きていきますか。

高齢者世帯で、ごみの日が分からなくなったり、
分別ができなくなった世帯に対して、近所の方が
声をかけ、手伝っている事例があります。ほかに
も、地域のサロンやお祭りなど、行事に積極的に
誘い、外出機会をたくさん作るなど、特別なこと
ではなく、高齢者に気を掛けながら、自分にでき
るサポートをしている方々がいます。

一方で、家族や本人は「迷惑をかけたくない」
「知られたくない」と認知症であることを隠しがち
です。今や、認知症というのは決して珍しいこと
ではなく、「地域で見守り、一緒に地域を支えてい
く仲間」として考えられています。認知症だから
といって、何もできなくなるわけではありません。
周りのサポートがあれば、地域の中で役割をもち、
いきいきと過ごせます。

認知症の方やその家族が、「認知症であること」
を自然と地域に語れる環境になったらうれしいで
すね。そのために、認知症について地域で正しく
理解すること、認知症の方が気持ちよく楽しめる
機会や、活躍できる機会を地域の中で増やしてい
くことなど、お互いに努力が必要です。

認知症になっても安心して暮らせるまちを作っ
ていくために、私たち地域住民一人ひとりにでき
ることはたくさんあります。『明日は我が身』、誰
だって未来の予測はつきません。だからこそ、“支
え合う地域”を目指して、今からできることに、
仲間と一緒に取り組んでいきませんか。
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氏　　名 住　　所 備　考 金　額 氏　　名 住　　所 備　考 金　額

吉賀　久 前小畑１区 父／渉 金一封
和木　忠治 見島10区 母／末子 金一封
吉谷　一雅 見島７区 母／悦子 金一封
守田　芳枝 三見石丸 夫／邦男 金一封
廣兼　優 無田ヶ原の１ 母／知津子 金一封
三好淳一郎 浜崎４区の２ 祖母／静子 金一封
三浦　八秀 三見浦５ 父／晋太郎 金一封
村尾　芳久 金谷の２ 父／賢一 金一封
佃　輝樹 見島９区 父／史士 金一封
古谷　博 古萩町の２ 父／清�母／和子 金一封
厚東　肇 前小畑１区 父／弘士 金一封
岩﨑トヨ子 浜崎２区の２ 夫／昭 金一封
堀田　清 三見明石 妻／�子 金一封
松浦　保夫 大井浦中 母／下枝 100,000円
末成　淳子 川島２区の１ 夫／昇 金一封
天満屋光利 無田ヶ原口の１ 父／喜佐男 金一封
鷲頭　秀明 平安古西区の１ 母／初江 金一封
村木　謙一 堀内２区の３ 母／志津江 金一封
山根　伸洋 見島１区 父／和夫 金一封
窪﨑みち子 川島３区の２ 夫／藤本信行 金一封
三村　初枝 無田ヶ原の３ 夫／政雄 金一封
波多野憲昭 大井七重 母／千代子 金一封
岩崎　十六 中津江の１ 妻／政恵 80,000円
荒木　茂樹 北古萩１区の３ 妻／恵子 金一封
浅野　弘基 北古萩１区の１ 母／加代 金一封
中村　光邦 見島６区 母／勝子 金一封
松浦　新助 大井浦中 母／シゲヨ 金一封
森野　仁明 東木間 父／明元 金一封
山根　光夫 西木間 母／緑 金一封
松本　悟 玉江浦１区の２ 父／實 金一封
波多野雅太 倉江の１ 母／カヨ子 金一封
大津　邦昭 見島７区 父／嘉通 金一封
濱野千鶴子 見島８区 父／雅之 金一封
溝部　吉継 中津江の１ 母／艶子 金一封
河村　英紀 玉江浦１区の１ 父／三郎 金一封
中谷　弘美 椿 母／ハルヨ 金一封
園田　辰彦 土原１区の２ 妻／七重 金一封
大嶋　正之 浜崎４区 父／宏史 金一封
澤井由美子 前小畑２区の１ 父／岡�義四郎 金一封
大田　�雄 玉江１区の１ 母／常子 50,000円
金子　稔子 前小畑１区 夫／輝男 金一封
小林　正典 川島１区の１ 母／サダ子 金一封
松浦　次展 大井浦中 父／文輔 金一封
中村　嘉子 雑式町 義妹／田坂幸子 金一封

早川　貴裕 土原３区の１ 祖母／テル子 金一封
藤井　正成 津守町 妻／早苗 金一封

山根　正美 山田 父／俊郎 金一封
横山　靖江 三徳 母／中原邦子 金一封
今地ミキ子 遠谷 夫／和夫 金一封
柴田　良次 長谷 父／重次 金一封
伊藤芙美子 白上 夫／和正 金一封

波田　了一 瀬尻 母／佐登子 金一封
兒玉　冨晴 湊 妻／芑世子 金一封
井関　雅子 土居 父／正視 金一封
大賀トキ子 小川24区 夫／槌熊 金一封
笹倉　義子 戎二 夫／建身 金一封
森下　保徳 戎二 母／美津子 金一封
有田　明博 わらび台 母／節子 金一封
橋本　功 弁天 父／義雄 金一封
村上　敦弘 下本郷 父／芳一 金一封
安達　成子 小川17区 夫／弘 金一封
米田　勇一 小川23区 母／光子 金一封
椿　義憲 小川８区 父／忠雄 金一封

栗田　光博 麻生 母／キクコ 金一封
城一　育雄 羽月 父／百合香 金一封
猪亦　修生 天坪 母／米子 30,000円

齊藤　雅人 岩国市車町 祖母／サメ 金一封
森田　幸子 北谷 母／宮内トモ子 金一封
多尾　拓美 河原丁 母／福田妙子 金一封
中本　節子 小川４区 弟／中村信市 金一封
平野　　勇 松原 妻／美津子 金一封
品川　昭英 堀田 母／セツヨ 金一封　

烏田　英次 成川 父／末弘 金一封
山野　穂高 明木上市 祖母／タケコ 金一封
廣田　頼篤 舞谷 母／ユキヲ 金一封
河村　秀昭 矢代 父／良和 金一封

森田　律子 下莚野 母／アキエ 金一封
田村　規行 畑 姉／央子 金一封
樋口清三郎 船津の１ 母／妙子 100,000円
藤本　一江 紫福市 夫／智 金一封
小瀧　久子 堀越 夫／知通 金一封
中村　映子 東宗 夫／重秋 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。
※平成30年６月１日〜８月31日受付分（敬称略）

む　つ　み

須　　　佐

川　　　上

田　万　川

旭

福　　　栄
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萩山口信用金庫 山口市道場門前 社会福祉へ100,000円

江津 社会福祉へ 8,000円

須佐手をつなぐ育成会 社会福祉へ 金一封
山根　芳枝 水海 見舞返し 金一封
友信　千里 入江 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 須　　　佐

善意銀行は、地域福祉活動推進の貴重な財源となっています。災害ボラン
ティアバスの運行や萩市社会福祉大会は、皆様の寄付を使用しています。
どうかご協力ください。

（香典返し・一般寄付合計　99件　3,812,905円）

お　知　ら　せ

田　万　川

24時間テレビ41募金報告
皆さんのご協力により502,055円集まりました。

ありがとうございました。

歳末たすけあい募金配分申込み
歳末たすけあい募金の配分を次のとおり行います。

●配分対象及び配分予定額（生活保護受給世帯は除く）
（１）生活困窮世帯、準要保護世帯

１世帯　5,000円、１人につき　3,000円
※民生児童委員、教育委員会に照会します。

（２）在宅介護者　5,000円（現在、次の家族を在
宅で６か月以上介護している主たる介護者）
①要介護３、４、５　②身体障害者手帳１、２級
③療育手帳Ａ、Ｂ   ④精神保健福祉手帳１、２級
※被保険者証または手帳の写しを添付。

●申込方法 萩市社会福祉協議会本所・各事務所、萩
市の総合事務所・支所・出張所に備付の
申込書を提出。

●受付期間 11月 １ 日（木）～12月 ５ 日（水）
●交付期間 12月18日（火）～12月25日（火）
●問 合 せ 萩市社会福祉協議会本所・各事務所

災害支援ボランティアバス報告
７月の大雨は、西日本の広範囲にわたって甚大な被

害をもたらしました。この災害で被災された方々の支
援をするため、８月20日に災害支援ボランティアバス
を運行し、25名が広島県安芸郡坂町の小屋浦地区で、
３組に分かれて家屋の中の土砂出しや家財の運び出し
などを行いました。

被災地では、今後も長期に及ぶ支援や取り組みが必
要とされています。被災された皆様が、一日でも早く
元の生活に戻れるよう、祈るばかりでした。

オムツ他２件、シートカバー１件、ベッド１件、書き損じはがき１件、トイレ
ットペーパー１件、布団一式１件などのご寄付をいただきました。

田万川地域ゴルフ大会
実行委員会

萩山口信用金庫様は、今
年、創業100周年を迎え
られ、ゴルフコンペの収
益を寄付されました。

社 協 職 員 を 募 集 し ま す

●受験資格 【正職員】大島保育園：昭和53年４月２
日以降に生まれた方（満40歳以下）で、
保育士資格を取得した方または平成31年
３月に保育士資格を取得見込みの方
※採用後、大島に居住できる方
大井保育園：昭和48年４月２日以降に生
まれた方（満45歳以下）で、保育士資格
を取得した方または平成31年３月に保育
士資格を取得見込みの方
【常勤・パート職員】昭和33年４月２日
以降に生まれた方（満60歳以下）で、保
育士資格を取得した方
※大島保育園の常勤職員は大島に居住できる方

雇用期間は平成31年３月31日まで
※大島保育園のパート職員は船での通勤も可

●募集期間 平成30年10月１日（月）～11月30日（金）
●試験日時 平成30年12月９日（日）午前中
●試験内容 【正職員】作文・面接

【常勤・パート職員】面接
●申込方法 次の提出書類を郵送または持参
●提出書類 ①市販の履歴書（写真添付）

②最終学校卒業（見込）証明書
③保育士証の写し
※郵送　当日消印有効
※持参　月曜日から金曜日までの９時～17時30分

●問 合 せ 〒758―0041　萩市江向356―3
萩市社会福祉協議会総務課
電話0838―22―2289

保　育　園 職種 募集人員 採用予定日

大島保育園 保育士

大井保育園 保育士

常勤職員１人 平成31年1月4日
パート職員１人 平成31年1月4日
正職員１人 平成31年4月1日
正職員２人 平成31年4月1日
パート職員１人 平成31年4月1日

交通遺児払出金の申込み
萩市善意銀行では、交通遺児への積立金があります

ので、払出します。歳末たすけあい募金配分と同様に
お申込みください。
●配分対象及び配分予定額

18歳未満の交通、海難、航空遺児のおられる世帯
１世帯5,000円、１人につき5,000円
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