
ボランティアをやってみたい！でも、
どんなボランティアがあるの？などボ
ランティアに関すること

暮らしの中の法律に関するお困りごと
秘密厳守します。

飲酒をやめたい、やめさせたいなどの
アルコール問題に関すること

生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉
サービス利用などの日常生活での心配
ごとや不安、福祉に関すること

経済的に困っている、働いた経験が無く
不安等の生活上の問題に関すること

相談窓口案内 社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでぜひご利用ください。

相談項目 相談日・時間 相 談 内 容 相談員 電　話

ボランティア相談

総合福祉相談

生活困窮相談
（自立相談支援事業）

酒害相談

暮らしの相談『法律』

ボランティア担当

福祉総合相談担当

988-3920

987-7680

毎週月～金曜日
8：15～17：00

毎週月～金曜日
9：00～16：00

5月23日（火）
6月27日（火）

4月26日（水）
5月24日（水）

法律専門家
植松敏彦氏

相 談 日 予約受付開始日

※民生委員・児童委員活動については、本紙 4ページに長泉町民児協だよりがありますのでご覧ください。

　4月20日（木）穏やかな春の陽気のなか、伊豆の国市長岡
までのドライブを楽しみながらいちご狩りに行ってきました。
　民生委員・児童委員協議会地域福祉部会の皆様にご協力
いただき、ハウスに実った真っ赤ないちごをたくさん食べました。
「新緑が綺麗だね。」「ミルクがなくても美味しいね。」と、
みなさん季節を感じながら、楽しいひとときを過ごされました。

「い
ちご狩り」

「い
ちご狩り」

「い
ちご狩り」

いずみの
郷

いずみの
郷

いずみの
郷

　デイサ
ービス

　デイサ
ービス

　デイサ
ービス

「福祉ながいずみ」は、毎月発行しています。よろしくお願いいたします。

社会福祉法人

長泉町下土狩967-2　福祉会館内
電話 988-3920　FAX 986-3794
ホームページアドレス
http://www.nagaizumi-shakyo.jp

長泉町社会福祉協議会

ささえあう
　みんなが笑顔に なれるまち

基 本
理 念
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社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
事業計画・予算

平成29年度

「ささえあう　みんなが笑顔に　なれるまち」
◯長泉町社会福祉協議会（以下、長泉町社協）は、5ヶ年計画の地域福祉活動計画に基づいて、地域福祉の推進に
取り組んでいます。
　４月１日から「第6次長泉町地域福祉計画・第5次長泉町地域福祉活動計画」が始まっています。

≪施策の方向≫
　１　誰もが安心して生活できる地域での居場所づくり
　２　地域福祉を担う人づくり
　３　いざというとき連携・協力できる地域づくり
　４　住民・民間・社会福祉協議会・行政との協働

◯長泉町社協は、区、団体、学校、法人各社、関係機関、個人の皆様から会費、寄付、ボランティアといった様々な
ご協力を得ながら、町民の皆様が安心して生活できる地域づくりをめざして、地域福祉、ボランティア活動、長
泉町受託事業、指定管理事業、介護保険事業等の事業展開を行っています。
◯平成29年度の長泉町社協予算は、400,293千円となっています。

地域福祉活動計画 平成29 ▷ 30 ▷ 31 ▷ 32 ▷ 33年度

基本理念

事業区分

関係分野

子 ど も

高 齢 者

障 が い 者

地 域 福 祉

施 設・ 運 営

サービス区分

地域福祉

●

●

●

●

●

・法人運営事業

・地域福祉活動
事業

・福祉総合相談
事業

・共募配分金事業

112,055千円

受託事業

●

・手話通訳者
　派遣事業

・地域活動支援
　センター事業

・心身障害児
　放課後対策事業

28,099千円

指定管理事業

●

・福祉会館管理
事業

・在宅福祉総合
センター事業

84,123千円

介護保険事業
障害福祉サービス

●

●

・居宅介護支援
事業

・指定通所介護
事業

・指定認知症対応型
通所介護事業

・指定訪問介護
　事業
・居宅介護・
重度訪問介護・
同行援護事業

・移動支援事業

160,489千円

自主事業

●

●

・小口資金貸付
事業

・在宅福祉総合
　センター食堂
事業

15,527千円
当初予算合計
400,293千円

「福祉ながいずみ」は、皆さまからいただいた会費で発行しています。

平成29年5月1日 福 祉 （2）



　平成27年度にはじまった生活困窮者自立支援法に基づき、静岡県の委託を受けて自立相談支援事業を行っています。
　相談者の対応だけでなく、相談者を支える関係機関等との連携・協力をしていますが、その１つに「フードバンクふじ
のくに」が行うフードドライブがあります。
　今まで多くの方、地区、企業等からのご協力があり、フードバンクふじのくにを通じて、長泉町だけでなく県内の方を
支えています。
　なお今年度も、１月と８月に実施協力予定です。

今後参加者募集する
　　事業を紹介します。

児童、生徒を対象とした講座・行事

一般の方を対象とした講座・行事

社会福祉協議会が行う平成29年度

●夏休み子ども手話教室

●中学生福祉体験学習
●開催予定日・期間／7月29日（土）～8月1日（火）

●開催予定日・期間／7月25日（火）～8月24日（木）のうち
　　　　　　　　　町内各福祉施設が定めた日程（1日～3日間）

●ひとり暮らし高齢者食事会『仲良会』

●シニア将棋大会

●シニア囲碁大会

●開 催 日／8月を除く毎月1回

●開 催 日／平成30年２月２日（金）

●開 催 日／平成30年２月９日（金）

高齢者を対象とした行事・大会

●福祉健康まつり

●福祉施設視察研修

●男の料理教室

●開催予定日／10月15日（日）

●開催予定日／年1回

●開催予定日／年2回

●外出支援サポーター
　養成講座

●災害ボランティア研修会
●開催予定日／年1回

●開催予定日／3月下旬

シニア将棋大会

男の料理教室

夏休み子ども手話教室

福祉ながいずみに掲載（ただし、次の２つをのぞく）募
集
方
法

※「中学生福祉体験学習」は学校を通じて申込み
※「仲良会」は民生委員へ申込み

事 業 紹 介

　自治会単位での住民同士の支え合い、助け合い活動の推進、住民による共助の
仕組みづくりを推進しています。
　現在、町内26区において、主に公民館などを利用したサロン活動などを行っ
ています。気軽に交流ができ、身近に話し合うことで信頼関係が築かれ、助け合
い活動につながるサロン活動にぜひご参加ください。

小地域福祉活動実践者による
レクリエーション研修会

長泉町社会福祉協議会では、地域福祉活動計画の施策方向をふまえ事業に取り組んでいます。
今回、２つの取り組みについて紹介します。

●地域福祉活動事業より
　≪小地域福祉活動の推進を支援します≫（施策の方向１、２）

●福祉総合相談事業より
　≪フードドライブに協力しています≫（施策の方向３）

問合せは社会福祉協議会 ☎988-3920

講座 行事 大会

社会福祉協議会は民間の福祉団体として誰もが住みやすい福祉のまちづくりをすすめています。
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民児協（長泉町民生委員・児童委員協議
会）は、長泉町の民生委員・児童委員、
主任児童委員の組織です。
民生委員・児童委員、主任児童委員は、
厚生労働大臣からその役割を委嘱されて
います。「長泉町民生委員・児童委員協議会広報」

このようなことのお手伝いをしていますこのようなことのお手伝いをしています

平成２９年５月１２日、民生委員制度は創設１００周年を迎えます。
平成２８年１２月の全国一斉改選により、新たに３９名の仲間を民生委員・児童委員として迎えるこ
とができました。制度創設１００周年という節目の年に民生・児童委員となった仲間の活躍を大いに
期待しています。
近年、少子高齢化、核家族化が進む中で一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しています。
民生委員・児童委員がめざすのは「誰もが安全で安心して暮らせる」 地域社会です。
私達は、「常に住民の皆様によりそって」相談・援助を行っています。
お気軽に地域の民生委員にお声掛けしてくださるようお願いします。

長泉町民児協だより

住民の皆さん

一人暮らしが不安

生活に
　困っている

災害時
　どうしよう

　地域との
つながりがない…

子どもの不登校
育児の悩みなど

介護サービス
を受けたい

どうしていいかわからないときは
民生委員・児童委員へ案内・連絡・取次 案内・連絡・取次

民生委員・児童委員は
●新任・再任合わせ民生委員は現在、各地区ごとに町内に８７名います。
●町の行政・福祉・教育機関と連絡を取り合いながら、住民のみなさんが各機関の適切な支援を
受けられるようお手伝いをしています。
●小学校区（北小・長小・南小）ごとに１人いる主任児童委員と連携して、子どもたちを見守っています。
●活動で知り得た情報は守りますので、安心してご相談ください。

役場

幼・保
小・中学校

社会福祉
協議会

社会福祉協議会は地域のさまざまな社会資源とのネットワークと多くの人びととの協働を通じて地域の最前線で活動しています。
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　4月7日（金）、町内の小学校で入学式が行われました。社会福祉協
議会では、新入学児童の交通安全を祈念して今年も黄色い帽子を寄贈
いたしました。
　新入学児童の皆さん、入学おめでとうございます。
安全に気をつけて楽しい小学校
生活を送ってください。

黄色い帽子  寄贈黄色い帽子  寄贈黄色い帽子  寄贈

○物品寄付（プルタブ、牛乳パック、清拭布、古切手、野菜他）

○寄付金、寄贈品
㈱シエロホーム代表取締役　鈴木茂登子、深澤電工㈱代表取締役　深澤好正、エンゼル西区自治会、

長泉ライオンズクラブ（敬称略）

　ご厚志に深く感謝申し上げます。

　（平成29年3月1日～平成29年3月31日）

やさしい心ありがとう ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥♥♥♥♥♥

手話単語を覚えよう49

S.O、相澤清子、青木マリ子、青野孝広、五十嵐光子、石井明良、市野喜代子、井出さよ子、岩田千丈、上野直美、

宇佐美ツヤ子、遠藤重子、遠藤八重子、扇屋、大島りつき、大島遼生、小笠原マサエ、岡田利章、奥田敏明、押山昌弘、

神山昌ニ、川瀬悦子、喜久知麻子、後藤秀子、小山當代、佐藤愛海、島正雄、杉本晶子、スマイルクラブ、関文子、

髙橋節子、田代光子、谷本峻崇、長泉町武術太極拳連盟、中島恵子、早川公子、ふるやますえ、真野由梨果、三澤航次、

水口きみ江、三ツ石好孝、水口冨貴子、目黒和子、望月昭二、森永多美子、山田定子、大和ハウス工業㈱沼津支店、

山本余四雄、米原敏子、若林、渡邉眞央、その他匿名 16 名（敬称略）

ろう者とコミュニケーションしませんか？
協力：身体障害者福祉会「ろうあ部」

「仕事」にまつわる表現を覚えてみましょう。

「仕事」

手のひらを上に向け、向かい合わせた
両手指先を繰り返し突き合わせる

「転勤する」

親指を立てたまま前後に往復させる 右手２指を手首を返すようにして
右へやる

会社などの勤める場所が変わる意味なので「通う」＋「変わる」で表現。

社会福祉協議会は、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしています。

（5） 福 祉 平成29年5月1日



情 報 コ ー ナ ー

と　き：５月26日（金）13：30～ 15：00
ところ：福祉会館
対　象：町内在住のお話を聞いてほしい方
参加費：無料（申込不要）
問合せ：長泉町社会福祉協議会　☎988-3920（担当：尾崎）

今月の傾聴（お話相手）ボランティアによる
『ふらっとサロン』

　10月からの赤い羽根共同募金運動の実施に先立ち、県内で社会福祉を目的に事業を行っている民間の非営利の団体、
グループ、社会福祉施設からの助成事業の申請を受付けます。（介護保険事業を除く）

【申請区分】 Ⅰ 地域福祉活動助成　広域市町域（事業実施年度：平成30年度）
 Ⅱ 福祉施設機器整備助成　（事業実施年度：平成30年度※）
 Ⅲ 地域ふれあい支え合い助成事業　市町域（事業実施年度：平成29年(10月以降)）
 Ⅳ 使途選択募金（事業実施年度：平成30年度）
　　　　　 ※平成29年度に認可施設を創設又は増改築する際に係る機器整備は平成29年度

【受付期間】 上記ⅠⅡは　４/ ３～５/15
 上記Ⅲは　　５/16～６/30
 上記Ⅳは　　５/16～６/15

【詳　　細】 ホームページ「助成を受けたい」の平成29年度助成要綱及び各要領を参照

【問 合 先】 〒420-0856　静岡市葵区駿府町1-70
 （福）静岡県共同募金会（TEL 054-254-5212）
 http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/

共同募金の助成先募集共同募金の助成先募集のご案内

　シニアクラブ長泉ではシニア世代の趣味・学習サー
クルや同窓会活動を応援します。現在、グラウンドゴ
ルフ同好会、長泉音頭＆レクリエーションダンス、健
康美体操、フラダンスサークルなどありますが、新た
につくることもできます。

活動内容：趣味・文化・芸能・健康スポーツ、同窓会、
学習講座など

対　　象：シニアクラブ会員で、かつおおむね５名以
上のグループであること。シニアクラブ長
泉サークル規程に申請、会員募集等の記載
があります。また、各地区シニアクラブを
通じてシニアクラブ長泉に入会していた
だきます。

問 合 せ：シニアクラブ長泉事務局（長泉町社協内）
　　　　　☎988-3920（担当：前田）

　もう一度学びなおしてみたい方、教えてみたい方を
募集します。
　ボランティア講師は、先生や講師等の経験者歓迎です。

教室内容：小学生レベルから大人レベルまでの幅広い
学習体験を通じて仲間づくりと健康増進を
図ります。

と　　き：火曜日（月３回程度、８月はお休み）
　　　　　10時～11時 30分

と こ ろ：福祉会館４階会議室

対　　象：受講生は、シニアクラブ会員
　　　　　ボランティア講師は、シニアクラブ会員で

なくとも可

参 加 費：無　料

そ の 他：教室の体験、見学も可能です。

問 合 せ：シニアクラブ長泉事務局（長泉町社協内）
　　　　　☎988-3920（担当：前田）

学び直し教室
シニアクラブ長泉

受講生・ボランティア講師
募集

シニアクラブに入って
サークルをつくろう！
シニアクラブに入って
サークルをつくろう！
シニアクラブに入って
サークルをつくろう！

社会福祉に関するご相談、ご質問は社会福祉協議会までお気軽にお寄せください。
発行部数16,600部　印刷　大和印刷㈱
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