
ひとり暮らし高齢者食事会

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

福祉総合相談

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

6月27日（火）
7月25日（火）

5月24日（水）
6月28日（水）

法律専門家
植松敏彦氏

相 談 日 予約受付開始日

仲良会仲良会仲良会社会福祉協議会事業紹介

ひとり暮らし高齢者食事会

町内在住の概ね65歳以上の方を対象に、外出する機会の提供、
交流の場となるよう、給食ボランティア団体（長泉ボランティア、
民生委員・児童委員協議会）の協力のもと、食事会と30分
程度の催し物を行っています。

　4月27日（木）、仲良会を開催しました。豪華な手作り弁当を楽しんだ後は、毎年恒例の金岡マンドリン
クラブによるマンドリン演奏です。みなさん歌詞カードを見ながら懐かしの歌を一緒に歌いました。 
とっさにマイクを向けられてもきれいな歌声を披露してくれる参加者が多く、朗らかな雰囲気の中、快活な
マンドリンの音色が響いていました。

「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
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長泉町介護施設マップ長泉町介護施設マップ長泉町介護施設マップ

要介護認定を受けた方が最適な介護を受けられるよう
プランを作成する事業所です。
また、介護についての相談にも応じています。

（居宅介護支援
　　事業所編その３）
（居宅介護支援
　　事業所編その３）
（居宅介護支援
　　事業所編その３）

長泉町内には、福祉施設が数多くあります。
今回は、居宅介護支援事業所を紹介します。
長泉町内には、福祉施設が数多くあります。
今回は、居宅介護支援事業所を紹介します。

居宅介護支援事業所とは 御殿場線、下土狩駅にほど近い、さつき園居宅
支援事業所です。
地域に根差した事業所を目指しています。介護で
心配事や介護サービスの利用等について、お気軽
にご相談ください。ケアマネージャー５名（男２・
女３）で、社会福祉士・主任ケアマネの有資格者も
おり、親身になって対応させていただきます。

さつき園
居宅介護支援事業所1

2

下土狩457-2　☎ 989-2121住所

住所

当事業所は、下土狩駅近くにあります。身近で
起こった介護問題など様々な相談を解決してい
ます。
ご家族の介護でお困りの方や、介護が必要に
なった時は是非ご相談下さい。

ご利用者の気持ちに沿った支
援を心掛けております。
訪問介護ステーションを併設
しているため、医療度の高い
方でも安心して自宅で生活を
送れるように、ご本人・ご家
族の意向を尊重しプランの作
成をします。

居宅介護支援事業所
えるなな

3 マ・メゾン花水木長泉　居宅介護支援事業所

下土狩1347-14　☎ 943-7761

納米里55-5 ディアス201住所

4 長泉町在宅福祉総合センター居宅介護支援事業所

☎　943-9666
『ささえあう　みんなが笑顔に
　なれるまち』私達は長泉町
社会福祉協議会の居宅介護支
援事業所の介護支援専門員で
す。認知症になっても、介護
が必要になっても住み慣れた
地域で暮らしていくお手伝い
をさせて下さい。

下土狩971住所
☎　988-6688

その１はNo.214、その２はNo.215に掲載しました

「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。
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　余談ですが、会社の飲み会
などで、ろう者は時々さみしい
思いをします。
　一対一なら口の形で何を言っ
ているのかなんとか分かります。
　しかし、飲み会などでは、口、
口、口。あっちで笑い、こっちで
カンパーイ。何がなんだか分
からない状況、また、大勢の中
でひとりぼっちを感じることは
少なくありません。たまに、
近くの人が気づいて筆談で教え
てくれるということもあります。
手話ができなくても筆談で話し
かけてみてください。

一緒に食べることか
ら

コミュニケーション
を

始めてみませんか？

手話単語を覚えよう50 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」

「昼食」
ご飯を食べる
身振りを
表現する

「一緒に」
指先を前に向けた
両手人差し指を
左右から引き寄せて
つける

「行きましょう」
場所に誘うように
向ける

お昼休みの時間になったら…「昼食を一緒に食べませんか？」
あなたの職場にろう者がいたら、食事にでも誘ってみませんか？

「おいしい♡」
右手で右頬を
軽くたたく

「おいしい♡」
右手で右頬を
軽くたたく

表情を表現することが
ポイント

　春の褒章受章者が発表され、県内唯一、奉仕活動の功労者への緑綬褒章受章団体として、「声のサークル
あけぼの」の皆様が受章されました。今年で35年を迎える活動は、町の広報紙や議会だより、福祉ながいずみ
を朗読し、カセットテープに録音して、現在、町内の視覚障がい者9人へ届けています。また、福祉会館と
町民図書館には、声の広報として音訳された貸出用テープが置かれています。（4ページで紹介しています。）

　活動当初は、機材や設備は整っておらず、大変なこともたくさんありました。それらも仲間と乗り越えて
活動を続けてきました。今後も皆で役に立ちたいと思っています。（竹内）

緑綬褒章受章！ おめでとうございます！緑綬褒章受章！ おめでとうございます！緑綬褒章受章！ おめでとうございます！

喜びの声をいただきました。

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。
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声の広報をご利用ください声の広報をご利用ください

傾聴（お話相手）サロン
『ふらっとサロン』ご案内
傾聴（お話相手）サロン

『ふらっとサロン』ご案内

情 報 コ ー ナ ー

男性の皆さん、料理の腕前UPはもちろん、食を通じ
た男性同士の交流やボランティア活動のきっかけ作
りとして料理教室に参加してみませんか。
今回は、ずんだあんも作ります。

傾聴ボランティア養成講座の修了
者が、お話を聴き、話す場を作りま
した。お茶でも飲みながら、ちょっ
とお話ししませんか。

と　　き：７月16日（日）10：00～ 13：30
と こ ろ：長泉町在宅福祉総合センターいずみの郷
対　　象：町内在住・在勤の男性
内　　容：さばの竜田揚
　　　　　（特製ケチャップ和え、季節の味噌添え・マリネ他）
定　　員：20名（定員なり次第締め切り）
参 加 費：300円
申し込み：福祉会館内社協窓口へ料金を添えて
問 合 せ：長泉町社会福祉協議会
　　　　　☎988-3920（担当：尾崎）

「男の料理教室」「男の料理教室」「男の料理教室」
～食欲をそそる魚料理～

参 加 者 大 募 集

傾聴（お話相手）サロン
『ふらっとサロン』ご案内

と　　き：6月23日（金）13：30～ 15：00
　　　　　（毎月第4金曜日）
と こ ろ：福祉会館
参 加 費：無料
お話し相手：傾聴ボランティアふらっと会員
　　　　　（秘密は厳守いたします）
申し込み：不要。気軽にお立ち寄りください。
問 合 せ：長泉町社会福祉協議会
　　　　　☎988-3920（担当：尾崎）

○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
大沼隆芳（敬称略）

　ご厚志に深く感謝申し上げます。
　（平成29年4月1日～平成29年4月30日）

やさしい心ありがとう ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥♥♥♥♥♥

S.O、相澤清子、石渡のり子、市川京子、市川敏子、井出さよ子、
井出勝、岩崎和子、岩田千丈、氏家恵美子、梅原敦子、遠藤まつゑ、
遠藤八重子、大内キミ、大島りつき、大島遼生、小笠原マサエ、
岡本ふみ江、カーブス下土狩有志一同、加藤将江、金指智子、
川瀬悦子、木村紀子、桐澤和子、佐々木耕治、佐々木泰代、
佐藤愛海、佐野令子、椎田ます江、島正雄、シャル竹クラブ、
鈴木廣子、スマイルクラブ、髙野キヨ、高橋節子、髙橋たけ江、
髙橋裕、田代光子、露木喜代子、富樫友子、長泉町武術太極拳連盟、
早川公子、林口知枝、北越東洋ファイバー㈱、水口きみ江、道下弘之、
宮崎喜美子、望月敦子、山口陽子、山光ビル、山田さと子、山本照子、
㈲車ショップツチヤ、横山公子、ヨセミテ、米原敏子、渡辺千鶴子、
その他匿名19名（敬称略）

長泉町福祉会館の玄関を入って右側に、長泉町社
会福祉協議会事務局があります。
こちらで寄付をしてくれた方のお名前を、やさしい
心ありがとうに掲載しています。名前をのせなくて
よいです、という方は匿名として掲載しています。

長泉町
福祉会館玄関

社会福祉協議会
事務局窓口

物品寄付  寄付金の受付場所について

声の広報をご利用ください
　福祉会館では、視覚障がいのある方、また、視力の弱い方のために「声の広報」
の貸出しを行っています。このテープも、３ページでご紹介した「声のサークル
あけぼの」の皆さんに作成していただいています。
　福祉会館にお寄りの際は、３階エレベーター横にありますので、ぜひご活用
ください。活用される場合は、社会福祉協議会事務局までお声かけください。

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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