
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

7月25日（火）

8月22日（火）

6月28日（水）

7月26日（水）

法律専門家
植松敏彦氏

相 談 日 予約受付開始日

聴覚障がいがある方が、地域で安心して暮らしていくために、
聴覚障がいについてや、聴覚障がいのある方とのコミュニ
ケーションに対する理解を深め、手話を使って日常会話を行
うのに必要な単語・表現技法を学ぶ講座を開催しています。

　5月11日から毎週木曜日19時から福祉会館にて、町内在住・在勤の方を対象に40講座と6講義が来年の
3月まで行われています。これから手話を始めてみたいという初心者の方どなたでも参加いただけます。
　職場、お友達、ご近所などで、聴覚障がいがある方との会話やコミュニケーションを深めたいという方
ぜひご参加ください。

手話奉仕員養成講座始まりました
社会福祉協議会事業紹介

「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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《地域の問題をみんなで発見、解決に向かうために》
　地域の皆さんの困り事や悩みを少しでも解決していく
ため、「外出支援サポーター養成講座」「傾聴ボランティ
ア養成講座」「災害ボランティア研修会」「地域支え合い
マップ作り入門講座」など、ボランティアの充実、住民
サポーターの育成に取り組みました。
　　

《安心して生活していくために》
　困り事や悩みを少しでも解決していくため、各種相談
事業を実施し、必要に応じて関係機関等と連携して対応
しました。
　

《学校や地域と共に、子どもの学びや育ちを支えて
います》
　公民館などで行う子育てサロンの展開や、子どもから
大人まで「福祉」を理解してもらうための啓発活動をし、
福祉教育では、町内の中学校と各福祉施設等と連携し「中
学生福祉体験学習」の開催、また、小学生から中学生を
対象に「夏休み子ども手話教室」を開催しました。
　また、介護保険事業でも中学生福祉体験学習やボラン
ティア活動、実習生の受け入れを積極的に行っています。

●平成28年度苦情件数は０件、要望件数は１件でした。

手話単語を覚えよう
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」

手話表現

補聴器って何？聞こえる？

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

事 業 の 内 容 事業の一部をご紹介します

地域での見守り・支え合い活動の研修
「地域支え合いマップ作り入門講座」

「夏休み子ども手話教室」

「補聴器 [ をかける ]」は、
曲げた右手の人差し指を耳
にかけるようにして表す。

「音が聞こえる？」
右手の人差し指を右耳に近づけて表します。
「耳に入る」も同じ表現を使います。

聞こえない…
手の平を上下にひらひらさせる。

補聴器は、聴覚を正常にする機械ではありませ
ん。そのため、健聴者のように聞こえるように
なることはほとんどありません。全く聞こえな
い人は補聴器をつけていないこともあります。

　耳が聞こえない人は何か手
助けしてほしい時、まず自分
が聞こえないことを伝えま
す。左図の手話のほかに、耳
を指して両手や指で × と表
すこともあります。はっきり
した声で「耳が聞こえません」
と伝える人もいます。聞こえ
ないことがわかったら、その
人にわかる方法で話をしてく
ださい。

補聴器をかければ
聞こえる？
　いいえ。聞こえの
程度も、大きな声で
話せばなんとか聞こ
える、補聴器をつけ
れば聞こえる、補聴
器をつけても全く聞
こえないなど、人に
よって異なります。

「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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やさしい心ありがとう ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥♥♥♥♥♥

○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
石垣恭弘、小山當代、名取きよみ
その他匿名　３名（敬称略）

　ご厚志に深く感謝申し上げます。
　（平成29年5月1日～平成29年5月31日）

青木マリ子、井出さよ子、岩田千丈、遠藤妙子、遠藤まつゑ、遠藤八重子、大内キミ、大島りつき、大島遼生、岡節子、
岡本晴美、数野静子、加藤初恵、加藤房子、川瀬悦子、喜久知麻子、木村妙子、桐澤和子、小谷部正子、小山當代、佐藤愛海、
島正雄、杉山昌子、関あや子、髙橋たけ江、谷本峻崇、玉西千代子、長泉町武術太極拳連盟、長嶋順子、中野正則、中野みち子、
名取きよみ、早津知子、ふくろうの会 浅倉、富士乳業㈱、古屋ます江、水口きみ江、水口冨貴子、三ツ石好孝、三輪裕江、
目黒和子、森永多美子、山口きみ江、山田しのぶ、山本照子、吉田好美、米原敏子、渡辺厚子、渡邊多喜子、渡辺千鶴子、
渡邉眞央、渡辺元子、渡部とみ、㈱扇屋商店
その他匿名 23 名（敬称略）

長泉町社会福祉協議会事業報告
平成
28年度

本会では、長泉町地域福祉活動計画及び平成28年度の事業計画に基づき「幸せを明日へ
つなぐ地域力」の実現に向けて、行政、民生委員・児童委員協議会、福祉施設、福祉団体
並びに関係機関との連携を図りながら町民の皆様と協働して社会福祉事業を推進しまし
た。平成28年度の主な活動内容をご紹介します。

収 入 の 状 況科目別 支 出 の 状 況拠点区分別

公益事業拠点区分
44,196,495円

12.5%

法人本部拠点区分
117,076,290円
33.1%

老人福祉センター
拠点区分
53,574,571円
15.2%

児童厚生施設拠点区分
11,220,827円
3.2%

介護サービス事業
拠点区分

127,417,648円
36.0%

会費収入
3,798,300円

0.91%

寄付金収入
1,299,111円
0.31%

寄付金収入
1,299,111円
0.31%

経常経費
補助金収入
64,172,895円
15.40%

受託金収入
51,650,000円
12.39%

介護保険事業収入
102,384,734円
24.57%

老人福祉事業収入
52,341,990円
12.56%

老人福祉事業収入
52,341,990円
12.56%

積立資産取崩収入
27,000,000円

6.48%

児童福祉事業収入
6,900,000円

1.66%

前期末支払
資金残高
73,918,326円
17.74%

収入合計 416,788,477円 支出合計 353,485,831円

事業収入
2,806,475円
0.67%

負担金収入
364,330円
0.09%

障害福祉サービス等
事業収入

29,285,851円
7.03%

●貸付事業収入 58,843円 0.01%
●受取利息配当金収入 125,683円 0.03%
●その他の収入 681,939円 0.16%

※円グラフ内のパーセンテージの合計が100.00％でないものは、小数点以下四捨五入のまるめの誤差によるものです。

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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情 報 コ ー ナ ー

と　　き：９月10日（日）　雨天決行
行 き 先：新江ノ島水族館
対 象 者：障がいのある方　60名
　　　　　付添い者、ボランティア等　140名
参 加 費：大人　4,500円　18歳以下　2,000円
　　　　　小学生　1,000円
集合時間：三島駅南口7：30頃集合
主　　催：伊豆するがひまわり号
問 合 せ：長泉町社会福祉協議会　
　　　　☎988-3920
※８月31日（木）までに参加費を添えて申し込んでくだ

さい。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

と　き：７月29日（土）～８月１日（火）の4日間
　　　　10：00 ～ 12：00まで
ところ：長泉町福祉会館
対　象：町内小・中学生
定　員：20名
参加費：無料
問合せ：長泉町社会福祉協議会　☎988－3920

期　　間： 8月1日（火）～ 8月31日（木）
　　　　　8：15～17：15
　　　　　（土日祝日は受付けできません）
希望食品：賞味期限が10月末日以降で、未開封かつ、

パッケージが破損していない以下の食品。
　　　　　穀類（米、麺、小麦粉）、保存食品（缶詰、瓶詰）、

インスタント食品、調味料、ふりかけ、のり
等常温で保存がきくもの、飲料（ジュース、
お茶、コーヒー等）。

　　　　　※缶詰や非常食など調理の手間がいらない食
　　　　　　品が不足気味です。
収集場所：福祉会館３階　長泉町社会福祉協議会事務局
実施主体：NPO法人フードバンクふじのくに
問 合 せ：長泉町社会福祉協議会　☎988－3920

と　　　き：7月28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）

と　　き：８月20日（日）　雨天決行
と こ ろ：横浜八景島シーパラダイス
集合場所：福祉会館
時　　間：８：00出発、18：00頃帰着予定
対　　象：町内在住の母子・父子家庭の方で18歳以下

の児童・生徒とその保護者
　　　　　（児童・生徒のみの参加は不可）
　　　　※ただし、長泉町母子寡婦福祉会非会員の方は、

入会することが条件となります。

定　　員：40人（先着順）

申込期限：８月４日（金）
申込方法：長泉町母子寡婦福祉会会員の方は地区の担当

者へ、非会員の方は社会福祉協議会事務局ま
で、参加費を持参の上、申込みお願いします。

問 合 せ：長泉町社会福祉協議会　☎988－3920

第33回友情列車ひまわり号参加者募集

傾聴（お話相手）サロン
『ふらっとサロン』ご案内

フードドライブを行います

楽しく手話を学んでみませんか

夏の休日、親子ででかけませんか？夏の休日、親子ででかけませんか？

費用：入園料の一部を負担いただきます。
　（１人）：大人【16歳以上】 2,000円
　　　　　小人【６歳～15歳】 1,000円
　　　　　幼児【４歳～５歳】 500円
※長泉町母子寡婦福祉会非会員の方は年会費として
　別途１世帯1,000円徴収いたします。
※上記対象者には当日昼食代の一部補助があります。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。

夏休み子ども手話教室参加者募集夏休み子ども手話教室参加者募集

母子・父子家庭の方へ

団体専用列車で行く！

『新江ノ島水族館』の旅

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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