
男の料理教室

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

8月22日（火）

9月26日（火）

7月26日（水）

8月23日（水）

法律専門家
植松敏彦氏

相 談 日 予約受付開始日

男性参加者の交流の場、また地域でのサロンやボランティア
活動への参加のきっかけ作り、さらには男性ボランティアの
人材発掘の場として開催しています。

　7月16日(日)に社会福祉協議会主催で「男の料理教室～食欲をそそる魚料理～」を開催しました。皆さん、
和気あいあいと楽しく学んでいました。参加者からは「今まで全く料理をしなかったので大変参考になっ
た」「皆さんと知り合いになれたのも良かった」と声をいただきました。今後、男性の輪が広がり、地域で
のボランティア活動に繋がることを期待します。

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
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　みんなが笑顔に なれるまち

基 本
理 念

平成29年

8月1日号
No.
224



　社会福祉協議会（通称 社協）は、地域福祉の推進を図ることを目的として、会員である地域住民の皆様をはじめ、
社会福祉や保健医療・教育などの関連分野の関係者、さらには、
地域社会を形成する団体や専門機関により構成する団体です。
　また、長泉町社協は社会福祉法に基づく社会福祉法人として活
動を行っており、法人運営にあたっては、組織を構成する団体等
に加え、有識者の参画による運営組織として評議員会、理事会が
設けられています。
　このたび、社会福祉法人の制度改革による評議員・役員の任期
満了に伴い、関係団体等の推薦を受けた方々が、新たに評議員・
役員（理事・監事）に選任されました。

長泉町社会福祉協議会の評議員・役員が改選されました。

【評議員】
　　（定数12名以上15名以内） （敬称略）

　　監事（定数2名以上3名以内） （敬称略）

選任方法　　選出母体からの推薦等を受け、評議員会で選任されます。
　　　　　　※会長、副会長、常務理事は理事の中から理事会において選定されます。
主な役割　　理事　　事業・予算計画の立案及び法人業務の執行管理を行います。
　　　　　　監事　　法人の事業及び会計の監査を行います。

髙橋　敏明
岩崎　敏明
宇津木 正弘
沼上　律子
鈴木　和子
奥村　亮子
川口 美弥子
繁井　哲郎

冨岡　隆義
小松　正治
杉山　弘年
平川　　隆
髙橋　泰裕
利根川 弘三
渡邉　富夫

選出母体氏　　名 選出母体氏　　名

選出母体氏　　名 選出母体氏　　名

区長連絡協議会
民生委員・児童委員協議会
民生委員・児童委員協議会
民生委員・児童委員協議会
福祉関係団体（赤十字奉仕団）

福祉関係団体（手をつなぐ育成会）

福祉関係団体（母子寡婦福祉会）

福祉関係団体（長泉きせがわ会）

福祉関係団体（遺族会）

利用者・家族代表
福祉施設関係（社会福祉法人蒼樹会）

農業関係団体（南駿農業協同組合）

商工関係団体（商工会）

社会奉仕団体（ライオンズクラブ）

社会奉仕団体（ロータリークラブ）

選出母体氏　　名役　職 選出母体氏　　名役　職

永井　　寛
芹澤　和代
勝又　　衛
石田　治夫
原　　孝雄
八田　　稔

会　長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

学識経験者
学識経験者
学識経験者
区長連絡協議会
民生委員・児童委員協議会
福祉関係団体（シニアクラブ）

理　事

理　事

理　事

理　事

常務理事

杉山　高司
寺内　　茂
深澤　好正
杉山　好文
渡邉　知明

福祉関係団体（身体障害者福祉会）

福祉関係団体（ボランティア連絡会）

商工関係団体（沼津法人会長泉支部）

福祉施設関係（社会福祉法人聖家族の園）

学識経験者

下山　健二
山田　　豊

財務管理有識者（税理士）

地域福祉関係者（保護司会）

小澤　秀敏 地域福祉関係者（民生委員・児童委員協議会）

任期　H29.4.1 ～ H33 定時評議員会終結までの約４年

任期　H29.6.15 ～ H31 定時評議員会終結までの約２年

任期　H29.6.15 ～ H31 定時評議員会終結までの約２年

芹澤副会長　永井会長　勝又副会長　渡邉常務

選任方法　　選出母体からの推薦を受け、評議員選任・解任委員会で選任されます。
主な役割　　評議員会が役員の選任をはじめとする法人運営の重要事項を決議します。

【役　員】
　　理事（定数8名以上11名以内） （敬称略）

「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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○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
㈱むらまつハウス村松みどり、㈱シエロホーム鈴木茂登子、生け花未生流島田英子
その他匿名　２名（敬称略）

　ご厚志に深く感謝申し上げます。
　（平成29年6月1日～平成29年6月30日）

やさしい心ありがとう ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥♥♥♥♥♥

青木マリ子、青野孝廣、浅倉光月、市野喜代子、上野直美、宇佐美ツヤ子、遠藤美樹、大内キミ、大島伸子、大島りお、
大島りつき、大島遼生、岡崎莉奈、小笠原マサエ、岡本ふみ江、加賀美津子、片山正枝、川瀬悦子、基村信雄、金刺照子、
栗原光枝、児島久子、佐々木耕治、佐々木泰代、佐藤愛海、椎田ます江、島田英子、島正雄、シャル竹クラブ、諏訪部和子、
高橋節子、髙橋たけ江、高畑道子、田口鈴代、田代光子、谷本峻宗、長泉町武術太極拳連盟、ながいずみホーム、はなまる運送、
濱岡洋、林口知枝、早野冨美子、福岡紗代子、福田竹次郎、間野優子、三島走友会、水口きみ江、目黒和子、山本余四雄、
横山公子、吉田好美、ヨセミテ、米原敏子、若林美穂子、渡辺千鶴子、渡辺悌子
その他匿名　29 名（敬称略）

「デフリンピック」って何？
デフリンピック（Deaflympics）は聴覚障害者、
パラリンピック（Paralympics）は身体障害者対象の競技大会です。
実はデフリンピックのほうが歴史が長くて1924年から開催されて
います。（パラリンピックは戦後からです)
静岡県から御殿場の飛龍高校1年の津田悠太君（水泳）
沼津の高橋渚さん（陸上）が参加されます。
応援よろしくお願いします。

第23回夏季デフリンピック競技大会
（通称：サムスン2017デフリンピック大会）
2017年7月18日（火）開会式 
 ～ 7月30日（日）

「トルコ」

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」

「場所」「どこ？」

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

事業所は●A・●Bとも在宅福祉総合センターいずみの郷です。

●勤務日時：月曜～土曜の間で５日間
　　　　　　8：15～17：15（休憩60分）
　　　　　　勤務日・勤務時間応相談
●時　　給：900円～920円
●資格条件：介護福祉士又は介護職員初任者研修終了者
●内　　容：要介護・要支援・認知症などの利用者の直

接的な生活援助

●勤務日時：土曜日8：00～18：00の間に6時間程度
●時　　給：1,150円～＋諸手当
●資格条件：介護福祉士又は介護職員初任者研修終了者
●内　　容：高齢者の方の身体介護・家事援助
　　　　　　障がい者（児）の方の身体介護・家事援助・

外出支援
●そ の 他：経験豊富なヘルパーが親切丁寧にアドバイ

スをします。初心者の方大歓迎です！

　　　　　 長泉町社会福祉協議会
　　　　　 ☎988－3920（担当　渡邉）

期　　間： 8月1日（火）～ 8月31日（木）
　　　　　8：15～17：15（土日祝は受付けできません）
希望食品：賞味期限が11月以降で、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、ベビーフード、ミ
ルク、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。
※アルコール飲料や栄養剤などは受付けでき
　ません。

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

フードドライブに
ご協力ください

　フードドライブとは、家庭等に眠っている食品を
集めてフードバンクに寄付する食品寄付運動の事で
す。寄付していただいた食品は、行政や社会福祉協
議会、支援団体を通じて食べるものがなくて困って
いる方々にお渡しします。

と　き：９月23日（土）12：30開演
ところ：ベルフォーレ　ホール
対　象：どなたでも
入場料：無料

全員で「ふるさと」を演奏します。歌、または

お好きな楽器でご参加ください。

問合せ：長泉きせがわ会事務局　☎988-0264

長泉きせがわ会主催

『いずみの街コンサート』
クラシックギター、オカリナ、声楽、
ピアノ、クラリネット、尺八による
演奏会です。

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

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。

傾聴（お話相手）サロン
『ふらっとサロン』ご案内

と　　き：8月25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）

募集職種

募集内容

デイサービス職員●A

募集内容

訪問介護員●B

問合せ

デイサービス職員●A 訪問介護員●B
長泉町社会福祉協議会介護職員募集長泉町社会福祉協議会介護職員募集

『いずみの街コンサート』

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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