
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

11月28日（火）

12月26日（火）

10月25日（水）

11月29日（水）

法律専門家
植松敏彦氏

相 談 日 予約受付開始日

福祉健康まつり

　10月15日（日）、長泉町福祉会館、ウェルピアながいずみ、在宅福祉総合センターいずみの郷において
「第29回福祉健康まつり」が開催されました。あいにくの雨となりましたが、大勢の方にご来場いただき、
全てのコーナーやイベントで賑わいました。

福祉、健康、介護について理解を深め、地域ぐるみの福祉意識
の高揚、健康づくりの推進、介護保険制度の普及促進を図るこ
とを目的として、年１回福祉健康まつりを開催しています。

K-kids dance teamK-kids dance team

ジュニアトランペット鼓隊ジュニアトランペット鼓隊

オープニングセレモニーくす玉割りオープニングセレモニーくす玉割り フラダンスサークルあひるの会フラダンスサークルあひるの会フラダンスサークルあひるの会フラダンスサークルあひるの会フラダンスサークルあひるの会

絵本の点字に 　
触れあう

リハビリに効果的な
有酸素運動となる
吹き矢

歯は健康の原点　
歯周病チェック

障がい者スポーツ紹介
ボッチャ体験コーナー

「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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今年度も、「参加する福祉と健康づくり」「環境にやさしいおまつり」をテーマに開催し、多くの方にご参加、
ご協力いただきました。

　今回も、町内の各中学校からボランティアとして参加いただき
ました。あいにくの雨天でしたが、中学生ボランティアの皆さん
の元気と明るい笑顔に支えられ、運営することができました。

第29回   福祉健康まつり

いずみの郷
デイサービス

敬  朗  会

　9月29日（金）いずみの郷デイサービス『敬朗会』を行いました。
朗らかに、ますます元気に過ごしていただきたい思いを込めて、『敬
朗会』としています。北こども園、園児との交流が行われ、笑顔に
満ち溢れた会になりました。本年度は13名の利用者様が節目の年
を迎えられました。90歳の卒寿にあたる利用者様に、ご長寿の秘
訣をインタビューしたところ、「好き嫌いなく何でも食べる事！」
と元気にお答えをいただきました。

ほが

 け い  ろ う  か い

ボランティアの皆さん、
ありがとうございました。

・初めは緊張しましたが、参加したことでボランティアの楽しさに気づくことが出来ました。
・小さな子どもから、お年寄りまでたくさんの方々と交流を深めることができ、嬉しかったです。
・色々な人の笑顔が見れ、ボランティアは、してもらう人だけではなく、させていただく方も楽しいと感じる
ことができました。
・今回のボランティア活動は、お金には変えることのできない貴重な経験で、多くの方と話し、ふれあったこ
とで、年齢も障がいも関係ないのだと思いました。

中学生ボランティアからの声

　長泉町社会福祉協議会では、福祉健康まつりにおいて、地域の福祉
活動に貢献された方への表彰や感謝状の贈呈、寄付等の協力援助をい
ただいた方々へ感謝状の贈呈を行いました。
（21名５団体）（敬称略）

≪社会福祉協議会会長表彰≫
●保護司として10年以上在職し功労顕著な方
　大沼義和

≪社会福祉協議会会長感謝状≫
●民生委員・児童委員として５年以上10年未満在職し、功労顕著で退職された方
佐野榮子、星屋一浩、岩田千丈、奥村亮子、石原英司、難波克江、中村晴信、大嶋優子、岩﨑昌信、
森永多美子、神山節子、中野みち子、林口泰久、河野典生、遠藤恒夫、大田黒敦夫、大庭勝、
世古直史、村松勝美、山田定子

●本会に対してボランティアや多額の寄付により協力援助いただいた方
　長泉ライオンズクラブ、シニアクラブ長泉、報恩同志会、東レ㈱三島工場、㈱共同開発

平成29年度長泉町社会福祉協議会表彰

福祉会館・スタンプラリーゴール スタンプラリー いずみの郷・癒しのカフェ

「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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　給食作りボランティアを始めた動機は、以前、町の
保健委員（現健康推進委員）をしていた頃、いずみの
郷管理栄養士より、「いずみの郷デイサービスはボラ
ンティアで成り立っている。」と聞き、いずれ私たち
も年を重ね、デイサービスなどでお世話になるかも、
という思いがあり、ほんの少しでもお手伝いが出来る
のならと参加しました。長年専業主婦をしていたので、
お料理作りには少しは慣れていると自負していました
が、知らないことが多く、色々と勉強させていただい
ています。最初は12 ～13名で参加していましたが、

徐々に会員が減ってしまい現在は２名で活動していま
す。月に１回～２回のボランティアですが、給食作り
を楽しんでいます。これからも、皆さまのお役に立て
るよう、続けていきたいです。また、お仲間も募集
しています。お気軽にお声がけ下さい。おまちして
います。

問合せ：長泉町社会福祉協議会　☎988－3920（担当：尾崎）

愛護の会愛護の会団体名：

相澤清子、青木マリ子、池田満代、石渡のり子、市川京子、市川敏子、井出さよ子、
井出徹夫、井出勝、岩崎和子、宇佐美ツヤ子、遠藤まつゑ、遠藤美樹、遠藤八重子、
大島里桜、大島りつき、大島遼生、岡本晴美、金刺照子、神山美智子、川瀬悦子、
佐々木耕治、佐々木泰代、佐藤愛海、佐藤ゆり子、島正雄、シャル竹クラブ、
杉山昌子、スマイルクラブ、大和ハウス工業㈱沼津支店、高橋節子、田代光子、
玉西千代子、富樫友子、長泉町武術太極拳連盟、永倉精麦㈱、中島恵子、
中野みち子、野澤恵美子、林口知枝、古屋ます江、北越東洋ファイバー㈱、
松澤照男、三島タイ子、水口きみ江、宮下勝、目黒和子、物井節子、山田てる子、
山本照子、吉村八重子、米原敏子、渡辺治代、渡辺千鶴子、㈱扇谷商店
その他匿名　23 名（敬称略）

○物品寄付（プルタブ、牛乳パック、清拭布、古切手、野菜、フードドライブ他）

○寄付金、寄贈品
㈱シエロホーム  鈴木茂登子（敬称略）

　ご厚志に深く感謝申し上げます。
　（平成29年9月1日～平成29年9月30日）

やさしい心ありがとう ♥♥♥♥♥♥

長泉町ボランティア連絡会　団体紹介

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」

「ない」「ない」……表現してみましょう。意味によって手話表現が違います。

両手を軽く広げて
回転する

左手のひらを下に向け、
右親指を軸にして４指を
左右に振る。

顔の前で手を
左右に振る

親指と人差し指を閉じた
右手をのどに充て、
前に向かってぱっと開く

「行く」
＋「ない」

★携帯がない！（無い）〰〰 ★家にいない！（不在）〰〰 ★私ではない！（違う）〰〰 ★行きたくない！（否定）〰〰

と　き：11月24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（秘密厳守）
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）

傾聴（お話相手）サロン

『ふらっとサロン』
ご案内

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

追い風はときどき前から吹いてくる。
存在を否定され、それでも地域生活をしていこうとする
勇敢な呼吸器ユーザーたち。
この作品には、存在理由を獲得していく彼らの姿がたく
ましく映っている。

と　き：平成29年12月９日（土）　
　　　　開場13：00　上映13：30
ところ：長泉町文化センターベルフォーレ　ホール
入場料：無料
主　催：長泉町障害者連合会
問合せ：事務局　神尾さん
　　　　電話／FAX 055-986-8546（19：00以降）

と　き：12月５日（火）、１月５日（金）
　　　　10：00 ～ 12：00
　　　　１回あたりの相談時間は30分以内、事前申し

込みが必要です
ところ：長泉町役場北館１階相談室
相談料：無料
対　象：一定の資力基準を満たしている方
　　　　（詳細は社会福祉協議会にお問い合わせください）

例　単身者の場合
　　手取月収の基準額　18万2000円以下

（家賃等の支払がある場合には4万1000円
まで加算できます）

申込・問合せ：長泉町社会福祉協議会
　　　　　　　☎987－7680（相談専用）

男性のみなさん！　
　美味い　
　　を打ってみませんか？

男性のみなさん！　
　美味い　
　　を打ってみませんか？

『手打ちそば』

弁護士に相談
　　　してみませんか？
弁護士に相談
　　　してみませんか？

「風は生きよという」「風は生きよという」
上映会 のお知らせ（字幕付き）

月１回、障がい者スポーツ教室を開催しています。
活動実績等の詳細は、Facebook『長泉スポーツクラ
ブ』をご確認ください。
参加希望者は、ご連絡ください。
ボランティアスタッフも募集しています。

今後の日程　11月5日（日）、12月2日（土）の
　　　　　　10：00～12：00
ところ　勤労者体育センター
申込・問合せ　松永さん
　　　☎090-3928-6569
　　　メール　tomonori036566@gmail.com

　明日の空は、弁護人等から相談を受け、福祉支援が必
要な被疑者・被告人の釈放後の生活全般を支援する活動
を行っています。

「司法福祉と生活保護」
～人はパンのみにて生くるものに非ず～

●基調講演　「健康で文化的な最低限度の生活」
　　　　　　　　漫画家　柏木　ハルコ　氏

●パネルディスカッション　「静岡における司法福祉と生活保護」

と　き：12月16日（土）10：00～16：00（受付９：30～）
ところ：プラサヴェルデ　コンベンションホールＢ
参加費：500円（資料代）　
定　員：200名（先着順、要申込　申込締切11月30日）
主　催：NPO法人静岡司法福祉ネット明日の空
申込・問合せ：主催者へ氏名・住所・連絡先をお伝えください
　　Eメール　sfnet-ashita.sora@basil.ocn.ne.jp
　　FAX 055-943-5602 / 電話 055-943-5601

『長泉スポーツクラブ』ご案内『長泉スポーツクラブ』ご案内

今後の日程

ところ
申込・問合せ

―無料法律相談会のお知らせ―

　町役場において法テラス（国が
つくった機関）の弁護士が無料法
律相談会をおこないます。借金、
消費者被害、離婚、などの法的
トラブルについて何でもお気軽に
ご相談ください。

と　き：12月17日（日）　９：30～13：00
ところ：在宅福祉総合センターいずみの郷　レストラン
対　象：町内在住・在勤で料理を通じて地域での活動や
　　　　ボランティア活動に興味がある男性
定　員：20名（定員なり次第締め切り）
参加費：300円
申込み：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

例

NPO 法人静岡司法福祉ネット明日の空 主催
シ ン ポ ジ ウ ム

NPO 法人静岡司法福祉ネット明日の空 主催
シ ン ポ ジ ウ ム

歳末たすけあい運動の一環として、長泉町仏教会が托鉢
を行います。
お近くを通りましたらご協力お願いします。
問合せ：長泉町社会福祉協議会　☎988－3920

長泉町仏教会托鉢のお知らせ長泉町仏教会托鉢のお知らせ
12月8日（金）　8時30分～ 11時頃

発行部数16,600部　印刷　大和印刷㈱

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。
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