
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

4月24日（火）

5月22日（火）

3月28日（水）

4月25日（水）

法律専門家
植松敏彦氏

相 談 日 予約受付開始日

　地域の福祉課題は多種多様で、これらの課題を発掘して
いくためには、要援護者等が「助けて」と声を上げること
が重要になります。ご近所福祉、支え合いを築いていくうえ
で、支えの受け手側に対しても理解をし、お互いに自助力
を高めていくことを目的に開催しました。

　3月10日（土）住民流福祉総合研究所長の木原孝久氏をお招きし、今回は支えられる側について、多くを
学びました。会場は終始和やかに行われ、参加者からは「福祉とは、困った人を助けることと思っていたが、
担い手と受け手の共同作業と知り、今後の活動のモチベーションになった。」と感想をいただきました。こ
れからの地域での活動に期待します。

助けられ上手さん
　 になるための講座
助けられ上手さん
　 になるための講座

「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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長泉町ボランティア連絡会　団体紹介

長泉小学校よりシルバーカー寄贈

福祉会館清掃ボランティア「やらんかい」

　平成20年９月に発足しました。
重大な災害の発生時に長泉町社会福
祉協議会と連携・協働し、ボランティ
アの活動を円滑化することを目的と
しています。活動の一つは行政・ボ
ランティア連絡会及び町内外のボラ
ンティア団体との交流を通じての情
報交換とネットワ－クづくり、防災
関連の研修学習を通じてのレベル
アップ、また自然災害発生時には状
況に応じ、ボランティア活動にかけ
つけます（東日本大震災、町外の水
害、雪害等）。平常時の備えでは、

特に減災についての広報活動（福祉
健康まつり、地域防災の日等）をし
ています。また、町内で自然災害が
起きた場合には長泉町社会福祉協議
会と協働で「長泉町災害ボランティ
ア本部」を立ち上げ、運営すること
になっているので、毎年２月に他の
ボランティア団体と共に訓練を実施
し、災害時の対応、取組について進
化させています。ボランティアに
入っていない方でも参加できます。
　一度見に来ませんか。

会長：平井　實

　３月８日に長泉小学校ボラン
ティア委員代表の児童３名が来所
し、いずみの郷デイサービスにて
贈呈式が行われました。
　長泉小学校では、委員会を中心
に全校で毎週火曜日にアルミ缶や
プルタブ・牛乳パックを収集して
います。
　代表の児童から「私達の活動で

普段は捨ててしまう物が形になり
利用者の方々に喜ばれるのがうれ
しいです」との話がありました。
　集まった基金で数年前より毎年、
利用者のためになる機器を寄贈し
ていただいております。今年はシ
ルバーカーを寄贈していただきま
した。ありがとうございました。

　平成２年から30年近くにわ
たり、民生委員OBを中心に活
動された福祉会館清掃ボラン
ティア「やらんかい」が３月を
もって活動を終了しました。ス
リッパ磨き、障子貼り、浴室天

井清掃、座布団カバー交換など
で会館内を綺麗な状態にしてい
ただきました。長期間にわたる
活動に感謝いたします。ありが
とうございました。

　２月22日に、NPO法人日本
ファシリテーション協会フェロー、
鈴木まりこ氏をお招きし開催しま
した。地域福祉活動者や民生委
員、サロンボランティア等を対象
に、話し合いを始める前に準備す
ること、効果的な話し合いの進め
方を学びました。参加者からは

「会議などが円滑に進行すれば、
人間関係も良くなると感じた。」
「多様な価値観と、世代間ギャッ
プも埋めてくれると思った。」と
の感想をいただきました。今後、
地域活動での話し合いの場で活用
いただき、「他人事」が「自分事」
になる地域づくりを期待します。

災害ボランティアネットワーク長泉災害ボランティアネットワーク長泉団体名：

ファシリテーション講座 ～「みんなのやる気を引き出す」
　　　話し合いのための基礎と実践～

問合せ：長泉町社会福祉協議会　
　　　　☎988－3920（担当：尾崎）

長期間にわたりありがとうございました。

「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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小地域福祉活動　活動報告

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」

尾尻サロン尾尻サロン
　平成29年度の活動は、お花見・陶芸・美術館・文化祭出品・紙わ
ざ大賞見学・食事会・絵手紙と毎週のグラウンドゴルフです。文化祭
では、ビーズを使ったブローチを作りました。材料は、100円均一
で揃え素敵な作品ができ、文化祭で話題になりました。美術館は、掛
川の資生堂アートハウスや箱根の岡田美術館に行き、日本画と陶器「仁
清と乾山」浮世絵を堪能してきました。
　健康が気になる人が増え、ウォーキング（花見、紅葉狩り）グラウ
ンドゴルフなどに参加して、楽しく運動をすることを心がけています。
なにより、月または週一回顔を合わせ一緒に行動する、おしゃべりを
することで心が晴れ晴れします。 花房由美子

相澤清子、青木マリ子、石渡のり子、井出さよ子、内田みどり、遠藤まつゑ、遠藤光子、大島りつき、大島遼生、小笠原マサエ、
カーブス下土狩、川瀬悦子、桐澤和子、佐々木耕治、佐々木泰代、佐藤愛海、シニアクラブ長泉、島正雄、シャル竹クラブ、
菅沼照子、杉山昌子、高橋節子、田代光子、谷本峻崇、長泉町武術太極拳連盟、花房由美子、原久代、原分スマイルクラブ、
松下寿美子、水口きみ江、村山礼子、目黒和子、望月昭二、山本照子、吉田好美、米原敏子、渡辺千鶴子、㈱扇谷商店
その他匿名　９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 他）

○寄付金、寄贈品
㈱シエロホーム　鈴木茂登子
福祉会館シニア将棋サークル
小山當代
㈱フジモト　代表取締役　藤元惠亮
故 長倉ふじ江様　御遺族
社会教育委員有志
（敬称略）

　ご厚志に深く感謝申し上げます。
　（平成30年２月1日～平成30年２月28日）

やさしい心ありがとう ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥♥♥♥♥♥

新社会人になると、職場などでよく使う挨拶の「お疲
れ様」「 ご苦労様 」という言葉を使う機会も多くなっ
てきます。しかしその使い方を間違ってはいませんか。

「お疲れ様」と「ご苦労様」の手話は同じですが、使
い分けがあります。どうやって表現するか、ポイント
は目の視線です。

「お疲れ様」
目下から目上に対しては使いますが、丁寧な感じで表現します。
もっと丁寧な表現は、「疲れたんでしょう」という手話を入れる
ことがあります。

「ご苦労様」
目上から目下に対しては使います。

「偉いね。頑張ったね。」
などの目線のニュアンスが含まれています。

㈱フジモト様より、
地域福祉に役立てて
ほしいと寄付金をい
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。

（3） 福 祉 平成30年4月1日



福祉会館

商
工
会

池田柊線（開通区間）

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（お話相手）サロン

『ふらっとサロン』ご案内
と　　き：４月27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）

手話奉仕員養成講座受講生募集

情 報 コ ー ナ ー

　地域に暮らす聴覚障がい者から「生」の手話を学ん
でみませんか？
　手話や聴覚障がいについて学び、手話技術や手話表
現技術を習得しましょう。
　講座は厚生労働省全国統一カリキュラムにより行わ
れ、所定の日数に達した方には修了証を発行します。

と　き：不定期（おおむね1 ヵ月に１回程度）
ところ：いずみの郷３階調理室
内　容：管理栄養士とともに、５人１組のグループでデ

イサービスの利用者約40名分の昼食作りをお
手伝いいただきます。

対　象：関心のある方でご協力いただける方。男性歓迎
いたします。

その他：調理作業前に検便を受けていただきます。
　　　　（自己負担なし）
申込・問合せ：いずみの郷　☎988－6688
　　　　　　　担当　芹澤（管理栄養士）

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）
　　　　　10：00 ～ 11：30
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）

　工事期間中、ご利用の皆様にはご迷惑
やご不便をお掛けいたしましたが、皆様
のご理解・ご協力により、無事に工事を
完了することができました。長期間にわ
たりご協力いただきありがとうございま
した。 工事完了後の駐車場は右図のとお
りです。また、屋外テラスも併設されま
したのでご利用ください。なお、福祉会
館北側の池田柊線の開通により交通規制
がされましたのでご来場の際にはご注意
ください。

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。

と　き：平成30年５月10日（木）から
　　　　平成31年２月21日（木）まで毎週木曜日
　　　　19：00 から21：00 （40講座）（６講義）
ところ：長泉町福祉会館（長泉町下土狩967-2）
定　員：20名（5/1〆切）
対　象：高校生以上の方
受講料：無料
申込・問合せ：
　　　　長泉町社会福祉協議会
　　　　☎ 988－3920　
　　　　℻ 986－3794

平成30年度 ● 在宅福祉総合センターいずみの郷 ●

～一緒に食事作りをしてみませんか～
給食ボランティアの募集

シニアクラブ長泉  学び直し教室
受講生・ボランティア講師　募集

福祉会館周辺整備工事の
完了に伴うご利用案内

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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