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長泉町社会福祉協議会
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基 本
理 念

 「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。

　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

毎週月～金曜日
8：15～17：00

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

ボランティア担当 988-3920

福祉総合相談
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

福祉総合相談担当

987-7680

生活困窮相談
（自立相談支援事業）

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

酒害相談 毎週月～金曜日
9：00～16：00

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

暮らしの相談『法律』

相談日 予約受付開始日
暮らしの中の法律に関するお困りごと
秘密厳守します。

法律専門家
植松敏彦氏

6月26日（火） 5月23日（水）

7月24日（火） 6月27日（水）

　４月19日（木）の仲良会は「アニロ・グランデ」による音楽演奏が行われ、ギターやオカリナの演
奏を聴きながら優雅なひとときを過ごされました。今年度より２会場での同時開催となりま
したが、傾聴ボランティア「ふらっと」にご協力いただき、参加された皆様の歓談する姿がみら
れました。

仲良会 社会福祉協議会事業紹介

町内在住の概ね65歳以上の
ひとり暮らしの方を対象に、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。



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

長泉町障がい者支援施設マップ
相談支援事業所

障がい児・者や家族などからのさまざまな
相談に対応しており、障がい福祉サービス
等利用計画の作成などを行っています。

相談支援事業所とは

住み慣れた地域で、末永く安心して暮らしていけるよう、今後も分類別に町内の福祉施設を紹介していきます。

1 サポートセンター
なかせ長泉分室

2 相談支援事業所
ゆううん

3 相談支援事業所
まえむきガーデン

住所：中土狩828（長泉町役場福祉保険課内）
☎ 090-6477-5680

住所：下長窪1122-2（悠雲寮内）
☎ 055-941-6015

住所：元長窪字松本664-4
☎ 055-980-5975

月曜日～金曜日の午前９時から午後４時まで
相談員 ： 山下（月・水・木）松下（火・金）

月曜日～金曜日の午前９時から午後４時まで

月曜日～金曜日の午前９時から午後５時まで

　長泉町役場福祉保険課内にある相談支援
事業所です。病気や障がいを持ちながらも“自
分らしく”地域生活が出来るよう一緒に考えて
いきます。一人で抱え込まず気軽にご相談下さ
い。役場に来所する際は、一度連絡いただける
と嬉しいです。

　“困ったことはありませんか？”
　「生活上のお困りごと」を少しでも解消できる
ように、相談員がお手伝いいたします。具体的に
は、電話・訪問・来所等での相談をお伺いし、相談
内容に応じて福祉サービス等を活用できるよう
に調整いたします。“話をしたい”“話を聞いて欲
しい”という方も大丈夫です！障がいのある方に
関することであればどんなことでも気軽にご連
絡ください。

　障がいをお持ちの方が、地域で自立した生活
を送ることができるよう、利用者と共に考え、
サポートさせていただきます。

相談時間

相談時間

相談時間



 社会福祉協議会は民間の福祉団体として誰もが住みやすい福祉のまちづくりをすすめています。

○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）
相澤清子、青木マリ子、井出勝、上杉奨悟、宇佐美ツヤ子、内田みどり、遠藤まつゑ、遠藤美樹、遠藤八重子、大内キミ、
大川由紀子、大島りつき、大島遼生、小笠原マサエ、金刺照子、神谷愛子、川瀬悦子、河村智子、
木村紀子、小谷部正子、佐々木耕治、佐々木泰代、佐藤愛海、シニアクラブ杉原むつみの会、島正雄、菅沼照子、髙野キヨ、
高橋節子、髙橋たけ江、田代光子、谷本峻崇、玉西千代子、土屋雅子、長泉町武術太極拳連盟、
中野みち子、難波克江、花房由美子、原区、水口きみ江、目黒和子、山田さと子、山光ビル、山本照子、
横山彌太郎、米原敏子、渡辺千鶴子、㈱扇谷商店　その他匿名２０名（敬称略）

○寄付金、寄贈品　深澤電工株式会社　代表取締役　深澤好正　（敬称略）その他匿名１名（敬称略）

【お詫び】深澤好正様には平成３０年３月３０日に寄付をいただきました。掲載が遅くなり、申し訳ございませんでした。
            ご厚志に深く感謝申し上げます。（平成３０年４月１日～平成３０年４月３0 日）

やさしい心ありがとう

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」

すみません
「すみません」はお礼の言葉なので〈ありがとう〉で
表現する
左手のひらの上で右手の親指と人差し指でつまむようにし
て両手を手前に弧を描いて引く。勝った関取が賞金をもら
うときに切る手刀を表す。右手を左手甲に軽く当て、拝む
ようにする。

「すみません」は謝りの言葉なので「ごめんなさい」
「謝る」などの意味があります。
右手の親指と人差し指で眉間をつまみ、右手で
拝むようにする。

「遅刻してすみません」
     　　  →〈過ぎる〉＋〈すみません〉例文１

「おみやげをいただいてすみません」
                 →〈お土産〉＋〈ありがとう〉例文2

問合せ：長泉町社会福祉協議会
☎ 988-3920（担当：尾崎）

　「点訳サークルきつつき」は、平成元年に発足しました。ちょうど 30 年
目というわけです。社会福祉協議会の講習会で沼津の先輩ボランティアの
人たちに「あいうえお」から教えてもらいました。なぜ「あいうえお」か…。
点字のきまりは「あいうえお」が基本になっていて、小さなマスの中に 6
つの点できまりに沿って打っていくことで 50 音、小さい「っ」、数字、ア
ルファベット、何でも表すことができます。私たちが見ると「点」しか見
えていないので、まるで暗号のようです。私たちが目で見る「点」は、目
の不自由な方は指で触って読むのです。全ての文字は点字に変換されて
指先で内容を理解するための大切なコミュニケーションツールなのです。
　今までに頼まれたものは、目で読むもの全てと言っていいほど指で読
む点字にしてきました。本、取り扱い説明書、契約書、番組表、カレンダー、
時刻表、役場からの通知、会合のお知らせや総会の資料、料理のレシピ
などなど。点字は奥が深く、勉強と覚えることに終わりはありませんが、
目の不自由な人に「これは違う」「この表し方のほうがいいよ」とか、逆
に教えてもらうこともあります。今ではパソコン入力、点訳ソフト、点字
プリンターを使うことで労力の点ではかなり早く出来るようになりました。
福祉会館の 2 階に点訳ブースがあり、機器が揃っていますので、関心、
興味のある方はのぞいてみてください。

長泉町ボランティア連絡会　団体紹介長泉町ボランティア連絡会　団体紹介
点訳サークルきつつき
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 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 ㈱三島印刷

傾聴（お話相手）サロン
『ふらっとサロン』

ご案内

問合せ：長泉身体障害者福祉会 (会長) 杉山高司 ☎ 986－6464 　福祉会館売店 ☎ 986－7453

次の様なサークルを定期的に開いています。 是非、ご一緒しましょう。気軽にお出かけ下さい。
心からご歓迎いたします。

★★ ★ ★

★ ★

他にも、楽しい行事があります。連絡お待ちしています。

障害者手帳を手にしたあなた
になりませんか長泉町身体障害者福祉会の会員

リハビリ
体操 手芸 春と秋の

研修旅行
吹き矢
フライング
ディスク

グランド
ゴルフ絵手紙

防災訓練
生活防犯
教室
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※写真はイメージです。

長泉町社会福祉協議会では、町内にお住まいの65
歳以上のひとり暮らしの方に福祉電話の設置事業を
実施しております。本体またはペンダントの非常ボタ
ンを押すと、予め登録してある消防指令センターに
通知され救急車が駆けつけます。なお、ご利用には
費用がかかります。ご相談、ご申請はお住まいの担
当地区民生委員または長泉町社会福祉協議会まで
☎ 988－3920（福祉会館）　   担当：齋藤・渡邉麻由

と      き ……6月22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）

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、プロのさばき方を習います。

と　   き　　７月22 日（日） 9：30～13：30　　　　　　　 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　　魚のさばきと料理に挑戦
定　  員　   ２０名（定員になり次第締め切り）　　　　　　　参 加 費　   ３００円
申し込み　  福祉会館内社協窓口へ参加費を添えて　　　　 問 合 せ　  長泉町社会福祉協議会　☎988-3920（担当：尾崎） 

～魚のさばきに挑戦～男の料理教室 参加者大募集

福祉電話


