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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

 「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

7月24日（火） 6月27日（水）

8月28日（火） 7月25日（水）

　社会福祉協議会では、「誰もが安心して生活できる地域での居場所づくり」を目指し、各自治会
単位で住民同士の支え合い、助け合い活動、住民による共助の仕組みづくりを推進しています。

小地域福祉活動

原地区

南一色地区

谷津地区

元長窪地区



 「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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長泉町社会福祉協議会活動収支・事業報告平成
29年度

●相談部門
　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ました。
　平成 29 年度の活動事例として、関係機関と連携しながら 3 人の方の療育手帳（知的障がい）
取得支援に関わり、必要な福祉的支援を得ることで、自立した地域生活を送るためのお手伝いをさ
せていただきました。

　　　　　　長泉町地域福祉活動計画を基本とした事業計画に基づき「ささえあうみんなが笑顔にな
れるまち」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29年度の活動収支・内容についてご紹介します。

※円グラフ内の割合の合計は小数点以下四捨五入により100％となりません。

法人本部拠点区分
110,200,886円

（33.3％）

介護サービス事業拠点区分
127,480,267円

（38.5％）

在宅福祉
総合センター
拠点区分
43,849,691円

（13.2％）

老人福祉センター
拠点区分
49,481,281円

（14.9％）

《安心して生活していくために》
●認知症対応型通所介護
　認知症のある方を対象に、個々の特性に配慮した日常生
活上の支援や機能訓練など、利用者様に合わせた柔軟な
サービスを提供しています。
　また、ご家族との連携により、認知症の進行を遅らせる

「認知症予防ケア」にも力を入れ、多くの利用者様が生き生
きと末永く在宅生活を送れるよう努めています。

事業の一部をご紹介します

収入の状況科目別 支出の状況拠点区分別

395,464,783円収入合計 331,012,125円支出合計

介護保険事業収入
104,492,998円

（26％）

老人福祉事業収入
50,677,180円

（13％）

積立資産取崩収入
28,700,000円（7％）

前期末支払資金残高
63,302,646円

（16％）

会費収入
3,766,500円

（1％）

寄附金収入
2,194,431円（1％）

障害福祉サービス等
事業収入
29,017,445円

（7％）

経常経費補助金収入
56,912,882円

（14％）

受託金収入
52,277,660円

（13％） 貸付事業収入
89,000円

（0％）

基金積立資産
取崩収入
0円（0％）

負担金収入
317,830円

（0％）

受取利息配当金収入
207,674円（0％）

事業収入
2,809,250円

（1％）

その他の収入
678,112円（0％）



 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。

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」
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右手の指先を自分に向け、前から近づける
左手先を手前に向け、右手のひらで押し返す

頭を下げて右手で拝むように右指先を
前に向け、左手の平で受け止めて手前に
押し返す

（いつでもOK。
受けるよ）

「表情」はポイントです。やってみてくださいね。

（本当は無理だけれ
どまぁ…いいや。）

断らない 断れない

「断らない」と「断れない」との
違いは分かりますか？

依頼を「断る」 依頼を「断られる」

  5/30（水）長泉町ボランティア連絡会総会終了後、各種ボランティア団体との交流を深めお互いの活動
をより理解することを目的に、災害時等におけるボランティア活動団体による研修会を行いました。赤十
字奉仕団による炊き出し訓練、災害ボランティアネットワーク長泉による防災ＤＶＤの視聴、簡単に作れ
る防災グッズの作成などを行い、改めて防災の大切さを学びながら交流を図りました。

ボランティア連絡会 交流研修会

問合せ：長泉町社会福祉協議会 ☎ 988-3920（担当：尾崎）

  私たち琴照会（大正琴）は、発足してから
30 年を越えました。また、ボランティア活
動の開始は 20 年余りを数えます。会員も
年を重ねてきましたが、皆様とお会いし、
楽しい時間を過ごし、演奏を喜んでいただ
けると嬉しくなります。また、来年は「琴
照会大正琴のつどい」が 28 回目を迎えま
す。30 回を目指して会員一同、体に気をつ
けて、頑張っていきたいと思います。そし
てボランティア活動の演奏会もできる限り
続けていきたいです。
　皆様と一緒に歌い、談話を楽しみながら
一日を有意義に過ごすこと、さらには、大
正琴の演奏曲に合わせて歌って下さり、大
変喜んでいただき、次回はどのような曲を
演奏しようかと考えることが、今の私たち
の励みになります。

 代表　山田てる子

長泉町ボランティア連絡会　団体紹介
長泉琴照会（福祉芸能ボランティア）



 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

○物品寄付（プルタブ、牛乳パック、清拭布、古切手、野菜、他）
青木マリ子、青野孝廣、石渡のり子、井出さよ子、岩崎和子、宇佐美ツヤ子、内田通、内田みどり、遠藤まつゑ、遠藤美樹、
遠藤八重子、大嶋りつき、大嶋遼生、小笠原、数野静子、加藤ハツエ、加藤房子、金刺照子、神谷みち子、川瀬悦子、桐澤和子、
小山當代、古屋ます江、佐々木耕治、佐々木泰代、佐藤愛海、島正雄、関戸松江、髙野キヨ、髙橋たけ江、田代光子、谷本峻崇、
富樫友子、長泉町武術太極拳連盟、永倉精麦㈱、名倉富美子、花房由美子、平山文子、深澤満子、ふくろうの会、冨士乳業㈱、
渕上啓介、松澤照男、水口きみ江、宮川征一、村山礼子、山田しのぶ、山光ビル、山本照子、山本余四雄、米原敏子、
渡邉多喜子、渡辺千鶴子、渡邉眞央　その他匿名１９名（敬称略）

○寄付金、寄贈品　小山當代、今井啓（敬称略）  ご厚志に深く感謝申し上げます。（平成３０年５月１日～平成３０年５月３１日）

やさしい心ありがとう
詳細は8/1号に掲載します。ご協力お願い致します。

８月  1日（水）～
８月３１日（金）

期間
フードドライブを行います
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●と      き …… 7月27日（金）13：30～15：00
                   　（毎月第４金曜日）
●と  こ   ろ …… 長泉町福祉会館
●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２５日（土）雨天決行
●と  こ   ろ …… よみうりランド
                      （東京都稲城市矢野口４０１５―１）
●集合場所 …… 長泉町福祉会館
●時      間 …… ８時００分出発、１８時００分頃帰着予定
●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、母子会に入会すること 
                     が条件となります。
●定     員 …… ４０人（先着順）

●申込期限 …… ８月６日（月）
●申込方法 …… 母子会の方は地区の担当者へ、
母子会以外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。
※申込期限日以降の参加費用の払い戻しは
　できませんのでご注意ください。
問合せ：長泉町社会福祉協議会　☎９８８－３９２０

●年会費として別途１世帯１０００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。

長泉町母子寡婦福祉会非会員の方

（１人）
大人 ……………… ３，０００円
中高生 ……………  ２，０００円
３歳～小学生 ………１，４００円 

●費     用 …… 入園料の一部を負担いただきます。

●と      き … 7月28日（土）～7月31日（火）の
                   ４日間 午前10時～12時まで
●と  こ ろ … 長泉町福祉会館

●問 合 せ … 長泉町社会福祉協議会 ☎988-3920

●対　  象 … 町内小・中学生

●参 加 費 … 無料
●定　  員 … 20名

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

母子・父子家庭の方へ

夏の休日
親子ででかけませんか？

夏休み
子ども手話教室
参加者募集

楽しく手話を
学んでみませんか


