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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

8月28日（火） 7月25日（水）

9月25日（火） 8月29日（水）

　シニアクラブ長泉では、福祉会館において、健康マージャン大会を開催いたしました。３２名が参加
し、一部簡略化したルールでの競技となりましたが、和気あいあいとした雰囲気のなか「リーチ」「ツモ」

「ポン」などの調子の良い掛け声や一方で「やられた」「なんでだよー！」など悲痛な声も聞こえてきま
した。町内各公民館では、シニアクラブを中心とした健康マージャンが人気ですが、腕に覚えのある方、
ちょっと興味のある方は、この機会に是非、健康マージャンの輪に参加しませんか？　
※健康マージャンとは「（お酒を）飲まない・（煙草を）吸わない・（お金を）賭けない」の３無いを原則として「仲間づくり・生きがいづくり・
健康づくり」を目指すものでシニアクラブ長泉では介護予防と地域の仲間づくりのツールとして推進しています。

第14回健康マージャン大会開催報告平成30年
6月29日（金）



 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。  「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。

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」

新規採用教職員初任者研修

①戦争に負ける

➡︎ ➡︎ ➡︎

②暑さに負ける ③試合に負ける

軽く指を開いた両手
指先を激しくふれ
合わせる

扇子やうちわで
あおぐようにする

「負ける」は弱い、
苦手の意味で表現

「負ける」・「敗れる」など
の意味を表す。右手のひ
らで鼻先をたたき落と
すようにする

親指を立てた両手を
正面で軽くぶつける

打倒されるさまを表
す。親指をを立てた
両手をぶつけ手前に
倒す

○物品寄付（プルタブ、牛乳パック、清拭布、古切手、野菜他）
　相澤清子、青木マリ子、市川敏子、井出、岩崎和子、岩田千𠀋、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、遠藤
嘉子、大内キミ、大島りつき、大島遼生、カーブス下土狩、片山正枝、加藤房子、加藤美苗、栗原光枝、後藤秀子、坂本つた江、佐々木光正、佐々
木泰代、佐藤愛海、シニアクラブ竹原、篠原則子、島正雄、杉原むつみ会、杉山昌子、薄原上すすきの会、鈴木真雄、スマイルクラブ、第一生命
保険㈱駿河営業オフィス、高田静子、髙野キヨ、高橋節子、谷本峻崇、玉西千代子、長泉町武術太極拳連盟、中野正則、中野みち子、根上哲夫、
早川公子、原久代、渕上啓介、古屋ます江、水口きみ江、宮下勝、山光ビル、山本照子、横山君子、吉澤みさ子、米原敏子、喜久知麻子、渡辺千鶴
子、渡部とみ、㈱扇屋商店、JA なんすん長泉産直市　その他匿名２１名（敬称略）
○寄付金、寄贈品　薄原上すすきの会（敬称略）　　ご厚志に深く感謝申し上げます。（平成３０年６月１日～平成３０年６月３０日）

やさしい心ありがとう

平成30年8月1日 （2）平成30年 8月1日（3）

問合せ：長泉町社会福祉協議会 ☎ 988-3920（担当：尾崎）

　長泉町には「子どもの読書習慣づくり実行委員会」
に登録している団体だけでも、１１の読み聞かせグ
ループがあり、小中学校・幼稚園・保育園・図書館他
で活動しています。
　私たちの会は、平成３年頃、児童館のおはなし会に
子連れで集まった母親たちで始めました。後藤ふみ子
先生、佐々倉祐子先生のご指導のもと、ストーリーテ
リング（昔話などの語り）の勉強会をしながら、小中
学校・学童保育・デイサービスなどで、読み聞かせお
はなし会をしています。絵本の読み聞かせのほか、紙
芝居、ストーリーテリング、手遊び、パネルシアター
などもします。本やおはなしに親しみ、読書習慣を身
につけることは、子どもたちの生きる力を育みます。
そして何よりも子どもたちと楽しい時間を過ごせます。
ぜひおうちで読み聞かせをなさってください。

中村容子

長泉町ボランティア連絡会　団体紹介
長泉子どもの本とおはなしの会

三軒家区＆エンゼル西区　子育てふれあいサロン

① 中土狩教室：「たいよう」   ② 本宿教室：「うみ」「そら」　☎ 055-919-4299

　たんぽぽクラブは、自閉症などで、お
子さんの発達の遅れに不安を感じている
方のための「憩いの場」です。また、子
どもたちが安心して過ごせる大切な「居
場所」です。グループ活動の中で楽しく
人との関わりを学び成長できる「学びの
場」です。音楽療法や生活能力向上のた
めの訓練等を継続的に提供することによ
り、お子さんの自立を促します。まずは、
お気軽にご相談・お問い合わせください。

放課後等デイサービス「たんぽぽクラブ」

　　　　　　　       代表　芹澤 和代　☎ 986-1859

地域の未就園児とその保護者を対象に公民館で活動を
しています。活動は 4 年目に入ります。地域の若いお
母さんたちのボランティアと民生委員の協力のもと、
ママたちの情報交換の場として、ママたちも子どもた
ちと一緒に楽しんでいます。お近くにお住まいの方は
是非お越し下さい。

　いずみの郷デイサービスでは 6 月 28 日、今年度採用さ
れ長泉町内の小中学校に着任した教職員の施設実習が行わ
れました。毎年継続的に行われ今年は 5 名の先生が来所しま
した。
　実習内容は、1 日の実習のため、利用者様との関わりを持
ち、コミュニケーションを中心に取り組んでいただきました。
先生から「この実習を通して一人一人を大切にすることが重
要だと感じました。いずみの郷職員皆様が、利用者様を思い
やる姿を見て、学校でも一人一人の子供を大切にしていこう
と強く感じました」との感想をいただきました。

放課後等デイサービスとは… 学校通学中（幼稚園、大学を除く）の障がいのある児童が、放課後や
夏休み等に利用できる福祉サービスです。

長泉町障がい者支援施設紹介（放課後等デイサービス①）
長泉町内には福祉施設が数多くあります。今回は放課後等デイサービスを紹介します。

社会福祉協議会では気軽に利用
できる地域の子育て支援組織の

拡充に向けて未就園児の子どもや、保護者がふれあう
場づくりを、小地域福祉活動の一環として活動支援、
また運営協力者の発掘や人材育成に取り組んでいます。

小地域福祉活動事業

「負ける」…いろいろな意味にあった表現を覚えましょう

●と      き …… 8月24日（金）13：30～15：00
●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（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

平成30年8月1日 （4）

●と      き …… ９月２３日（日）  雨天決行
●行 き 先 …… 掛川花鳥園
●対 象 者 …… 障がいのある方60名、付添い者、   
                      ボランティア等140名
●参 加 費 …… 大人4,500円、18歳以下2,500円、　　
　　　　　　　　小学生1,000円
●集合時間…… 三島駅南口 7時45分頃集合
●主　　催…… 伊豆するがひまわり号
●問 合 せ …… 長泉町社会福祉協議会
                      ☎988-3920
※9月7日（金）までに参加費を添えて申し込んでください。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

団体専用列車で行く！
掛川『花鳥園』の旅

第
34
回

ひまわり号参加者募集

■ 災害ボランティア活動資機材・飲料水を広島県呉市社会福祉協議会へ ■
７月 13 日、静岡県社会福祉協議会がさつき園敷地内に配備して
いた災害ボランティア活動用の資機材を被災地の広島県呉市に向
けて送りました。また、その際に長泉町をはじめ、町内各団体（長
泉町指定給水工事店組合、社会福祉法人蒼樹会、長泉町社会福祉
協議会）から提供された飲料水や活動資材を積み込みました。

　国内では、６月から７月にかけて大規模な自然災害が発生しており、下記の災害で被災された方々
を支援することを目的に、次のとおり義援金を募集しています。皆様のご支援をお願いいたします。
●７月豪雨災害義援金　　 ●大阪府北部地震義援金　　 ●米原市竜巻災害義援金

大規模自然災害義援金を募集しています

■ 共同募金会義援金 ■
・受付窓口…長泉町福祉会館内　長泉町共同募金委員会（長泉町社会福祉協議会）
・受付時間…平日8：15～17：15  ただし、募金箱は21:00までご利用いただけます。
・期　　間…9月26日（水）まで受付予定
・今回の募集は災害義援金のみです。救援物資・物品は受付できません。
※なお、お振込みをご希望の場合は、義援金により受け入れ口座が異なりますので、
赤い羽根共同募金ホームページ（http://www.akaihane.or.jp）をご確認ください。
問合せ･･･長泉町社会福祉協議会 ☎ 988-3920

愛ちゃんと希望くん

◯中央共同募金会C

●希望商品
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。

●問合せ
長泉町社会福祉協議会 ☎ 988-3920

●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

●募集期間
8月1日（水）～8月３１日（金）
8：15～17：15（土日祝は受付けできません）

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。 

フードドライブにご協力ください

平成30年8月21日（火）に浴室・大広間を無料開放いたします。この機会にぜひご利
用ください。入浴時間10：00〜20：30まで ※19：30までに入館ください。県民の日 福祉会館浴室・大広間無料解放


