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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

9月25日（火） 8月29日（水）

10月23日（火） 9月26日（水）

　7月22日（日）に社会福祉協議会主催で「男の料理教室～魚のさばきに挑戦～」を開催しました。皆さん、
真剣に魚のさばき方を学びました。参加者からは「少しコツがつかめたので家で挑戦したい」「皆さんと
楽しくできて良かった」と声をいただきました。今後、男性の輪が広がり、地域でのボランティア活動
に繋がることを期待します。

　男性参加者の交流の場、また、
地域でのサロンやボランティア活
動への参加のきっかけ作り、さら
には男性ボランティアの人材発掘
の場として開催しています。

男の料理教室社会福祉協議会事業紹介



 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」 平成30年7月豪雨災害支援　派遣職員報告

夏休み子ども手話教室○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、相澤多加恵、青木マリ子、赤羽カヨ子、池田けい子、岩崎和子、岩澤清二、岩田千𠀋、内田みどり、遠藤まつゑ、遠藤美樹、遠藤八
重子、大内キミ、大島りつき、大島遼生、小笠原マサエ、加藤将江、金刺照子、川瀬悦子、河村智子、基村信雄、桐澤和子、佐々木耕治、佐々木泰
代、佐藤愛海、佐藤峯子、椎田ます江、島正雄、清水、杉原むつみの会、関三津夫、髙野キヨ、高橋節子、谷津グリーンクラブ、谷本峻崇、長泉町
武術太極拳連盟、ながいずみホーム、長泉を美しくする会 小野繁美、林口知枝、冨士乳業㈱、松下寿美子、三浦尚子、三島走友会、水口きみ
江、本橋裕美、山田桂二郎、山光ビル、山本曻、横山公子、吉澤みさ子、吉田好美、吉村八重子、若林美穂子    その他匿名　２０名（敬称略）
○寄付金、寄贈品
納米里区地域づくり活動委員会　小坂進　
三島走友会（敬称略）

やさしい心ありがとう

○平成３０年７月豪雨災害に対する寄贈
長泉町指定給水工事店協同組合様より、土嚢袋とミネラルウォーターを寄贈いた
だき、被災地広島県呉市に送らせていただきました。

ご厚志に深く感謝申し上げます。（平成３０年７月１日～平成３０年７月３１日）

平成30年9月1日 （2）平成30年 9月1日（3）

長泉町ボランティア連絡会　団体紹介

　7 月 29 日（日）から 7 月 31 日（火）ま
での 3 日間、手話の学習を通じて聴覚障がい
者との交流と理解を深めることを目的に、小学
1 年生から中学 3 年生までを対象として、初
級クラスと中級クラスに分かれて開催しました。
子ども達からは、「手話はとても楽しかったし、
耳の聞こえない人のためにもっと上手になりた
い」という感想がありました。皆、元気で笑い
が絶えない 3 日間になりました。

　静岡県と静岡市は全国知事会の決定を受けて広島県呉市の支援を行っており、社
協は災害ボランティアセンターの運営支援等にあたっています。
　私は、7 月１７日から７月２１日まで長泉町社協からの派遣職員として、他市社協
職員とともに主に安浦地区のボランティアセンター運営に従事しました。
　呉市災害ボランティアセンターの資機材は、静岡県社協と県ボランティア協会の先
遣隊により届けられ、住宅に流れ込んだ土砂の撤去作業に充てられていました。呉市
ボランティアセンター運営の特徴は、社協だけでなく、JC や連合、行政機関、自治
会長との連携協働によって行われていることです。安浦地区ボランティアセンターで
は、自治会の役員さんなどが現場まで軽トラックで資機材を運び、ボランティアの受付
でも熱心に案内をしてくれていました。他地域から駆けつけたボランティアは土地勘が
なく、地元の方の誘導がなければ活動場所までたどり着けません。日頃からの自治会
やご近所づきあいの大切さ、いざという時の助け合いの大切さを実感しました。
　被災地の皆様にはお見舞い申し上げますとともに、一日も早く元の生活に戻られま
すようお祈り申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　 長泉町社協　石川康治

　谷津区ではグリーンクラブを中心に毎月一回、「みんなで楽しむサロ
ン活動」を行っております。6 月度は、谷津区児童館に於いて、民生児
童委員で結成活動されている「クローバーズ」をお招きして、「サロン
で楽しむギター演奏会」を開催しました。バンドの方々の演奏に合わせ、
皆さんで大きな声を出して合唱しました。普段、大きな声を出して歌う
機会は少ないので、最初は皆さん照れていたようですが、曲が進むにつ
れて段々と歌声が大きくなり、皆さん楽しそうでした。大きな声で歌うこ
とは、健康にも、介護予防・認知症予防に良いと言われております。歌っ
た曲は「四季の歌」「月の砂漠」「高校三年生」「ふるさと」「学生時代」
等、みんなが知っている懐メロが中心ですが、リーダーの方が進行の中
で曲を紹介して頂くお話が面白く、楽しい時間を過ごしました。最後は
アンコールの「青い山脈」をみんなで元気に歌いました。カラオケとは
違った楽しさがあり、今回の「合唱」は、久しぶりの体験で、大変有意
義な楽しい時間であったと思います。　　　   谷津区　区長　谷口嘉英

谷津区「サロンで楽しむギター演奏会」小地域福祉活動 活動報告

問合せ：長泉町社会福祉協議会　☎ 988-3920（担当：尾崎）

　「長泉町手話サークル　ふくろうの会」は 2009 年 3 月に
創立され、今年は 10 年目になります。「手話の学習を通して
聴覚障がいに対する理解を深め、聴覚障がいのある人たちと
共に社会参加と平等と目指す」という目標に向けて、長泉町「身
体障害者福祉会」ろうあ部と共に活動しています。 特に今年は、
静岡県で手話言語条例が成立し、「手話は言語」という事実が
条例として明確に宣言された記念すべき年でもあります。今
後は、公共の施設や場所、学校などで手話を目にする機会も
増えることでしょう。 条例の話をしましたが、サークルに堅
苦しい雰囲気はなく、手話を通じてろう者の方達とのコミュ
ニケーションを大切にし、楽しく活動しています。もちろん、
手話初心者も大歓迎です。毎週火曜夜 7:30 から福祉会館で
活動していますので、まずは見学にぜひお越しください。

長泉町手話サークル
ふくろうの会

７月の豪雨災害により、西日本を中心に甚大な被害が出
ました。「大雨洪水警報が流れている。」
避難指示！！避難勧告！！とアナウンスが出ていますが、
大雨の音によって聞こえにくいとの声がありました。で
も難しい言葉なのでピンとこない…逃げるべきなのか？
迷っている。

①大雨

③危ない

②川

④逃げる

音声もストレートな表現に変えてみたらわかりやすい
のではないかなあ？

①大雨がひどくなっています 
②川があふれています！！
③大変危ないです！！
④逃げてください！



 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9月1日 （4）

○対　　象　町内在住の65歳以上の方
　　　　　　※入館時に年齢・住所のわかる身分証明書をご提示ください。
○入浴時間10：00～20：30まで　※19：30までに入館ください。

9月１７日（月）敬老の日
福祉会館浴室・大広間無料解放

傾聴（お話相手）サロン『ふらっとサロン』ご案内
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。
●と         き … 9月28日（金）13：30～15：00（毎月第４金曜日）      ●と    こ    ろ … 長泉町福祉会館
●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）      ●参   加  費 … 無料
●問   合  せ … 長泉町社会福祉協議会　☎988-3920（担当：尾崎）  ●申   込  み … 不要 気軽にお立ち寄りください

１０月から赤い羽根共同募金運動が始まります
10/1～12/31まで「じぶんの町を良くするしくみ」をス
ローガンに募金活動を行います。「戸別募金」は、区長連絡協
議会を通じて各世帯へ募金の協力のお願いをさせていただ
いております。また、「法人募金」、「学校募金」など様々な呼
びかけもさせていただいております。どうか今年も共同募
金へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

（街頭募金のお知らせ）
●と　き：10月1日（月）16：00から40分程度
●ところ：長泉町内のショッピングセンター（予定）
●問合せ：長泉町共同募金委員会
　　　　  電話988-3920

※募金は任意の寄附行為ですので
　強制ではありません。

愛ちゃんと希望くん

◯中央共同募金会C

10月21日（日）福祉健康まつり
運営ボランティア・子どもブース

運営団体募集！

と　き …… 9月23日(日祝)
ところ …… ベルフォーレ　ホール
開　場 …… 12：00
開　演 …… 12：30
参加費 …… 無料
　　　　　  どなたでもご参加ください
問合せ …… 長泉きせがわ会　☎988-0264

みんなで「ふるさと」を歌いましょう

活動内容：赤い羽根募金キャンペーンの風船づくりやスタンプ
ラリーの受付、抽選会の受付、各コーナーでのお手伝いなど。
お友達同士など、お誘い合わせの上ぜひご応募ください。
活 動 時 間 ： 8：00集合　8：30～14：00
事前打合せ ： １０月２０日（土）14：00～15：00 
                  福祉会館にて
申 込 期 日 ： １０月５日（金）
申込み・問合せ：長泉町社会福祉協議会
☎988-3920（担当：渡邉（麻））

①運営ボランティア

活動内容：スタンプラリーポイントブースの運営
参加条件：主に長泉町内で活動する少年団等でおまつりの趣旨
に賛同し、自主的に準備・片づけ・運営できる団体とする。

（※多少の保護者等の応援可）
活 動 時 間 ： ９：00～１４：00
事 前 準 備 ： 10月20日（土）13：00～17：00
活 動 場 所 ： 福祉会館施設内
申 込 期 日 ： ９月１４日（金）
そ   の   他 ： ブースの運営に必要となる備品は相談に応じます。
申込み・問合せ：福祉健康まつり実行委員会
☎988-3920（担当：前田）

②子どもブース運営団体

～ギター、ピアノ、歌、ヴァイオリン、フルート、
マンドロンチェロ、オカリナの演奏会～

いずみの街コンサート


