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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

10月23日（火）   9月26日（水）

11月27日（火） 10月24日（水）

　7 月 22 日（日）に社会福祉協議会と災害ボランティアネットワーク長泉の主催で、災害時支援活動
団体等を対象に開催しました。参加者からは「情報の共有の必要性を感じた。避難所本部への集中が難
しそうだと感じた。多くの人が HUG を経験できると良いと思う。考える良い機会になった。」との感想
をいただきました。今後、地域での避難所運営活動等に繋がることを期待します。

　H
ハ  グ
UG とは、静岡県が図上訓練

の一種として開発した避難所運営
ゲームで、住民が避難所運営を
主体的に考えるためのツールで
あ る。HUG は、H（Hinanjo ＝
避難所）、U（Unei ＝運営）、G

（Game ＝ゲーム）の頭文字を
取ったもので、英語では「抱きし
める、受け入れる」という意味と
なり、避難者をやさしく受け入れ
る避難所のイメージと重ね合わせ
て名づけられている。

避難所運営ゲーム（HUG）体験
ハ　　グ



 「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。

小地域福祉活動報告 ～南一色区～
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　南一色区の活動は、区・区組織による区全体を対象とし
た活動と、趣味を同じくする仲間が集まって楽しむサーク
ル活動があります。前者には、区民体育大会、夏祭り、文
化祭等、また後者には、各種スポーツ競技、カラオケ、各
種舞踊、レコード鑑賞、囲碁、将棋、脳トレーニング運動等々
あります。
　前者はマンネリ化傾向がありますが、昨年夏まつり時に

「柿ノ木沢川の環境を守る会」と共同で実施した手筒花火に
は、会場が溢れんばかりの方が参加され、趣向を凝らせば、
人が集まることを実感しました。後者は、公民館の有効活
用の観点から、区民に開放し、楽しんでいただいています。
“病気でない高齢者は公民館に集まれ” が意図するところで
す。その他、町の指導を得た健康作り活動も実施しています。

受付 受入
訓練

非常食
試食

簡易
トイレ

　８月２６日（日）に実施した長泉町総合防災訓練において、在宅福祉総合センターいず
みの郷では福祉避難所設置運営訓練を実施しました。福祉避難所は、災害があった場合
に指定避難所では避難生活を続けていくことが困難な要配慮者を受け入れるための避難所
で、長泉町では南部地区センターといずみの郷が指定されています。今回の訓練では、福
祉避難所の開設や指定避難所から要配慮者を受け入れる訓練を実施しました。訓練を通じ
て把握した課題を整理し、福祉避難所運営の改善につなげていきます。

長泉町社会福祉協議会総合防災訓練 (福祉避難所訓練 )報告



 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」

○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）
青木マリ子、青野孝廣、赤帽はなまる運送、市川敏子、井出さよ子、井出勝、井上文雄、岩崎和子、宇佐美ツヤ子、内田通、梅原敦子、遠藤まつ
ゑ、遠藤美樹、大島りつき、大島遼生、岡本ふみ江、奥田久美子、貝原太和 他、加藤とよ子、加藤由美子、金指智子、川瀬悦子、小山當代、佐川
ミチ子、佐藤愛海、椎田ます江、島正雄、杉原むつみ会、杉山明子、鈴木智栄、関あや子、髙野キヨ、高橋節子、谷津グリーンクラブ、谷本峻崇、
玉西千代子、富樫友子、中野みち子、長谷川春子、花房由美子、早津知子、原分スマイルクラブ、古屋ます江、保坂恵美子、松本真翔、三浦洋子、
三河緑、水口きみ江、溝口美代子、山口陽子、山光ビル、山本余四雄、横山公子、吉澤みさ子、吉村八重子、米原敏子、喜久知麻子、渡邊多喜子、
渡辺千鶴子、渡邊眞央、渡部とみ、㈱扇谷商店　その他匿名　２２名（敬称略）

○寄付金、寄贈品
㈱シエロホーム、鈴木茂登子、小山當代、
長泉町指定給水工事店協同組合　（敬称略）

○平成３０年大規模自然災害義援金
（平成３０年大阪北部地震、平成３０年７月豪雨災害）
総額 １０４，８２５円

やさしい心ありがとう

ご厚志に深く感謝申し上げます。（平成３０年８月１日～平成３０年８月３１日）

○フードドライブに
ご協力ありがとうございました
 8 月1 日～8 月31 日に福祉会館に寄せ
られた食品は、9 月6 日に、実施主体「フー
ドバンクふじのくに」に送りました。ご協力
ありがとうございました。
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長泉町ボランティア連絡会　団体紹介

問合せ：長泉町社会福祉協議会　☎ 988-3920（担当：尾崎）

　赤十字奉仕団と聞くと、永い歴史を感じますが、長泉町赤
十字奉仕団は意外と若く、平成 12 年 4 月 25 日の発足です。
　昨今、自然災害をはじめ色々な災害に見舞われています。
その様な事態に対応できるように、包装食による炊き出し・
救急法の訓練など取り組んでいます。今年は子ども達からも
興味を持ってもらえるように、防災教室を開催したり、東京
消防庁本所体験見学を実施しました。
 　赤十字奉仕団は、女性の団員ばかりと思われていませんか？　
長泉町の奉仕団は、他の市町からすると珍しいでしょうが、
男性も大いに活躍しています。みなさま、ご一緒に活動しま
せんか。

長泉町赤十字奉仕団

①料金を水増しする ②障がい者雇用水増し
ニュースを覚えておりますか？障がい者雇用の改善につなげるきっかけになればいいですね。

「お金」を表現 「水増し」を表現
頬を舌で膨らませ、左手の
親指と人差し指の上に狭
めた右手の親指と人差し
指をのせる「倍」という意味

⬇  ⬇  
「障がい」を表現
両こぶしの親指
側を合わせ、折る。

「者」を表現
親指と小指を立
てた両手を揺ら
しながら
左右に開く

「雇用」を表現
立てた親指の上を
つまんだ右手二指
を置いて引き寄せる

「水増し」を表現

うその
意味



 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
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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 …10月26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

●と　き
 ・10月6日（土） 9：00～11：00
 ・11月3日（土） 9：00～11：00 ＋12:00～15:00
 ・12月2日（土） 9：00～11：00

●ところ 勤労者体育センター
※活動実績等の詳細は、Facebook

『長泉スポーツクラブ』を御確認下さい。

ボランティアに興味のある方、何かやってみたい方年齢・性別は問いませんあなたのことを
必要とする人がいます。正しいサポート方法を学び、障がい者の外出等の援助をするボラン
ティアを養成します。

※尚、駐車場に限りがありますので、可能な限り乗合せか、公共の交通機関を利用してお越し下さい。

●と　   き : 11月17日（土）９:３０～１３:３０ ※食事介助実技演習として軽食を準備します
●と こ ろ : 在宅福祉総合センターいずみの郷  ●定   員 : ２０名（定員になり次第締め切り）
●受 講 料 : 無　料　　　　　　　　　　　　  ●申込み : 社協窓口又は電話  ☎９８８－３９２０

外出支援サポーター養成講座

赤い羽根共同募金に関するお知らせ

愛ちゃんと希望くん

◯中央共同募金会C

■赤い羽根共同募金運動がはじまりました。 
１０月１日（月）には町内のショッピングセンターで街頭募金運動を実施しました。
各世帯を対象とした「戸別募金」や、法人を対象とした「法人募金」などを行います。

■平成３０年北海道胆振東部地震義援金を募集しています
平成３０年９月６日に発生した北海道胆振東部地震について、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。
●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 … 平成31年3月31日（日）まで受付予定
※この義援金は北海道共同募金会を通じて被災した地域に贈られます。

平成30年7月豪雨災害義援金も受付中です。

『長泉スポーツクラブ』
月１回、障がい者スポーツ教室を

開催しています。

参加希望者は、松永（☎090-3928-6569
または、tomonori036566@gmail.com）まで
連絡下さい。ボランティアスタッフも募集しています。


