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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

11月27日（火） 10月24日（水）

12月25日（火） 11月28日（水）

第30回長泉町福祉健康まつり
福祉、健康、介護について理解を深め、地域ぐるみの福祉意識の高揚、健康づくりの推進、介護保険制度の

普及促進を図ることを目的として、年１回開催しています。

　10月 21日（日）、長泉町福祉会館、ウェルピアながいずみ、在宅福祉総合センターいずみの郷にお
いて第 30回福祉健康まつりが開催されました。今年初めて屋外ステージに福祉会館西側テラス広場を
使用しました。「参加する福祉と健康づくり・環境にやさしいおまつり」をテーマに今年度も大勢の方
にご来場いただき、全てのコーナーやイベントで賑わいました。

福祉会館西側テラス広場の様子 有酸素運動となる吹き矢体験 ウェルピアながいずみ歯科コーナー

理学療法士による運動指導 いずみの郷癒しのカフェオープニングセレモニー



 「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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住所：南一色 327-1　関道ビル 101
 　　  ☎ 055 － 989 － 8996

　はぐくむ南一色教室では、戸外遊びを通し他児童
と体をうごかしながら協調性を育み、室内では工作
遊び等を行うことにより空間認知や想像力を育みま
す。楽しみながら個々の学習能力や行動特性に応じ
達成感や自己肯定感を育みます。

　デイサービスで月に１～２回ハンドマッサージのボランティアの活
動をされている渡邉さんを紹介します。「ボランティアに興味があ
り、祖母もいずみの郷デイサービスを利用しているから」と始め
たきっかけを話してくださいました。香りで癒され、アロマで認知
症の予防につなげたいと取り組んでくださり、利用者の皆様も「い
い香りで気持ちいいね」と楽しみにしています。

いずみの郷デイサービス
ボランティア活動紹介

長泉町障がい者支援施設紹介（放課後等デイサービス②）
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。

放課後等デイサービス「はぐくむ」長泉南一色教室」

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。放課後等デイサービスとは

平成30年度長泉町社会福祉協議会表彰
　長泉町社会福祉協議会では、１０月２１日（日）の福祉健康まつりにおいて、地域の福祉活動に貢献さ
れた方への表彰や、寄付等の協力援助いただいた方々へ感謝状の贈呈を行いました。

（９名５団体）（敬称略）

【長泉町社会福祉協議会会長表彰（民生委員・児童委員功労）】
・有泉 彰 様　・今宮 英雄 様　・髙田 純子 様　・原 孝雄 様
【長泉町社会福祉協議会会長表彰（社会福祉施設永年従事者）】
・岡﨑 清美 様　・村串 美代子 様　・渡辺 弘美 様　　　　
【長泉町社会福祉協議会会長表彰（社会福祉協議会役員）】
・下山 健二 様

社会福祉功労者表彰

【長泉町社会福祉協議会会長感謝状（高額金品の寄贈者）】
・株式会社共同開発 様　・シニアクラブ長泉 様　・東レ株式会社三島工場・東レ三島グループ一同 様
・株式会社フジモト 様　  ・藤元 幸江 様　           ・一般社団法人報恩同志会 様

感謝状贈呈



 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。
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長泉町ボランティア連絡会　団体紹介
長泉町手話サークルいずみの会

「彼」左親指を
右人差し指で
指す

受身形なので【マイク】+【聞かれる】で表現
右手指先を手前に向けて引き寄せる

左拳を前に
差し出し、右手の
ひらを耳元から
前に差し出す　

インタビューする
「彼にインタビューする」A 「インタビューされる」B

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）
相澤清子、青木マリ子、赤羽カヨ子、池田けい子、井出さよ子、岩崎和子、岩﨑邦子、上野直美、内田通、遠藤里栄、遠藤まつゑ、遠藤八重子、
大内キミ、大島りつき、大島遼生、小笠原マサエ、岡本ふみ江、金刺照子、川瀬悦子、河村智子、基村信雄、桐澤和子、河野由美子、佐々木光正、
佐藤花子、佐藤愛海、島正雄、下山恭仔、菅沼照子、杉原むつみ会、髙橋節子、髙橋たけ江、田代光子、谷津グリーンクラブ、谷本峻崇、玉西千
代子、長泉町年金者連盟、長泉町武術太極拳連盟、中込賢蔵、長谷川チヨ子、長谷川春子、原区小地域、原分スマイルクラブ、ひまわりクラブ、
間野優子、水口きみ江、宮下勝、山田隆、山本照子、吉田好美、米原敏子、渡辺千鶴子、渡部とみ、㈱扇屋商店  その他匿名 17 名（敬称略）

○寄付金、寄贈品
㈱シエロホーム、鈴木茂登子、金指智子（敬称略）

○平成３０年大規模自然災害義援金（大阪北部地震、７月豪雨災害、北海道胆振東部地震）
総額109，913 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９月１日～平成３０年９月３０日）

問合せ：長泉町社会福祉協議会　☎ 988-3920（担当：尾崎）
夏休み子ども手話教室の様子

　聞こえない・聞こえるという壁を取り除いて、
楽しく会話をすることを目的に活動をしています。
町内にこだわらず、近隣市町の方とも交流を行っ
ています。現在、サークルは不定期に活動をして
います。メンバーが集まった時には、「楽しく！！」
をモットーに、笑いが絶えない時間になっていま
す。手話に興味がある方、将来手話通訳者になり
たい方、手話に興味はないけれど楽しい期間を過
ごしたい方、福祉に興味がある方など、幅広く募
集をしています。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごし
ましょう。

片手でマイクを握るようにする



 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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長泉町仏教会
托鉢のお知らせ

歳末たすけあい運動の
一環として長泉町仏教
会が托鉢を行います。
お近くを通りましたら
ご協力お願いします。

●問合せ：長泉町社会福祉協議会
　　　　　☎︎ 988-3920

12月6日(木)
8時30分～11時頃

男の料理教室「そば打ち」

●と　き：12 月 16 日（日）9：30 ～ 13：00
●ところ：在宅福祉総合センターいずみの郷 レストラン
●対　象：町内在住・在勤で料理を通じて地域での活動や　      
            　ボランティア活動に興味がある男性
●定　員：20 名（定員になり次第締め切り）　　　　　　　　　
●参加費：300 円
●申込み：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

美味い『手打ちそば』を
打ってみませんか。

男性の
みなさん！

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：11月30日（金）13：30～15：00　　
●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：12 月 2 日（日）9：00 ～ 11：00
●場  所：勤労者体育センター

●と　き：１２月８日（土）　開場13：00 上映13：30
●ところ：長泉町文化センターベルフォーレ　ホール
●入場料：無料

●主　催：長泉町障害者連合会
●問合せ：事務局　神尾
　            ☎︎／ＦＡＸ：055-986-8546（19：00以降）

※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。

『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

「イーちゃんの白い杖」（字幕付き）上映会のお知らせ
〈全盲の姉と重度障害の弟。私たちはなぜ生まれてきたのか〉20年間の心の記録。想像を超える絆に
あなたは思わず涙する！互いの顔を見たことがない姉と弟、支える家族。20年目に出した答えとは。
果たして、私たちに何ができるのか。


