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 「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

12月25日（火） 11月28日（水）

1月22日（火） 12月26日（水）

　日頃、各地域の公民館などでサロン活動等されている方々を対象に行いました。７種類の資材で７箇所、
チームごとに様々な遊び方を創出し、盛り上がりました。今後、地域での活動に活かしてもらい、参加
しやすく楽しいサロンを展開していただくことに期待します。

≪小地域福祉活動レクリエーション研修会≫
　小地域福祉活動の実践者等を対象に、地域において楽しく、
安全にサロン活動を運営するため、レクリエーションの意義
を習得、長く続けていくための方法、リスクマネジメントも
研修しています。

小地域レクリエーション研修会



 「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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　「住み慣れたこのまちで家族や友人とともに、いつまでも自分らしく暮らしたい」長泉町社会福祉協議会
では、この思いを実現するために、皆さまからいただいた会費を各種事業の活動費として活用させていただ
いております。なお、特別会費一口 1,000 円は年間を通じて、社会福祉協議会窓口で受け付けています。

　その他にも、福祉総合相談事業や福祉教育・福祉啓発活動の推進、
福祉団体への支援等、地域福祉の向上を目指し、事業に取り組んで
おります。

普通会費　11,995 口  　　3,598,500 円
特別会費　　  264 口　     　264,000 円

平成 30 年度　長泉町社会福祉協議会会費集計報告
（平成 30 年 10 月 31 日現在）

会費を活かした事業の紹介

長泉町社会福祉協議会会費への
ご協力をありがとうございました

ファシリテーション講座 男の料理教室 助けられ上手さんになるための講座

福祉体験活動（いずみの郷）

自治会等の小地域を主体とした地域福祉活動を展開するために

 福祉の心を育むために

 平成 30 年度 長泉町社会福祉協議会会費納入一覧表【各区依頼分】平成 30 年 10 月 31 日現在

区　名 合計（円）普通会費（１口300円）
世帯数 口数金額 金額

特別会費（１口1,000円） 区　名 合計（円）普通会費（１口300円）
世帯数 世帯数金額 金額

特別会費（１口1,000円）

227元長窪 068,100 0 68,100

301駿河平 090,300 0 90,300

1,658中土狩 6497,400 6,000 503,400

677下長窪 33203,100 33,000 236,100

48東邦自治会 014,400 0 14,400

82新屋町中 024,600 0 24,600

87屋代住宅 026,100 0 26,100

34東ベ南一色 010,200 0 10,200

132荻　素 039,600 0 39,600

68尾尻住宅 020,400 0 20,400

61惣ヶ原 018,300 0 18,300

177上長窪 053,100 0 53,100

582南一色 0174,600 0 174,600

43東レ自治会 012,900 0 12,900

288池　田 086,400 0 86,400

931上土狩 0279,300 0 279,300

247新屋町下 174,100 1,000 7,5100

4八分平 01,200 0 1,200

1,214納米里 14364,200 14,000 378,200

116新屋町上 334,800 3,000 37,800

71谷　津 421,300 4,000 25,300

66エンゼル 019,800 0 19,800

467鮎　壺 0140,100 0 140,100

78シャリエ東 023,400 0 23,400

325原　分 097,500 0 97,500

113駅　下 033,900 0 33,900

185三軒家 155,500 1,000 56,500

602本　宿 25180,600 25,000 205,600

84駅　上 125,200 1,000 26,200

148原 044,400 0 44,400

1,110竹　原 23333,000 23,000 356,000

146薄原下 043,800 0 43,800

157グランツ 047,100 0 47,100

132シャルマン 039,600 0 39,600

472西 1141,600 1,000 142,600

65高　田　 019,500 0 19,500

96薄原上 228,800 2,000 30,800

63エンゼル西 018,900 0 18,900

11,995合　計 1153,598,500 115,000 3,713,500

63駅　中 118,900 1,000 19,900

320東 096,000 0 96,000

98シャルマン竹原 029,400 0 29,400

59シャリエ南 017,700 0 17,700

98杉　原 029,400 0 29,400



 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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　10月 25日（木）、グランシップにおいて平成 30年度静岡県健康福祉大会が開催されました。長泉
町からは以下の方が表彰されました。おめでとうございます。

平成 30年度福祉のまちづくり絵画コンクール表彰
最優秀賞静岡県知事賞
� 長泉町立南小学校 6年　加藤�万

ま り あ
里愛�さん

静岡県社会福祉協議会会長表彰
� 保護司功労者　　大沼�義和�様

平成 30 年度静岡県健康福祉大会

長泉町障がい者支援施設紹介（放課後等デイサービス③）
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。

　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

　OHANA（オハナ）とは、ハワイ語で“家族”を表します。その家族
のように楽しく過ごすなかで、子供たちの「将来の自立」を思い社会性
を身につけることを重視しています。創作活動や体を動かし、一人一人
の個性を活かす療育支援・見守り支援をしています。

問合せ　住所：南一色181-1　電話：055-980-4728

一般社団法人　障害者サポート協会
放課後等デイサービス「ＯＨＡＮＡ -オハナ」

外出支援サポーター養成講座報告
　11月 17日（土）に、養成講座を行いました。
　障がい者福祉団体 2団体の代表から、さらに
は聴覚障がい者ご本人からお話をいただき、そ
の後、体験演習を行いました。参加者の中学生
から「初めて知ったことも多かったし、実際に
体験することでわかったこともありました。も
し機会があったら、今日習ったことをいかして
いきたい。」との感想をいただきました。
　今後、サポーターとしての活動を期待します。



 「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。
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見守り定例会

見守り
情報共有

新任委員研修

仲間が協力

他地区との
交流

スキル
アップ

訪問・聞き取り

福祉行事の
お手伝い



 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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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）

　昭和 57 年に結成され、毎月 1 回、ながいずみホームでの乾
いた洗濯物の仕分けと、たたむ作業や持参した古布や、用意さ
れている古布を清拭に使えるように布切り作業を座って行って
います。また、社会福祉協議会の事業である「一人暮らし高齢
者食事会（仲良会）」のお弁当作り、盛り付け、配膳、片付けな
どを年 4 回行っているグループです。35 年間の活動が認められ、
全国社会福祉大会で昨年「ボランティア功労者厚生労働大臣表
彰」を受賞いたしました。
　会員は現在 20 名で、結成当時から続けてこられた方をはじめ、
最近入会された方々もおりますが、食事作りにはまだまだ人手が
必要な状況です。午前 9 時前から午後 1 時過ぎまで、いずみの
郷と福祉会館でお手伝い下さる方のご参加をお待ちしております。

長泉ボランティア

　本宿区では、ちょっとトレーニングと称して「ちょいトレ
サロン」を開いています。毎週月曜日の午後1時30分から3
時まで、公民館の2階で体と脳のトレーニング実施していま
す。年間行事としては、ひなまつり、端午の節句、ミニ運動会、
バス研修、地域元気づくり研修、健康教室、文化祭出展、クリ
スマス会など盛りだくさんです。
　60代から90代までの方が、元気よく通ってきています。
スタッフ10人も一緒に楽しんでいます。ぜひ一度、本宿公民
館に見に来て下さい。お待ちしております。　　　　　　　  
 代表　川上和代

忘年会シーズンになりました。ちょっとした会話でコミュニケーションしてみませんか？

忘れる パーティ いつ？
すぼめた右手を
頭の横から上に
向かって開く

場所はどこ？
①ある時点の意味
で表現全指を曲げ
た右手を前に置く
②右人差指を立て
て左右に振る

会費、いくら？
①すぼめた右手を
右胸にあてるバッジ
の意味
②右手の親指と人
差し指で丸を示す
→「お金」

親指と人差し指で
杯を持つように
して水平に回転
させる

両手を広げ上
下に並べ同時
に親指から順
に折り曲げる

何月？

バッジ

① ①② ②

何日？

小地域福祉活動報告 ～本宿区ちょいトレサロン～



 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、フードドライブ他）
青木マリ子、赤帽はなまる運送、五十嵐光子、市川敏子、井出さよ子、井原アキ、岩崎和子、岩田千𠀋、植松淳子、宇佐美ツヤ子、内田みどり、
遠藤まつゑ、遠藤美樹、大内キミ、大島りつき、大島遼生、大槻芳子、小笠原マサエ、岡本晴美、岡本ふみ江、カーブス下土狩店、加藤将江、川
瀬悦子、栗原光枝、佐々木耕治、佐々木泰代、佐藤愛海、シニアクラブ竹原、島正雄、島本幸子、杉原むつみ会、杉山礼子、髙野キヨ、高橋節子、
田代光子、長泉町手話サークルいずみの会、長泉町武術太極拳連盟、ながいずみホーム、中野正則、中野みち子、西家よし子、花房由美子、濱
田和子、林口知枝、原区小地域、原久代、原分スマイルクラブ、三澤典子、水口きみ江、山光ビル、山本照子、喜久知麻子、若林美穂子、渡辺千
鶴子、渡邉眞理子、渡部とみ　その他匿名　23 名（敬称略）
○寄付金、寄贈品　小澤金男、　公益法人沼津法人会長泉支部　山本雅弘（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  大阪北部地震災害義援金の受付は終了いたしました。７月豪雨災害、北海道胆振東部地震については、引き続き、長
泉町社会福祉協議会事務所窓口で受付をしております。ご協力お願いいたします。

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10月1日～平成30年10月31日）
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●と　き
 ・12月2日（日） 9：00～11：00
 ・  1月5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。

『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。
フードドライブを行います
 ●期間
  ・1月7日（月）～1月３１日（木）
 詳細は1/1号に掲載します。
 ご協力お願い致します。

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 … 12月21日（金）
                      13：30～15：00（毎月第４金曜日）
　　　　　　　 ※28日から年末年始休館のため
●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   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） 

よい聴き手として、あなたも傾聴について学んでみませんか？
●と         き … 2月9日（土）、2月16日（土）
                       9：30～15：00（全２日間）
●と    こ    ろ … 長泉町在宅福祉総合センター
　　　　　　　  いずみの郷３階集会室
●講　     師 … 山田豊吉 氏
 （NPO法人日本傾聴ボランティア協会）
●内　　  容 … 傾聴の意味と意義、共感的・受容的態度で聞く、演習
●対　     象 … ２日間の日程に参加でき、今後地域又は　　
　　　　　　　 グループで活動ができる見込みのある方
●定　     員 … ４０名（定員になり次第〆切）
●参  加  費 … １，０００円（参加費は講座当日集めます。）
●申　    込 … 社協窓口で申込書により申し込む
●問  合  せ … 長泉町社会福祉協議会　☎988-3920

※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。

傾聴（お話し相手）
ボランティア養成講座

年末年始休業日のお知らせ
●社会福祉協議会・いずみの郷（介護事業）
　　　　　　　　 12月29日～1月3日
●福祉会館・いずみの郷（貸館）
　　　　　　　　 12月28日～1月4日


