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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
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理 念

誰よりも早く箱折が
できるように、いろんな
箱に挑戦したいです。
� 金刺�登美枝さん

今年も家族みんなで健康に
気をつけ仲良く過ごしたい。
� 渡辺�昭子さん

食べる物をよく食べ、多く
の方にお世話になりますが、
108才を目指して今年も
頑張ります。�
� 鈴木�あささん

年頭のご挨拶
　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には輝かしい年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
　社会福祉協議会は、皆様の生活に寄り添い、本年
も地域福祉向上のため、役職員一同全力で取り組ん
で参りますので、よろしくお願い申し上げます。
　　　　　� 長泉町社会福祉協議会　会長　永井　寛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 役職員一同
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元気に遊んで笑顔いっぱいの
一年にします。
� 松見　千咲さん

運動を頑張ります。
� 後藤　槙斗さん
ゴキゲンな人でありたい。
� 大塚　昌己さん



 「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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　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

1月22日（火） 12月26日（水）

2月26日（火） 1月23日（水）

●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日年末年始休業日のお知らせ

　11 月 29 日、函南町保健福祉センターで開催された静岡県身体障害者
東部ブロック連絡協議会秋季理事会において、長泉町身体障害者福祉会か
ら会員３名が自立更生者表彰を受けましたのでご報告させていただきます。
この表彰は、障害を克服し、また障害者の更生援護に尽力のあった者のう
ち、その功績が特に顕著であると認められるものを表彰し、もって社会福
祉の増進を図るものとされてます。それぞれ障害の克服を目指すリハビリ
活動などのサークル活動について、永年にわたり障害者同士の繋がりに
よってお互いに支え合ってきたことが評価されました。３名は口を揃えて

「仲間たちと趣味を通じておしゃべりしていると励みになる。楽しみなが
ら挑戦できることは何でもやっていきたい。サークル活動が居場所になっ
ている。」と会のサークル活動の魅力について話された。この度の受賞お
めでとうございます。

左から渡邉柚子さん、鈴木利夫さん、加藤信吾さん、
杉山高司身体障害者福祉会会長

左から平瀬清人プラスワン委員長、八田稔会長、
稲村昌子女性部長

上長窪百澤クラブの
佐藤正子さん

　11 月 28 日、焼津文化会館で開催された高齢者いきい
き創造広場において、シニアクラブ長泉が会員加入促進運
動表彰を受賞しました。この賞は、全国的に会員が減少す
る中で各地区単位クラブでの会員増強により町全体で会員
増が評価されたものです。また、同時開催したリフォーム
ファッションショーでシニアクラブ長泉から４名が参加し、
上長窪百澤クラブの佐藤正子さんが優秀賞を受賞いたしま
した。使わなくなった上着、カーテン地等を仕立て直し、
上品かつ精錬された和コート、和上衣、スカートの独創的
なデザインと丁寧な仕上がりが評価されました。おめでと
うございます。

シニアクラブ長泉

長泉町身体障害者福祉会

町内福祉団体受賞報告
シニアクラブ長泉は、会員加入促進運動表彰を受賞、佐藤正子さ
んが優秀賞を受賞、長泉町身体障害者福祉会は、会員３名が自立
更生者表彰を受賞されました。

長泉町社会福祉協議会からお知らせ



 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

問合せ：長泉町社会福祉協議会
☎ 988-3920（担当：尾崎）

　私たちボランティアグループは、子供が 5 歳の時、24 年前に児
童館に母親クラブがあり、子供と一緒にボランティアや子育ての活動
を続けていました。しかし、県や町の補助がなくなっていく中で、解
散してしまいました。そんな中で、ボランティアだけでも続けていこ
うということになり、「ほほえみ作業所」（現：ほほえみ & みのり工房）
のお仕事のお手伝いを始めました。内容としては、箱折りのお手伝い、
焼き菓子のシール貼り、ラッピング、袋入れなどです。
　一年を通していろいろな行事がある中、私たちは、お手伝いでき
るときに一人でも出かけていき午前中とか午後とかで、お手伝いを
していきます。20 年近く関わっている中で、利用者さんも笑顔で
声をかけてくれます。箱折りは、利用者さんがベテランなので教え
てもらうことがたくさんあります。
　施設のお祭りに呼んでいただいたり、かかわりが深まっており、こ
れからも、この活動が途切れないように続けていきたいと思います。
また、社協の福祉健康まつりに出店して、わずかですが活動の資金
にしています。さらには、ボランティア連絡会に加入することにより、
他の活動の方々ともかかわることができて、研修にも参加させてい
ただき、これからの楽しみの増え、ますます活動を頑張っていこうと
思います。

長泉マムズ

小地域福祉活動報告
 ～東区：さくらの会とさくらんぼキッズ～

　さくらの会は、公民館で月１回の高齢者のサロン活動で
す。今年は、スポーツ推進によるちょいトレ、社協のバス利
用での視察研修、文化祭用の陶芸に挑戦、ボランティアによ
るマンドリンやオカリナの演奏会、ススキを飾ってのお月
見茶会、そして劇団による「こぶとりじいさん」の劇は、童心
にかえって大笑いしました。これからも、お茶を飲みながら
おしゃべりを楽しみ、さらに楽しい事を見つけていきたい
と思います。
　一方、未就園児の親子や、もうすぐママになる方の居場所、
交流の場がさくらんぼキッズです。月1回の活動で、広い畳
の部屋で子どもたちが自由に遊んだり、寝ている赤ちゃん
の傍らでお母さんたちもお茶を飲みながら会話がはずんで
います。今年の春、入園や転勤等で子どもたちが減りました
が、新たに参加される方に加え、2人目の赤ちゃんを抱っこ
して、またこられた方もおり、賑やかさが戻ってきました。
 小坂幸枝

　12月16日（日）、社会福祉協議会の主催で、男の料理教
室「そば打ち」を開催しました。15名の男性が、そば打ちに
チャレンジ。水の分量、かき混ぜ方は難しく、また、練りで
は力が必要で、腰もつらく体力もいりました。参加者から
は「助けていただきありがたかった」「皆さんと楽しく過ご
せてうれしかった」との感想。今回は、3名の方が社協のボ
ランティア活動に賛同いただき登録してもらいました。あ
りがとうございます。
　この記事をご覧の男性の皆さん、社協では「男の料理教
室」を開催しております。ぜひご参加ください。お待ちして
おります。

男の料理教室～そば打ち～
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経済連東部畜産センター
㈲渡辺鉄工
㈲隆栄
㈱平和リサイクル
㈱新健食
㈲高田産業
㈱ハイ・スメロン東海
スルガ銀行スルガ平本部
㈱星屋商店
富士見電機㈱
㈲メルセル
コータキ精機㈱
長泉パーカライジング㈱
㈲小島建設
ウェルディ長泉
㈲横山精肉店
㈱富士見園
㈱城山工機
関建業㈱
㈱アラビカコーヒー
㈲野田商事（セブンイレブン駿河南一色店）
ローソン長泉南一色店
㈱関道建設
㈱スギショーテクニカルフーズ
コイト電工㈱
平電機㈱
沼津米穀卸㈱富士長泉精米工場
ヤンセンファーマ㈱
パルツ工業㈱
キタ工業㈱
㈱コロナ宣広社
㈲小澤工業
㈲さくら水産
静岡ロジスティクス㈱
長泉千両丸
佐川急便株式会社
丸安運送㈱
大東電機㈱
東部電設㈱
㈲フードセンターシラスナ
ネッツトヨタ静岡㈱長泉店
ＹＵＺＵＫＡ
㈲三輪工業
第一工営㈱
森永アイスクリーム冨士森永乳業㈱
東海産業㈱
小原自動車工業㈱
沼津信用金庫長泉北支店
㈲米山製作所
帝人㈱三島事業所

東邦化工建設㈱
㈱共和工機
㈲栗原製作所
㈲遠藤木型製作所
駿豆建工㈱
東静測量設計㈱
エイブル㈱
㈱エベ冷凍空調機器
深澤電工㈱
コープ桜づつみ店
㈱丸喜商会（セブンイレブン桜堤 2 丁目店）
㈱ウエスト（コメダ珈琲店）
野木板金作業所
三島殖産㈱
木村化工機㈱
東商株式会社三島営業所
㈲三協工業所
㈲渡光商事
㈱大川モータース
八億三北店
遠藤科学㈱三島営業所
㈲島製作所
㈱ニッケン東海
神山倉庫㈱
車ショップツチヤ
A-1 スポーツクラブ長泉
㈲大瀧梱包
㈱山本
㈱三島ダイハツ
岳南光機㈱
セキトランスシステム㈱
㈱カワセ
㈱ KOWA 長泉店
㈱フジモト
㈱芹澤工業
㈲長泉長生館
㈲鈴木機械
㈲深沢製作所
尾崎工務所
㈱不二精機製造所
㈲米山工務店
㈲斉藤スタジオ
安全ガード㈱
日比通信機㈱
㈲長泉メッキ工業所
協和発酵キリン㈱富士事業場
進桜電機㈱
南駿農業協同組合長泉支店
杉山総業㈱
ファミリーマート長泉鮎壺店

㈱ヒューテック
渡辺隆司建築設計室
㈲土狩プロパンガス商会
㈲サカエ屋
㈲寿屋商店
㈱扇屋商店
㈲ヤマダ時計店
㈲山好建設
㈱スルガ銀行長泉支店
メガネの三島
㈲長泉ショッピングビル
マルヨ商事㈲下山商店
三島燃料㈱
喜作寿司本店
大嶋商事
美容室 TOMIOKA
丸勇建設㈱
㈲セントラル設備工業
岳伸精工㈱
旭洋商事㈱
㈲広田工業所
沼津信用金庫長泉町支店
㈱ケルン（ハピネス）
大石塗装㈲
多田商店
㈲岡田塗装
㈱東平商会
㈱富士サービス
セブンイレブン長泉下土狩店
東レ㈱三島工場
㈲小坂総業
㈲マルジン
㈱山田組
㈱Ｚ会
新幹線ミシマパーキング
㈲駅北商会
㈲山光苑
㈱大田鉄工所
㈲ミクニ製作所
㈱三光商会
㈱シエロホーム
中北薬品㈱三島支店
㈱スワベ商会
加藤包装
㈱岩崎ホームサービス
三栄無線電機㈱
原メッキ工業㈱
㈱東邦発条
㈱稲村建設
㈲飯田木材産業

つるや
㈲利根工具
㈲東部照明
㈲ベルシャイン
ヤシマ石油
セブンイレブン長泉南店
㈱東静衣料
東邦電気工業㈱
エスポット長泉店
㈲飯田合金鋳工所
斉藤魚店
五味八珍
ランケイ社書店
㈲富士自動車機器
栄久工業㈱
㈲東豊企業
大静高圧㈱
㈲巧工業
ネッツトヨタスルガ㈱
㈱山本工務
㈲三枝製作所
興栄電気工業㈱
㈲大上
池田メディカルプラント㈱
特種東海製紙㈱
㈲高田総業
山一金属㈱
㈱ゼプロチュービング
長泉環境㈱
㈲岩崎鉄工所
金子建設㈱
フジ産業㈱
旭トラストフーズ㈱静岡支社
月島発条㈱
㈱昭南発條製作所
日商産業㈱
㈱富岡製作所
㈱盛光化学
㈱河西建設
藤原鉄筋建材㈱
㈱旭洋工業製作所
㈲谷井商店
㈱永倉精麦
㈱東京発条製作所
水戸部製缶㈱
富士物産㈱
㈱クレマコーポレーション

※募金協力企業及び法人寄付は 12 月 15 日現在のものです。

町内企業 37 社から寄付をいただきました。寄付は全て地域福祉活動事業に活用させていただきます。
ご協力ありがとうございました。

㈱共同開発
協和発酵キリン㈱富士事業場
帝人㈱三島事業所
南駿農業協同組合長泉支店
㈱東平商会
特種東海製紙㈱
㈱Ｚ会
㈱岩崎ホームサービス
長泉環境㈱
山一金属㈱

㈲駅北商会
栄久工業㈱
長泉パーカライジング㈱
㈱富岡製作所
㈱スワベ商会
㈱米山製作所
㈲土狩プロパンガス商会
ネッツトヨタスルガ㈱
㈱山本
深澤電工㈱

大静高圧㈱
東レ㈱三島工場
㈱山田組
富士見電機㈱
㈱不二精機製造所
セキトランスシステム㈱
㈲鳥居運輸
㈱富士見園
㈱フジミックス
㈲東豊企業

沼津信用金庫長泉町支店
㈲岡田塗装
㈱石舟庵
小川ポンプ工業㈱
㈱ゼプロチュービング
丸勇建設㈱
沼津米穀卸㈱富士長泉精米工場
 （敬称略）

赤い羽根共同募金協力企業一覧
10 月 1 日から 12 月 31 日まで全国一斉に赤い羽根共同募金運動が行われました。法人募金として町内企業 197 社か
らご協力いただきました。ご協力ありがとうございました。いただいた浄財は、本号で取り上げました小地域福祉活動事
業等の地域福祉活動の財源として使われております。

平成30年度社会福祉協議会法人寄付
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　長泉町仏教会は、12 月 6 日（木）歳末たすけあい運動の一環
として托鉢を行いました。多くの方々からあたたかいご協力をい
ただきました。集まった浄財 138,703 円は、歳末たすけあい
募金として共同募金委員会へ全額寄付されました。皆さまの善意
に厚くお礼申しあげます。

歳末たすけあい運動
仏教会托鉢

募集期間：1月7日（月）～1月31日（木） 8：15～17：15（土日祝は受付けできません）
希望食品：賞味期限が3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）、缶詰、瓶詰、インスタント食品、調味料等常温で保存がきくもの
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　           問 合 せ：長泉町社会福祉協議会　☎ 988－3920

○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、青野孝廣、池田けい子、石渡のり子、岩崎和子、内田通、内田みどり、遠藤八重子、大島りつき、大島遼生、小川不
二子、数野静子、川瀬悦子、木下絹恵、桐澤和子、坂部喜内、島正雄、杉原むつみ会、関あや子、たいが、退公連東駿支部、退公連南支部、
髙野キヨ、高橋節子、髙橋たけ江、田口洋子、田代光子、富樫友子、長泉町武術太極拳連盟、西区、原分スマイルクラブ、古屋ます江、平
和リサイクル、松澤照男、三浦洋子、水口きみ江、三田幸子、宮崎喜美子、目黒和子、安岡奈美子、山田定子、山光ビル、吉田好美、渡辺千
鶴子、渡部とみ、㈱扇屋商店　その他匿名　２３名（敬称略）

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11月1日～平成30年11月30日）

ベルフォーレ指定管理者様より
ボディウォッシュをいただきました。

マックスバリュ東海㈱様から
車椅子１台をいただきました。

フードドライブに
ご協力ください

○寄付金、寄贈品
傾聴ボランティアふらっと、シニアクラブ長泉
長泉町民生委員児童委員協議会、納米里地域づくり活動委員
会女性部、シニアクラブ長泉健康美体操クラブ、SBS プロ
モーション、村田潔春、木下絹恵、マックスバリュ東海株式会
社　MVEX 長泉店　（敬称略）

平成３０年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。

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」

　インフルエンザの季節です。マスクをしてい
る人が増えて、唇が見えなくなり、顔の表情も
わからなくてコミュニケーションに困っていま
す。医師や看護師など医療関係者の場合、相手
が聞こえないことに気がつくとさっとマスクを
ずらしてもらえることが多くとても助かってい
ます。聞こえない人は外見ではわかりにくいで
すが、理解をいただければ嬉しいです。

「マスクで隠さず唇を見せて」聞こえない人たちのお願い

マスクを
外して

ください
（お願い）

ご家庭で眠っている食品をフードバンクに寄付して
いただき、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。



 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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今月の傾聴（お話相手）
ボランティアによる『ふらっとサロン』
●と         き： 1月25日（金） 13：30～15：00　　
●と    こ    ろ： 長泉町福祉会館
●対　　　象 ： 町内在住のお話を聞いてほしい方
●参   加  費 ： 無料（申込不要）

参加希望者は、松永（☎090-3928-6569または、
tomonori036566@gmail.com）まで連絡下さい。

『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。

●と　き：1 月 5 日（土）9:00 ～ 11:00
　　　　　2 月 3 日（日）9:00 ～ 11:00
●場  所：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。

●と         き： ①将棋大会 ２月１日（金）９:00開会
　　　　　　　②囲碁大会 ２月８日（金）９:00開会　　
●と    こ    ろ： 福祉会館２階研修室、教養娯楽室１・2
●対　　　象 ： 町内在住のおおむね６０歳以上の方
●定　     員  ： 将棋大会30名　囲碁大会30名
●参   加  費 :  ６００円（昼食代）
                     ※当日おつりのないようにご用意ください
●募 集 期 間  ： １月７日（月）～１月２８日（月）

シニア囲碁・将棋大会に
参加しませんか？

　

●と         き … 2月9日（土）、2月16日（土） 
                      9：30～15：30（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
※駐車場は限りがございます。公共交通機関をご利用
いただくか、乗り合わせにご協力ください。都合により
利用される方は、いずみの郷駐車場を利用ください。

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？

傾聴（お話し相手）
ボランティア養成講座

●と         き ： ２月５日（火）１３：００～１５：３０　
                     （１２：３０開場）　　
●と    こ    ろ：  コミュニティながいずみ３階ホール
   お車でお越しの際は、お乗り合わせのうえ、ご来場ください。
●定　     員  ：  町民１５０名（先着順） 入場無料
●内     　容 :   さわやか福祉財団堀田力会長基調講演 
　　　　　　　 とパネルディスカッション
●申 　   込  ：  長泉町役場長寿介護課☎989-5537
                  　 長泉町社会福祉協議会☎988-3920 

年を重ねても安心して住み慣れた家で暮らすためには、地
域の中に自分の居場所や役割を持ち、いざとなったら助け
合える関係を作っておくことがとても大切です。助け合う
地域づくりには何が必要か、一緒に考えてみませんか。

 長泉町地域たすけあいフォーラム
～みんなでちょうどよく暮らすために～

●と         き： ２月９日（土）９時～12時まで
　　　　　　　（８時５０分集合）　　
●と    こ    ろ： 長泉町福祉会館２階研修室
　　　　　　　（長泉町下土狩967-2）
●対　　　象 : 町内在住小学生 先着３０名
                   ※３年生以下は保護者同伴でお願いいたします。
●参   加  費 :  無料
●持  ち  物  ： エプロン、雑巾、タオルなど
●締 　   切  ： １月21日（月）
●主　　  催： シニアクラブ長泉 
氏名、住所、連絡先、在籍学校、学年をお知らせください。

町の伝統工芸「駿河凧」作りの体験と長泉町ふるさと
カルタ大会を開催します。

 長泉駿河凧作り体験教室＆
長泉ふるさとカルタ大会のご案内

●と         き … 2月23日（土）
                 　  9時00分～16時30分
●と    こ    ろ … 長泉町在宅福祉総合センターいずみの郷
●内　　  容 … 県や長泉町の防災対策、災害ボランティ 
　　　　　　　  アコーディネーターの役割と心構え、
                       本部立ち上げ訓練 他
●対　　  象 … 高校生以上の町民（在勤・在学者を含む）、 
     　　　　　　災害 ボランティアコーディネーターとし
　　　　　　　  て活動できる人
●参  加  費 … 無料
●定　　 員 … 50名（修了者には「静岡県ふじのくに災
                       害ボランティアコーディネーター」の県
                       知事認定証が授与される）
●申込期限 … 2月15日（金）※定員になり次第締切り
※駐車場は限りがございます。公共交通機関をご利用いた
だくか、乗り合わせにご協力ください。都合により利用され
る方は、いずみの郷駐車場を利用ください。

近年災害時、社会福祉協議会が設置する「長泉町災害ボラ
ンティア本部」の運営方法などを理解し、ボランティア希望
者と被災者をつなぐ役割を担う人材を養成します。

災害ボランティア
コーディネーター養成講座

申込・問い合わせは 長泉町社会福祉協議会☎988-3920 


