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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

3月26日（火） 2月27日（水）

4月23日（火） 3月27日（水）

　２月５日 ( 火 ) にコミュニティながいずみで「長泉町地域たすけあいフォーラム」が開催されました。
このフォーラムは、町が進めている生活支援体制整備事業の紹介と推進を目的に開催されたもので、た
すけあい活動のお手伝いをする生活支援コーディネーターの紹介や町内で活動を実践されている皆様の
発表も行われました。また、さわやか福祉財団の堀田力会長の講演では、来場された皆様の活動意識を
伺う場面もあり、意識の高さと相まって会場も盛り上がっていました。

長泉町地域たすけあいフォーラム
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 「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。

福祉教育実践校だより

　長泉中学校では、赤い羽根共同募
金活動を始め、産業祭や福祉健康ま
つりのボランティアなどに多くの
生徒が参加しました。また 2 年生
は、総合的な学習の時間に、職場体
験として介護施設や幼稚園、保育園
を訪問しました。実際に福祉健康ま
つりに参加した 3 年生の感想を紹
介します。

長泉中学校

　ボランティアを体験した生徒たちは、たくさんの方々との交流を通して、人とふれあうことの温かさを感じ、笑
顔で接することの大切さを知ることで、豊かな感性を高めることができました。また、それぞれの施設の職員の方々
の働く姿を見たり、実際に体験したりすることによって、自らの将来の夢へとつなぐことができました。今後も学
校と地域の触れ合いの場を設け、生徒たちの福祉の心が豊かになるような取り組みをしていきたいと考えています。

感想
　初めての福祉ボランティアでは、
子どもからお年寄り、体の不自由な
方など多くの方々と関わり、とても
楽しい時間を過ごすことができまし
た。このボランティアを通して、誰
にでも笑顔で接することの大切さや、
気配りをすることの重要性を改めて
感じることができました。この経験
を、これからの生活に生かしていき
たいと思います。(3 年女子 ) いずみの郷での職業体験の様子

感想

　北中学校では、生徒会活動や部活
動、ボランティア活動をとおし、福
祉の心をもって地域に貢献できる生
徒の育成を目指しています。生徒会
活動の一環として、福祉委員やリサ
イクル委員が中心となり、ベルマー
クやインクカートリッジ、ペットボ
トルキャップ、アルミ缶、牛乳パッ
クの回収活動に取り組んでいます。
回収したものの活用法について各委
員会で検討を重ね、地域に貢献でき
るより良い手段は何か考えています。
さらに、多くの生徒が有志で、地域
のお祭りやイベントの補助、福祉活
動に、ボランティアとして参加して
います。地域の催しに参加した生徒
の感想を紹介します。

北中学校

　ボランティアに参加した多くの生徒が、参加してよかったと感じ、「福祉
についてさらに学びたい」という思いを強くしたようでした。今後も地域
の方々と関わりながら、福祉の心をはぐくむことのできる機会をたくさん
取り入れていきたいと考えています。

　ボランティア活動を実際に体験して
みると、普段はあまり関わりのない人
たちとの交流がありました。幼児から
大人、障がいのある方など、本当にた
くさんの方が来てくださったので、そ
の対応の仕方とともに、人とふれ合う
楽しさを知ることができました。今回
のボランティアで学べることがたくさ
んあったので、今後の活動にも積極的
に取り組んでいきます。 赤い羽根共同募金の活動

知徳高等学校 福祉科
　知徳高等学校福祉科では、１年生は静岡県富士宮市に
ある盲導犬訓練校『富士ハーネス』や静岡県が主催する

『ふじのくにケアフェスタ』に参加しました。また、2
年生は静岡県東部にある専門学校において特殊浴槽の体
験学習や全国社会福祉協議会が主催する『国際福祉機器
展』に参加しました。3年生は11月に自主公演を行う『公
開福祉講座』に向けて障がい児施設との交流や聴導犬学
習、高齢者施設の防災対策など生徒が課題を設定し調査・
研究を行っています。さまざまな活動を通して、高校生
の目で見つけた身近にある福祉を深く追究し、地域の福
祉問題を時間できる学習を行っています。
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 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。

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の始まりは、長泉町婦人会から始まります。
いずみの郷が出来た時、当時の婦人会長より「このようなボランティ
ア活動がありますが、皆さん賛同していただけますか。」と声をかけら
れ、町のためならと、快く協力させていただくことになりました。最
初は慣れず、管理栄養士の指示通りで、以後、平成 27 年に婦人会が
なくなり、その後は有志 5 名で「なでしこの会」として継続。月に 1
～ 2 回行っています。また、80 歳が 4 人いますが、皆さん元気に頑張っ
ており、作ったことのない料理の時は教えていただき、自宅で作った
りもします。
　活動後の昼食時は、皆さんでお話ししながら食べるのが楽しみで、
これからも、楽しみながらボランティアを続けていこうと思っています。

なでしこの会

　子育てサロンは、エンゼル西区と共同開催で５年
目を迎え、脳トレ・筋トレ教室は３年目を迎えます。
いずれも月１回、子育てサロンは地域のボランティ
ア、民生委員の力を借り、毎回手軽なおやつ作りな
どを計画しております。（スイートポテト、フルーツ
ポンチ、太巻き寿司など）世代別の交流の場でもあり、
自由に参加いただき楽しく過ごしております。
　脳トレ・筋トレ教室は、毎月１回、白友会（シニ
アクラブ）の定例会後に開催しております。今年度
から長寿介護課から２回、運動指導士・作業療法士
の方々に来ていただいております。毎回、適度な運
動と脳トレで、無理せず楽しんでおります。長泉町
全区でもこのような活動が定着すると健康寿命につ
ながると感じております。

（10:00 ～ 11:30、三軒家区公民館、月１回不定期） 
  代表　芹澤和代

　2 月 1 日（金）第 28 回シニア将棋大会、2 月 8 日（金）第 29 回
シニア囲碁大会がそれぞれ福祉会館において開催されました。朝 9 時か
ら 15 時まで勝ち点方式、全 5 局を戦いぬきました。サークルでの練習
成果を十分に発揮していただきました。主な結果は次のとおりです。

将棋大会 優勝　鈴木隆雄　準優勝　小保方　弘
三位　渡辺正博　四位　　島　正雄

囲碁大会 Ａブロック　優勝　杉浦義郎　準優勝　安達幸男　
　　　　　　三位　高橋勝海
Ｂブロック　優勝　土田俊雄　準優勝　川辺信義　　　
　　　　　　三位　新谷十二男 （敬称略）

シニア囲碁・将棋大会報告

小地域福祉活動報告 ～三軒家区～

三軒家区＆エンゼル西区ふれあい子育てサロンと
三軒家区脳トレ・筋トレ教室



 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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○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、青木美明、石渡のり子、市川敏子、
岩沢清二、内田通、江畑創太、遠藤まつゑ、遠藤美樹、遠藤光子、遠藤八重子、大内キミ、大島りつき、大島遼生、小笠原マサエ、及川珠江、
数野静子、加藤由美子、川口直人、川瀬悦子、佐々木光正、佐藤愛海、島正雄、杉原むつみ会、杉山、鈴木久枝、鈴木秀夫、髙野キヨ、高橋節子、
谷津グリーンクラブ、長泉町手話サークルいずみの会、長泉町武術太極拳連盟、野口那華雄、、原久代、原分スマイルクラブ、深沢満子、
保坂恵美子、水口きみ江、三宅かおる、山光ビル、山本照子、（有）くるまショップ土屋、吉澤みさ子、吉田好美、渡辺元子、㈱扇屋商店
その他匿名 21 名（敬称略）

○寄付金、寄贈品 大木紀子· 保坂恵美子　その他匿名 １名（敬称略）

○平成３０年大規模自然災害義援金（７月豪雨災害、北海道胆振東部地震） 
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。

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31年1月1日～平成31年1月31日）

傾聴（お話相手）サロン
『ふらっとサロン』ご案内

●と         き … 3月22日（金）13：30～15：00（毎月第４金曜日）
●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） 

　ボランティア活動をされている方、これから始められるという方
に、活動中の万一に備え、社会福祉協議会では保険のご案内を
させていただいております。

※他にも「ボランティア行事用保険」「福祉サービス総合補償」
　「送迎サービス補償」等の種類があります。

ボランティア活動保険をご存じですか。

『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。
●と　き：3月 2日（土）9:00 〜 11:00
　　　　　4月 6日（土）9:00 〜 11:00
●ところ：勤労者体育館

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」

　　ボランティア活動中に足をけがしてしまった。
　　ボランティア活動に向かう途中事故にあった。
　　活動先で、誤って他人にけがをさせてしまった。
　　被災地へボランティア活動に行きます。　など
詳しくは、下記までお問い合わせください。
問合せ：長泉町社会福祉協議会　 ☎988－3920（担当：尾崎）

例

ボランティア活動保険  年間保険料  （２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）
タイプ A プラン

基本タイプ

天災タイプ（基本タイプ＋
地震・噴火・津波）

350 円

500 円

510 円

710 円

B プラン

フードドライブにご協力
いただきありがとうございました
1 月 7 日～ 1 月 31 日に福祉会
館に寄せられた食品は、2 月 7
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。

ファミレス、コンビニやスーパーなどのレジの手話会話の中です。食事や買い物を
終えてレジで支払いをするときに店員の方が手話で表現できると嬉しいですね。

「ポイントカードはお持ちですか？」

表現しましょう 
A  両手とも人差指と中指で「２」を作り、手のひらを下に向け、「×」形に組むように両手の指先を積み重ね上げる。
B  両手とも親指と人差し指で「コ」の字を作り、親指を上にして、両手の指先をつけ合わせて、カードの形を作る。
C  右手のひらを上に向け、物を持つイメージで、にぎりしめながら、上に持ち上げる。
D ” あなたは？” というように手を差し出す。

A ポイント B カード C お持ち D ですか？


