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理 念

ささえあう
みんなが笑顔に なれるまち

心身障がい児放課後対策事業

わかあゆ

バレンタインのお菓子作りとして、チョコパイケーキを作りました。みんなでデコレーションをし、一人
ひとりの個性がつまったケーキが完成しました。みんなで作ったケーキは美味しさも倍となり、楽しいひと
時を過ごしました。

相談窓口案内
相談項目

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。

相談日・時間

毎週月～金曜日
8：15～17：00

毎週月～金曜日
9：00～16：00
相 談 日

予約受付開始日

暮らしの相談『法律』 3月27日（火） 2月28日（水）
4月24日（火） 3月28日（水）

電

話

988-3920

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
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

生活困窮相談
（自立相談支援事業）
酒害相談

相談員

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 ボランティア担当
ランティアに関すること

ボランティア相談

福祉総合相談

相 談 内 容

福祉総合相談担当
987-7680

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

「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。
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福祉教育実践校だより
長泉

中学校

長泉中学校の１年生は、総合的な学習の時間に、アイマスクをつけ
て歩いたり盲導犬と触れ合ったりして視覚障がいについて学びました。
実際に体験した生徒の感想を紹介します。

私は、盲導犬についてあったか体験をしました。一番驚いたことは、
目が見えない方は日本に約30万人いて、日本全国にいる医師の数と同じだとい
うことです、その多くの目の見えない人を支える盲導犬は一緒にいる人との幅を
考えながら歩いてくれたり、右や左に曲がるときも、一度止まってくれたりなど
と聞いて、感心するばかりでした。
そのことを教えてくれた、太田さんには「目が見えない人に指示するときは具
体的に」
「盲導犬にはしてはいけないことが４つある」など教えていただきました。
今度、目の見えない人や盲導犬に出会ったら、今日教えてもらったことを意識
していきたいです。
（１年 女子）

アイマスクをつけて実際に
歩行している様子

生徒たちは、実際に盲導犬と触れ合い、話を聞くことで、福祉に対しより身近に感じることができました。
このことを通して盲導犬だけでなく様々な場面での心づかいを学ぶことができました。今後も体験の場を増や
し、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。
長泉町立北中学校では、生徒会活動や部活動、ボランティア活動をとおし、地域の方々と関わ
りながら、福祉の心を育むよう取り組んでいます。
福祉委員会やリサイクル委員会では、ベルマーク・インクカートリッジ、ペットボトルキャップ、
中学校
アルミ缶、牛乳パックを回収しています。回収したものの活用法については各委員会で話合いを重
ね、検討しています。委員一人一人が、地域に貢献するためのより良い手段について考え、活発な話し合いが
行われました。また、
「緑の募金」
「赤い羽根募金」も実施しています。その募金の目的を、放送や「福祉新聞」
を通して全校に発信し、多くの生徒からの協力を得ることができました。
さらに、ボランティア活動も行っており、地域のお祭りやイベント補助、福祉活動に多くの生徒が参加して
います。実際に活動した生徒は、「ボランティアに参加することをとおし、ボランティアのよさを知ることが
できました。ボランティアをすることで、たくさんの人に『ありがとう』と言ってもらいました。ボランティ
アをする側もあたたかい気持ちになれることが、ボランティアのよさだと思います。」という感想を残して
います。その他にも、「障がいを持った方、お年寄りの方たちが何に困っているのかを実感することができた」
「これから自分がどう行動し
ていくか考えるきっかけに
なった」などという声があが
りました。
長泉町立北中学校では、今
後もこれらの活動を継続して
いき、福祉の心を持って地域
に貢献できる生徒の育成に努
めていきます。

長泉北

吹奏楽部部員によるデイサービス「モク・オハナ」訪問

赤い羽根共同募金

福祉会館 シニア将棋・囲碁大会
２月２日(金）第27回シニア将棋
大会、２月９日
（金）第28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局の長時間
にわたる熱戦が繰り広げられ、日頃
の練習成果を十分に発揮し、対局し
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
準優勝
三 位
四 位

囲碁大会
Ａブロック 優 勝
準優勝
三 位
Ｂブロック 優 勝
準優勝
三 位

三輪 英昭
島 正雄
小保方 弘
児島 寅雄
野村
杉浦
高橋
川辺
佐藤
渡辺

将棋

隆一
義郎
勝海
信義
悦郎
信夫（敬称略）

「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。

囲碁
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長泉町ボランティア連絡会
団体名：

声のサークル あけぼの

昭和 56 年頃、視覚障がいのある方々から「町の様
子を知りたい」との声があり、町の広報紙を録音した
「声の広報」を作成することになりました。
初めは、広報担当者が録音していましたが、ボラン
ティアの方々が録音に参加していただいたことをきっ
かけに、この「声のサークルあけぼの」が発足しました。
昭和 57 年設立以来、長泉町広報紙「広報ながいず
み」や議会だより、福祉ながいずみ、生涯学習だより
などの音訳活動を行っています。
また、福祉大会、福祉健康まつり、自治功労者表彰

式の司会や、昨年実施され
た長泉町長選挙、長泉町議
会議員選挙では、初めて立
候補者の公報を音訳させて
いただくなど、様々な活動
を行っています。
現在 11 名の会員で活動
していますが、この活動に
興味のある方はぜひ一度、
録音の様子を見学にいらし
て下さい。
問合せ：長泉町社会福祉協議会

小地域福祉活動
新屋町上区
新屋町上区では毎年 6 月と 10 月の清掃の日に、子
供会といずみ会（シニアクラブ）の協力の元、区内の
清掃と花植えを行っています。花は役場から 6 月は
ベゴニア、10 月はナデシコをもらい区内の街路樹と
公民館に植えています。子供たちには看板を作っても

竹原区

ほのぼのサロン

☎988－3920（担当：尾崎）

活動報告

らい、大人たちはその間に雑草を取り、土の入れ替え
を行います。看板ができたところで記念撮影。その後
花を植えて、看板を立て、水やりを行います。最近で
は子供の参加率が上がり、看板の数が増えたため設置
場所に困る状況です。
今後も各団体と協力しながら、環境美化に努めてい
きたいと思います。

ほのぼのサロン

竹原区では、
「ほのぼのサロン」と称して、フラワー
アレンジメントづくりと文化祭出展、クリスマス会、
南幼稚園の子供たちとの交流などのサロン活動を実施
しています。長年 1 人暮らしの高齢者を対象に活動
してきましたが、昨年、
今年と 65 歳以上のすべ
ての区民を対象に門戸を
広げ、活性化を図ってお
ります。
また、昨年度から、高
齢者の居場所づくりとし
て、毎週公民館を会場に
「いっぷく停」を開店し
ています。そこでは、お

団体紹介

と

いっぷく停

茶やコーヒー等をいただきながら、「健康麻雀」や料
理談義などの「おしゃべり」を楽しむ人たちで賑わっ
ております。
竹原区福祉部会 髙橋知仁

いっぷく停

社会福祉協議会は、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしています。

♥ ♥
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♥ ♥ ♥

やさしい心ありがとう

♥

♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥

○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、青野孝廣、池本いづみ、井出さよ子、
岩崎和子、臼井麻希、内田みどり、梅原敦子、遠藤美樹、遠藤八重子、
大内キミ、大島りつき、大島遼生、小笠原マサエ、奥田久美子、
加藤房子、加藤由美子、金刺里美、金刺照子、佐々木耕治、
佐々木泰代、佐藤愛海、沢田和則、椎田ます江、島正雄、
スマイルクラブ、髙野キヨ、田口鈴代、武田登、田代光子、土屋宣子、
長泉町武術太極拳連盟、中野正則、中山茂男、西島正隆、早津知子、
保坂恵美子、増田明美、三浦尚子、水口きみ江、目黒和子、山光ビル、
山本清志、米原敏子、若林大将、脇屋稔子、渡辺千鶴子、渡辺昌代
その他匿名 17 名（敬称略）

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

○寄付金、寄贈品
長泉町産業祭運営委員会
（敬称略）

委員長

渡邉隆司
1 月5 日～ 1 月31 日に福祉会館に寄せられた食品は、
2 月9 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。

ご厚志に深く感謝申し上げます。
（平成30年１月１日～平成30年１月31日）

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」

確定申告の時期になってきました。
まず「税金」の手話です。

（消費税）

（税金）

基本的に「お金」
わかりますね。
右手の親指と人差し指で
輪を作る

「お金」の手話を手前に
半回転させて伸ばした
指先を自分に向ける

情 報 コ ー ナ ー
傾聴
（お話相手）サロン

『ふらっとサロン』ご案内
と

き：3 月 23 日（金）
13：30～15：00
（毎月第 4 金曜日）

と こ ろ：福祉会館
参 加 費：無料

右手を前方に出しながら
手を広げる

「お金」の手話を前に向けた
左手のひらで指先に向け
２回滑らせる

お金を出すように
しなさい

「（お金を）使う」の手話
→

というイメージ

ボランティア活 動 保 険 をご存じですか ？
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。
▶ボランティア活動中に足をけがしてしまった。
例
▶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）
ボランティア活動保険

年間保険料

（平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日）

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）
申し込み：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）

タイプ

Ａプラン

Ｂプラン

基本タイプ

350 円

510 円

天災タイプ

500 円

710 円

（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

※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。

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 大和印刷㈱

