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発行／社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会

この社協だよりには皆様からいただいた社協会費が使われています。

伊豆の国市社会福祉協議会
公式イメージキャラクター「いずのん」

い ず の く に しい ず の く に し

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、社協だよりに掲載しているイベント等が中止･延期となる場合があります。※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、社協だよりに掲載しているイベント等が中止･延期となる場合があります。※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、社協だよりに掲載しているイベント等が中止･延期となる場合があります。
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毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30  毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30   
４月スタート！　4/8、4/22、5/13、5/27  ４月スタート！　4/8、4/22、5/13、5/27   

ふくしの部屋ふくしの部屋社協の社協の
ラジオラジオ

伊豆の国市伊豆の国市
社会福祉協議会社会福祉協議会

毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30
6/9、6/23、7/14、7/28

ふくしの部屋社協の
ラジオ

伊豆の国市
社会福祉協議会

友達たくさんできるかな～♪

現在のフォロワー
数は189人！
あともう少しで
200人突破です！

InstagramInstagramInstagramでも情報発信をしています！

春の小学生福祉体小学生福祉体験春の小学生福祉体験
室内室内ペタンペタンクに挑戦クに挑戦しよしよう！室内ペタンクに挑戦しよう！



2社会福祉協議会は、皆様の会費で支えられています。本年度もご協力をお願い致します。優 発見しさ ！

事 業 計 画

算予

点重 業事

《基本理念》  市民が支える地域福祉　心温まるいずのくに
～困ったときはお互いさま、住民相互で助け合い、地域で築く明るい社会～

第３次地域福祉活動計画（期間：平成30年度～令和4年度）5年目

①コロナ禍で活動が停滞した
　　　　　　　　　地域支援事業の活性化
①コロナ禍で活動が停滞した
　　　　　　　　　地域支援事業の活性化

②相談援護事業の充実強化②相談援護事業の充実強化

③安心安全の介護福祉サービス事業の提供

伊豆の国市社会福祉協議会

単位：千円

単位：千円

※第３次地域福祉活動計画、事業計画書、
　予算は社会福祉協議会ホームページから
　ご覧になれます。

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他事業等収入
固定資産売却収入
区分間繰入金収入、基金積立取崩し収入
前期末支払資金残高

収　入　科　目 予 算 額

収　入　合　計

6,950
2,060

46,520
103,312
133,668
13,710
4,356

200
15,863
52,510

379,149

　自治会や各種団体と連携し地域の課題に向けた取組
みや誰もが気軽に参加できるボランティア養成講座や居
場所事業の実施、コロナ禍で停滞しているボランティア
活動や地域福祉活動の支援を行います。

地域支援事業の活性化重点事業

　生活困窮者世帯等への貸付や相談支援に合わせ、学習
支援、こども食堂、フードバンク、文具バンク、生活支援商
品券支給、居場所事業等の援護事業を実施し、社会的孤
立や経済的孤立をさせない支援を行います。

重点事業 相談援護事業の充実強化

　感染症予防と対策を徹底し、ご利用者やご家族に安心
安全な福祉サービスの提供と現場職員の健康管理等の
支援を行います。

重点事業 安心安全の介護福祉サービス

令和4年度

法人運営事業
地域福祉事業
受託事業
小口資金貸付事業
福祉サービス利用援助事業
成年後見支援事業
共同募金配分金事業
居宅介護支援事業
訪問介護事業
老人デイサービス事業
障害居宅介護事業
障害同行援護事業
障害特定相談支援事業
韮山福祉センター指定管理事業
韮山地域包括支援センター
生活困窮者自立支援事業

支　出　科　目 予 算 額

支　出　合　計

62,662
11,288
9,598
1,818
5,013
1,679
4,519

47,817
19,038
93,278
8,841
2,694

18,496
33,150
34,932
24,326

379,149



3 優しさ発見コーナーでは、社協会費に２口以上ご協力いただいた企業・団体をご紹介しております。

ひとり親世帯等支援事業 結(ゆい)バンク

社協
の

社協
の

お仕
事

お仕
事社協
の

お仕
事

18歳未満のお子さまがいるご家庭のうち、ひとり親や生活にお困りの世帯
に食料品等をお配りしています！
　　　　　精米されたお米や未開封のレトルト食品、缶詰、調味料、お菓子、
　　　　　ジュース等賞味期限が２ヵ月以上あるもの

主食となるお米やパスタ麺、お菓子などが喜ばれます！
経済的な負担の軽減だけではなく、精神的な負担の軽減に
も繋がっています。

いずのんいずのんいずのん

イチ推し事業ご紹介イチ推し事業ご紹介イチ推し事業ご紹介

相談援護事業 文具バンク

回収窓口／伊豆の国市社会福祉協議会(韮山福祉・保健センター)、くらし相談窓口(市役所大仁庁舎内)

未使用の文具を回収し、必要とする子ども達へお配りし、学習を応援して
います！
　　　　　未使用の鉛筆や消しゴム、ノート、のりなどの文具
　　　　　※開封してあるもの、劣化や色褪せ、臭いがあるもの等は受付
　　　　　　できません。

２Bの鉛筆、ノート各種、無地の消しゴムなどが喜ばれます！
受験勉強や進級進学などに文具が活用されています。

いずのんキッズ事業 キッズふくしポイント
&いずのんガチャ

「見守りネットワーク事業」に取り組んでいます

設置窓口／伊豆の国市社会福祉協議会(韮山福祉・保健センター)

子ども達が身近な福祉に参加し、福祉について考えるきっかけ作りとして
実施しています！
　　　　　18歳未満の子どもが収集ボランティア(牛乳パックや使用済み
　　　　　切手、アルミ缶、未使用の文具)に協力し、窓口に持参。
　　　　　福祉体験に参加等。
　　　　 ３ポイントでいずのんガチャが１回無料！６ポイントでいずのん
　　　　　ガチャ１回無料または、いずのんこども食堂１食無料！

　見守りネットワークとは、安心して毎日の生活を送るために、ひとり暮らし高齢者などへの声かけと見守りを
行う地域住民同士の関係のことです。「安否確認ができる」「生活状況の変化に気づくことができる」など、
日々の安心につながり、変化を感じた際には迅速に対応をすることができます。

生活に変化が感じられた際の対応は、専門職等にご
相談いただけます。普段の何気ない関係性も、形と
なり見える事で安心感が増しますね♪

ひとり暮らしの○さんに声
をかけてくれる人がいる。

安心は、毎日の生活への自
信につながります！

見守ってほしい方、見守れる方を募集します

お問合せ／伊豆の国市社会福祉協議会
　　　　　☎055-949-5818

じた際には迅速に対

心は 毎日の生活への

調子どう？

大丈夫

優 発見しさ ！

地域の安心を
守りたい！

募集内容

募集内容

参加条件

キッズふくし
ポイント

これが

キッズ
ふくし

ポイン
トです



4社協は、子育て支援を強化しています。皆様と共に安心して子育てができるまちを作ります。

お父さん、お母さんの「うちの子の心配ごと」はありませんか？

子育て支援事業子育て支援事業子育て支援事業子育て支援事業子育て支援事業

春の小学生福祉体験 開春の小学生福祉体験 開催！春の小学生福祉体験 開催！ 「次郎さんち」「次郎さんち」ありがとうありがとう「次郎さんち」ありがとう

例えば…

なんだか
持ちにくそう

姿勢が崩れる かくことに
集中できない

持つ力が弱い

●テーマ／『書く・描く』
●第１回／日時：7月   9日（土）・  7月23日（土） 各10：00～11：30
●第２回／日時：9月24日（土）・10月  8日（土） 各10：00～11：30
　　　　　※それぞれ全２回の教室です。また、第１回と第２回は同様の内容です。

●講　師／チームOT伊豆・伊豆の国
●内　容／お子さまの苦手を“楽しい”に変える方法を考えてみましょう。
●会　場／韮山福祉・保健センター　　　
●対　象／市内在園・在学の年中から小学３年生までの親子
　　　　　※４年生以上（高学年）は要相談となります。
●定　員／各回４組ずつ　
●その他／参加費無料、持ち物等は、申込者へ後日ご連絡いたします。

『身近な物で自分のおもちゃを作ろう！』

●日　時／7月12日（火）10：00～11：30
●会　場／韮山福祉・保健センター
●講　師／こどもLab ちあーず  代表 作業療法士佐々木 直美 氏
●内　容／聞こえ方、見え方など体の動きから伝わる感覚の違いにより、生活のしにくさを感じている人が
　　　　　います。これらの感覚と生活の関係について、聞いて、見て、感じ、理解に繋げましょう。
●対　象／市内在住の方、障がいについて関心がある方　●定　員／40名程度　●その他／参加費無料

3/22（火）～24（木）

令和３年度参加者 製作

伊豆の国市社会福祉協議会 055-949-5818お問合せ・申込み

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

多様なおもちゃがあふれる現代に、自分
の手で木を削り飛行機などを作って遊ぶ
楽しさを体験しました。

　市民のあたたかい居場所を提供し
ていた四日町の「次郎さんち」です
が、令和４年４月をもちまして5年に
わたる活動に幕をおろしました。
　これまでにご来場いただいた皆様、
運営ボランティアの皆様、本当にあり
がとうございました。

『室内ペタンクに挑戦してみよう！』
初めは難しそうにしていた児童もペタン
ク連盟の皆さんの熱心な指導でコツを掴
み、上手になっていく姿が見られました。

『学校では教えてくれない防災のいろは！』
災害の恐ろしさを学び、災害VCの皆さ
んと発災に役立つものは何かを考え、新
聞紙でスリッパを作るなどの体験をしま
した。

★道具の使い方教室

★発達障がい支援講座

氏

ぜひご参加
ください！

作業療法士（OT）の
佐々木です。普段は、
健康と幸福を促進す
るために様々な作業に
焦点をあてたサポート
をしています。



5

自分のためや誰かのために活動しているボランティアさんがたくさんいます。
誰もがヒーロー（主役）となり、生きがいを持って輝いています。

知ってください、活動を！ 仲間になろうヒーローズ☆

ボランティアに興味がある方は、社協（055-949-5818）までお電話ください！

I Z U N O K U N I  H E R O E S

ボランティア活動を応援しています。あなたの「得意」や「やりたい気持ち」を地域で活かしませんか？

【募集内容】
●ナップサック（布：横30㎝×縦40㎝・紐：1本約1.5ｍ）
　小物入れ（横20㎝×縦25㎝）、雑巾などのご寄付

●対象：幼児から小学生向け

※布等は在庫がありますので、お気軽にお問合せください。

※マスク・手さげバックは在庫多数により募集を一時中止しています。

団塊世代支援

集まれ！おひさま手芸部 絵手紙ポスト多 世 代
交流事業

テーマ『花』もしくは自由
●募集期間／８月３１日（水）まで

第15弾！

ハガキサイズであれば描き方は問いません。また、切手
は不要で、お子様からどなたでもご参加いただけます。

ポストは韮山福祉・保健センター内の社協窓口にごポストは韮山福祉・保健センター内の社協窓口にご
ざいますのでご来場の際はぜひ投函下さい。ざいますのでご来場の際はぜひ投函下さい。
ポストは韮山福祉・保健センター内の社協窓口にご
ざいますのでご来場の際はぜひ投函下さい。

伊豆の国市社会福祉協議会
韮山福祉・保健センター055-949-5818

回収窓口
お問合せ

お話玉手箱
韮山声のボランティア
朗読ボランティア話の会
彩花（さいか）

災害ＶＣ伊豆の国
ＹＡＭＡＮＥＫО楽舎

民芸衆団奏鳴曲（ソナタ）
江戸芸住吉踊かっぽれ道場
１７ソバの会
楽吟会（らくぎんかい）

ベーレーエンジェルス

手話サークルかえで友の会
ひなげしの会
いずかたつむり

小学校、サロン等で活動
広報の音読、録音、CD配布
民話や昔話の朗読
施設、サロンで歌やお喋り

ボランティアの受入、派遣等
福島県支援やクラフト講座

津軽三味線、施設で太鼓指導
明るく元気な踊りで地域交流
施設等でそば打ちや体験指導
詩吟（俳句・和歌等）の練習・継承

物資支援・復興支援、寄付活動

ろうあ者と共に手話学習
手話学習会、手話教室等
点字本作成、点字指導等

団体名

すこやか会
ボランティア韮の花
なかよし会
いずのんこども食堂応援隊
伊豆するがひまわり号長岡支部
伊豆するがひまわり号韮山支部

傾聴ボランティア伊豆の国
伊豆の国ハーモニカメイツやまびこ
癒しの会 わくわく
花あそび
園芸福祉ボランティアなごみ
いちごちゃん
たんぽぽの会
アオイの会
マジックポケット

長岡地区見守り配食等
韮山地区見守り配食、奉仕活動等
大仁地区見守り配食等
いずのんこども食堂での調理や子ども達の見守り
障がい児者との夢を乗せた列車の旅
障がい児者との夢を乗せた列車の旅

施設・個人宅で傾聴活動
施設でハーモニカの演奏・歌
施設で手足のリラクゼーション
草花を使ったレクリエーション
自然との共生、育てる楽しみ
木曜日午後いちごの里で喫茶店
活け込み、お茶・花指導
順天堂で患者さんのお手伝い
サロン等で手品披露

●年間６回開催される会議への出席
●市内で活動する市民であること
●社協事業への協力 など

※コロナの影響により活動を自粛している団体がございます。

●他団体との情報共有や交流ができる
●活動をPRする場がある
●助成金が交付される(審査・条件あり)

活動内容
高齢者や障がい児者・子どもを支援するボランティア

施設・地域で活動するボランティア

団体名 活動内容
朗読や読み聞かせをするボランティア

災害復興や緊急時のためのボランティア

伝統を継承するボランティア

企業ボランティア

手話・点字を学習・活用するボランティア

ボランティア連絡会に団体登録をすると…
《条　　件》 《メリット》



6社協は、民生委員児童委員協議会の活動を応援しています。地域は民生委員によりやさしく見守られています。

　社協が行っている見守りネットワーク事業や、いきいきサロンなどで民生委員さん
をご存じの方も多いと思いますが、活動の基本は「身近な相談相手、見守り役」です。
担当区域が決められており、定期的な訪問等を通じて高齢者・障がい者・子育て世帯な
どの相談や課題解決のために専門機関への「つなぎ役」になります。
　全国で約23万人が、伊豆の国市では主任児童委員も含め122人が地域の中で活
動・活躍されています。民生委員の任期は１期３年で、大変にやりがいのあるボランティ
ア活動であると言えます。

伊豆の国市民生委員児童委員協議会

～成年後見制度に関する相談先～ (ご相談は無料です)

ただいま活躍中のグループや活動をご紹介します

●韮山地域包括支援センター(韮山福祉・保健センター内)

※月～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15
※火曜日 １０：０0～1６：００

●伊豆の国市成年後見支援センター
(くらし相談窓口 市役所大仁庁舎内)055-949-9213

●大仁地域包括支援センター(プレーゲおおひと内)

※月～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15
0558-76-7311

●長岡地域包括支援センター(いちごの里内)

※月～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15

民生委員さんがスタッフとして
活躍されるサロンの様子

055-946-0692

0558-76-8012

イカしドキッ♥イカしドキッ♥
活かし時活かし時
イカしドキッ♥
活かし時

成年後見制度普及啓発講演会成年後見制度普及啓発講演会成年後見制度普及啓発講演会成年後見制度普及啓発講演会知って
安心！

認知症がある高齢者の方のご相談 障がいのある方のご相談

お悩み解決に向けて
私たちがお手伝いします。
まずはお気軽にご相談

ください。

暮らしを守る「成年後見制度」とは、認知症などにより判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や身上監護
などを家庭裁判所により選ばれた後見人に任せる制度です。
本講座では、その成年後見人等がどのような役割を担っているか、わかりやすく説明します。

●日　　時／６月29日（水）10：00～11：30
●会　　場／①伊豆の国市役所  大仁庁舎  2階  第３会議室
　　　　　　※先着15名。駐車場に限りがありますので、公共交通機関のご利用にご協力ください。
　　　　　　②ご自宅にてオンライン（zoom）での視聴
　　　　　　※定員50名。申し込み受付後に参加IDとパスワードをメールにてお送りします。
●講　　師／山田茂樹司法書士事務所  司法書士 山田 智子 氏
●対　　象／知的障がい又は精神障がいのある方、その方のご家族等
●申 込 み／下記窓口にて申込書をご記入いただくか、右記QRコードよりお申し込みください。
　　　　　　成年後見制度普及啓発講座  URL  https://forms.gle/VumYLXam4BXYUSus5
●お問合せ／くらし相談窓口(市役所大仁庁舎内)  伊豆の国市田京299-6  0558-76-8012

《申込期限６月17日(金)17：15》

演題演題：「成年後見人等の役割とは」「成年後見人等の役割とは」演題：「成年後見人等の役割とは」

現役介護者の皆さん！介護ＯＢの皆さん！ご一緒に集いませんか？

伊豆の国市介護の会伊豆の国市介護の会伊豆の国市介護の会「介護は笑顔と工夫と仲間で」「介護は笑顔と工夫と仲間で」「介護は笑顔と工夫と仲間で」

■日 時／６月20日（月）13：30～15：00・７月19日（火）13：30～15：00
■会 場／韮山福祉・保健センター

介護の悩みや体験談を一緒におしゃべりしながら情報交換をしましょう。

伊豆の国市社会福祉協議会 055-949-5818 事務局

令和
4年度

参加無料



7 社協会費はいつでも受け付けております。あなたの優しさは地域を動かす力になります。ご協力よろしくお願いします。

【マ　ン　ガ】

【文具バンク】
【手　芸　品】
【食　料　品】

【そ　の　他】

おもちゃ図書館開館中おもちゃ図書館開館中！！！！おもちゃ図書館開館中！！
韮山福祉・保健センターに 社協子育て支援事業社協子育て支援事業社協子育て支援事業

い ずのく にし
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10：00～15：30 10：00～12：00

お友達いっぱい集まれ♪
障がいのあるお友達や未就学児のお友達がご利用できます。

1

8

15

22

29

4

11

18

25
会場：韮山福祉・保健センター 
内容：おもちゃ図書館、まんが図書館＆宿題ルーム、
　　　いずのんおもちゃ病院、卓球、いずのんこども
　　　食堂、いずのんこどもファーム（第２土曜日10：30
　　　　～11：30）、子ども発達相談（８月スタート）等 

～土曜日は楽しいことがいっぱい！遊ぶ?
　　　　読書する？ 宿題する？ 過ごし方は君次第！～

感染症の影響により、急遽開館予定が変更となる
場合があります。開館予定の変更は、フェイスブ
ックやインスタグラムにて情報を発信しています。
事前にご確認下さい。

※くらし相談
生活や就労、家計相談 相談支援員月曜日～金曜日  9：00～16：30 ―

※障がい者成年後見相談 成年後見支援センター相談員―

子ども発達相談
発達に対する日常生活上の不安やお悩み 専門相談員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お 知 ら せ コ ー ナ ー
相談日のお知らせ（6月～7月）

会場　韮山福祉・保健センター
         　055-949-5818

相談は市内在住の方を対象としています。司法書士相談、子ども発達相談は予約制です。キャンセルされる場合は速やかにご連絡下さい。

相談の種類 相談日時 予約受付開始日 相談員

福祉総合相談 月曜日～金曜日  9：00～16：30

火曜日 10：00～16：00

― 福祉総合相談員

司法書士相談
成年後見、財産管理、

遺言、相続など
司法書士

6月21日（火） 13：30～16：30 5月23日（月）
7月19日（火） 13：30～16：30
個別の発達相談は8月27日（土）
から開催されます。

6月20日（月）

随時

皆様から寄せられましたたくさんの善意はご趣旨を
活かし有効に活用させていただきます。
【令和4年3月１日～4月30日　敬称略・順不同】

寄付金

【牛乳パック・アルミ缶・使用済切手】物品寄付

あたたかいきもちあたたかいきもちあたたかいきもちあたたかいきもち

※くらし相談、障がい者成年後見相談の会場は、伊豆の国市役所大仁庁舎・福祉事務所です。　　0558-76-8012

・日吉真備　2,230円　　　・阿部三郎　20,000円　　・伊豆長岡ライオンズクラブ　30,000円
・㈱マエダ美化　78,999円　・日蓮宗第４区組内寺院　25,800円　　　匿名６件　116,778円

月7 土曜日の子どもの居場土曜日の子どもの居場所♪土曜日の子どもの居場所♪

毎月第２・４土曜日　10：00～12：00

㈲伊藤商店【特別会費】 匿名２件【賛助会費】社協会費

※6/25（土）は社会福祉大会開催のためお休みです。
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月6

田方地区労働者福祉協議会
会長　杉原波絵

【レトルト食品などをご寄付】

伊豆中央ロータリークラブ

【テントをご寄付】

　いずのんこども食堂 10：00 受付開始　12：00～弁当配布
※予定食数が無くなり次第受付終了。

31
24

　　　　　　　　　　　　　　　　　さとうあさひ　すずきゆめ　川口愛加・紗加　神藤勝子　北島浩子　榊原優心
山口和子　出口浩一郎　小粥敏子　やぶさきみんさ　清皇介　斉藤知恵子　藪嵜秀真　土屋恵美子　武井靜子　
鈴木好恵　渡辺千世美　田代真樹・瑞樹・藍子　萩原千尋　仲田貫一・京二・千恵・八重　久保田加代子　小此木梨沙
赤池真奈　日吉真備　山田麗子　土屋りゅうと　土屋善子　安江範織　土屋れふあ・あいな　逸見のり　鈴木辰典
小川和枝　水野隼介・颯介・結衣　鈴木恵美　鈴木明子　鈴木玲依　大塚玉子　浅田美歩　小早川慶子　山口早苗
お話玉手箱　あゆみ保育園　デイサービスたんぽぽ韮山　ひまわり保育園　㈱エース長岡店　渡邊技巧　
矢田クレーン株式会社　川口明彦税理士事務所　メガネのタニグチ　匿名28件
                  田澤宣洋　匿名１件

　　　　　　小林やす代　小此木梨沙　マックスバリュ伊豆長岡店　匿名６件
　　　　　　杉本光世　髙橋宏美　萩原千尋　鈴木辰典　小此木梨沙　匿名６件
　　　　　　古屋友美　石井政一　竹内孝之　加藤彩乃　加々見敦司　阿部三郎　望月康弘　江戸芸住吉踊かっぽれ道場
伊豆長岡地区民生委員児童委員協議会　マックスバリュ伊豆長岡店
田方地区労働者福祉協議会 会長 杉原波絵
一般財団法人静岡県労働福祉事業協会おおとり荘
㈱大仁まごころ市場　ＮＰＯ特定非営利活動法人フードバンク愛知
匿名14件
　　　　　　榊原優心　原登喜子　鈴木久子　尾崎貞夫
いずかたつむり　伊豆中央ロータリークラブ　伊豆市元村３班
FMいずのくに　匿名５件

※マンガ本の回収にご協力頂きありがとうございました。在庫多数のため、当面の間回収を中止とさせて頂きます。
　再開の際には、社協だより等でお知らせ致します。



後援：伊豆の国市・伊豆の国市教育委員会　協力：伊豆の国市社会福祉法人連絡会・伊豆の国市ボランティア連絡会
主催・お問合せ：伊豆の国市社会福祉協議会　 055-949-5818

〒410-2123 伊豆の国市四日町302-1  韮山福祉・保健センター 
TEL.055-949-5818 FAX.055-949-2540

社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会
●一般会費 ５００円　●賛助会費（一口）１,０００円　●特別会費（一口）５,０００円

　皆様からの会費が地域の充実した福祉を推進するために
役立てられています。
　会費のご協力をお願いします。

社会福祉協議会
会費のお願い

社協会費をありがとう

《おもちゃ図書館》

 毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30   
 ４月スタート！　4/8、4/22、5/13、5/27   

6月25日（土）
長岡総合会館 アクシスかつらぎ 大ホール

13：30～15：30

6月25日（土）
長岡総合会館 アクシスかつらぎ 多目的ホール

受付時間／10：00～11：30

7月16日（土）13：00～17：00

12：15～13：30

伊豆の国市社会福祉協議会 055-949-5818申込み
春の小学生福祉体験
室内ペタンクに挑戦しよう！

［ 第18回 ］
伊豆の国市

福祉・保育のおしごとフェア

社 会 福 祉 大 会社 会 福 祉 大 会

●13：30～式典（地域福祉活動における表彰・感謝状）
●14：20～記念講演『いじめ・障害・ひきこもり ～生きにくい人の支援と合理的配慮～』
               講師：一般社団法人スローコミュニケーション代表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　植草学園大学 副学長・教授　野沢 和弘 氏
                 《経歴》1983年毎日新聞入社、東京社会部でいじめ、引きこもり、薬害エイズ、児童虐待、障害者虐待な
                             どに取り組む。2009年から11年間論説委員（社会保障担当）を務める。内閣府障害者政策委員
                             会委員、東京大学非常勤講師、社会福祉法人「千楽」副理事長など。著書多数。

●対象／市内在住の方　●定員／350名程度　●その他／入場無料
●式典・記念講演／手話通訳付　●駐車場には限りがあります

●未開封のもの
●賞味期限が2ヵ月以上あるもの
●アルコール類、野菜、生鮮食品などは受け付
　けることができません。

【対象の食料】

●参加事業所等／社会福祉法人連絡会、福祉分野の企業 など
　　　　　　　　詳細は社協ホームページ、チラシにて後日お知らせ
●実施協力／静岡県社会福祉人材センター

●日　時／
●会　場／韮山福祉・保健センター ２階 研修室
●内　容／①防災マップを活用した被害想定・避難所運営に関する講義…伊豆の国市 危機管理課
　　　　　②避難所運営 演習 「HUG」………………………………………伊豆の国市 防災指導員
　　　　　③災害ボランティア、災害時の福祉などに関する講義…………災害対応NPO MFP 松山 文紀 氏
　　　　　④災害ボランティアコーディネーター伊豆の国　活動紹介
●対　象／市内在住の中学生以上の方　 ●定　員／先着40名程度　 ●その他／参加費無料

ちょっと聞いてみませんか？福祉のお仕事のこと 社会福祉大会  会場2F受付にて同日
開催

事前予約不要！ 数量限定来場記念品あり！
“フ“フードドライブ”実施実施“フードドライブ”実施

（食料品のご寄付）

ふじのくふじのくに災害ボランティアコーデボランティアコーディネータネーター養成講座ー養成講座ふじのくに災害ボランティアコーディネーター養成講座

上記連絡先か右記QRコードよりお申し込みください。（申込期限６月30日（木）17：15）

受講者に静岡県知事の認定証が交付されます！

社協だより４月号２ページに記載されておりました、仲之台仲よしサロンの開催日程に誤りがござい
ました。正しくは毎月第３火曜日が開催日となります。誠に申し訳ございませんでした。お詫び

職員募集！
就職相談会

地域や家族を
守るための知識を
身に付けて
みませんか？
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