
社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会
〒 410-0032 沼津市日の出町 1-15
サンウェルぬまづ（ぬまづ健康福祉プラザ）内

E-mail　info@numazu-shakyo.jp

サンウェルぬまづ

E-mail　 info@n-plaza.jp発行部数◆82,000部

ぬまづぬまづ

社協だより社協だより
ふれあいねっとわ～く　2021. ５.15 号　No.168

　令和 3年 3月24日（水）に、全国キッチンカー事業振興協会の協力により、サンウェル西側
（学園通り）のデッキにて、「キッチンカー」によるホットドッグとコーヒーの販売を行いました。
　スタッフは特別支援学校に通う子どもたちで「色員（いろいん）さん」と呼ばれています。
　このイベントは職業訓練も兼ね、子どもたち一人ひとりが調理係、接客係、案内係など決
められた役割を頑張って取り組んでいました。
　※ホットドッグは、準備した 30個が 30分で完売しました。

【イベント内容】【イベント内容】

令和３年３月２４日（水）に
サンウェルぬまづ社会貢献推進事業

～キッチンカーによる社会貢献活動の紹介！～
を実施しました

令和３年３月２４日（水）に
サンウェルぬまづ社会貢献推進事業

～キッチンカーによる社会貢献活動の紹介！～
を実施しました



会場の利用方法、運営ボランティアについてのお問い合わせはサンウェル管理事務所まで
（℡.055-922-2020　FAX.055-922-1502）

「ぬまづ健康福祉プラザ サンウェルぬまづ」を利用してみませんか？

●会議室を利用したいのですが、申し込みはどのようにしたらよいのですか？

●借りられるのはどんな会場で、料金はいくらですか？

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用人数は定員の半分以下に制限しておりますのでご了承ください。

①２階ぬまづ健康福祉プラザ管理事務所（サンウェルぬまづ）で手続きをします。
　団体として登録します。（個人での登録はできません）
　団体の規約、会則等活動内容がわかるもの、代表者の名刺等をご用意ください。
　利用登録の可否の審査は１週間程度要します。※営利・商業活動はできません。
②使用承認申請書を記入します。
　使用日の６ヶ月前から窓口にて受付けます。
　※仮予約は FAXまたはインターネットでも受付けます。10 日以内に本申請を
　　してください。
③会場使用料を金融機関で支払います。
　申請時にお渡しする「納入通知書兼領収書」の記載の期限までに金融機関の窓口
　で使用料を収めていただきます。※一度納付されたものは還付できません。
④利用当日、プラザ使用承認書、利用許可通知書と共に領収印のある「納入通知
　書兼領収書」を事務所に提示した後、会場の利用ができます。 

４階多目的ホール

２階健康増進ルーム

２階OAルーム

２階調理室

サンウェルぬまづ運営ボランティア募集！
　サンウェルぬまづでは、健康づくりと地域福祉を推進する拠点施設として市民と施設管理者との協働に
よる運営を目指しており、その運営のお手伝いをしていただくボランティアを募集しています。

サンウェルぬまづ内のイ
ベントにおける一時託児
や、５階ふれあい交流室
運営のお手伝いをしてい
ます。

④託児ボランティア

運営ボランティアの活動
情報誌や 2F 福祉図書
コーナーの管理をしてい
ます。

②情報・展示ボランティア

サンウェルぬまづの花の
水やり等、緑化スペース
の管理や整備をしていま
す。

③緑化ボランティア

おもてなしの心でサン
ウェルぬまづに関する案
内や受付をしています。

①受付・案内ボランティア

2

名称（定員） 午前 午後 夜間
9:00～ 12:00 13:00～ 16:30 17:30～ 21:30

大会議室（100人） 3,660円 4,190円 5,230円

中会議室（18人） 830円 940円 1,040円

小会議室１・２（各８人） 410円 520円 620円

OAルーム（16人） 1,040円 1,360円 1,570円

調理室（16人） 1,040円 1,570円 2,090円

健康増進ルーム（25人） 1,040円 1,570円 2,090円

多目的ホール（300人） 8,380円 10,470円 12,570円

展示スペース（１階） 無　　　料



ふれあい交流室直通　℡.055-922-1501　HP：http://ｗｗｗ.ｎ-plaza.jp

ふれあい交流室
　ふれあい交流室は、乳児から高齢者までがいつでも安心して、集いふれあえる室内公園施設です。
市内が一望でき、晴れた日には富士山が見えます。お気軽に遊びに来てください。

●午前 ９:30 ～ 11:30（受付 9:15 ～）
●午後 13:30 ～ 16:00（受付 13:15 ～）
　（11:30 ～ 13:30 室内の消毒につき入場はできません）

☆利用時間

●保育士が育児に関する様々な相談にのります。
　お気軽に声をかけてください。

☆育児相談

●芝生ひろば（遊具・乗り物）　●授乳スペース
●赤ちゃんコーナー　
●玩具（小学生遊具もあります）
●図書コーナー
　※玩具と図書は貸出できるものがあります
●シニアコーナー　大人向け手作り小物

☆設　　備

●毎月第３月曜日（祝日の場合はその翌日）
　日曜日、年末年始

☆休 館 日

新型コロナウイルス感染拡大防止等の状況により内容が変更になる場合があります。

５階

《イベント》
　乳幼児の親子、子育て中の母親、小学生、シニア等
さまざまなイベントを企画しています。詳細について
は５階フロアーをはじめ館内に掲示してあるポスター
やホームページをご覧ください。

《シニアコーナー》
子どもたちの賑やかな声や笑顔を見ながら
くつろぎの場としてお気軽にお越し下さい。

※ご利用の際は、ご予約をお願いします。
※都合により実施できない場合があります。

アッスルタイムの様子

見本はふれあい交流室
に展示してあります。
お気軽に見学にいらし
てください。

NEW アッスルタイムが始まります
プロサッカーチーム J３『アスルクラロ沼津』
の選手がふれあい交流室にやって来ます。
親子とのふれあいや簡単な体操などを行い
ます。

日　時：毎週火・水・木曜日　13:30 ～ 16:00
場　所：サンウェルぬまづ 5階　ふれあい交流室
内　容：親子とのふれあい&さっさかエクササイズ など

対　象：大人の方 
　　　　（お子様連れの時はご遠慮ください）
時　間：9:30 ～ 11:30 ／ 13:30 ～ 16:00

時　間：平日 ①13:30 ～ 14:00
　　　　　　 ②14:30 ～ 15:00
人　数：1回 2名まで
内　容：押し絵、小物入れなど、牛乳パック・新聞紙・
　　　　 和布などを使って簡単にできるもの
参加費：無料

☆小物づくり　１日 1回ご利用できます。

※アッスルタイムへの申込みは必要ありませんが、
　ふれあい交流室の利用時間、利用方法をご確認
　ください。

×
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●各日各時間ともに先着 14組程度（親子 30名程度）
　※どなたでも自由にご利用いただけます。

☆利 用 者

※小学校 2年生までのお子さんは、保護者同伴でご利用
　ください。保護者の方が館内を利用される場合、小学
　校 1・2年生は付添いなしで利用できます。 
　但し、受付は保護者の方が行ってください。

※入場受付は、利用開始時間の 15分前より 2階西側
　エレベーター横で行います。
　検温・チェックリストの記入をお願いします。
※1家族 1日 1回（家族間での人の入れ替えはできません）
※3歳以上の方はマスクの着用をお願いします。
※体調の優れない方のご利用はお控えください。



令和３年度　沼津市社会福祉協議会事業計画

社協の組織が新しくなりました

千本ホームヘルプケアマネジメントセンター

サンウェルぬまづ

千本プラザ

千本居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

千本デイサービスセンター

千本包括支援センター

介護福祉係

地域福祉係

総務企画係
福祉企画課

介護支援課

会
　
　長

常
務
理
事

事
務
局
長

施設管理課

障害者相談支援事業所 ※新設

生活支援センター ※新設

介護支援課 施設管理課

福祉企画課 生活支援センター
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高齢者福祉対策
• 老人居宅介護等事業の実施　 •老人デイサービス事業
• 地域包括支援センターの運営　 • ぬまっつ（高齢者居場所カフェ）の運営ほか

公益事業
• 千本プラザの企画、運営
•サンウェルぬまづの企画、運営

障がい者福祉対策
• 障がい福祉サービス　 •相談支援事業の実施　ほか

地域福祉活動の推進
• 地区社会福祉協議会への支援と
　連携強化
•福祉教育の推進・支援
• 生活支援体制整備事業の推進 ほか

児童福祉対策
• こども会等児童・青少年団体
　への援助
•ひとり親家庭等生活向上事業
　の実施　　　　　　　　ほか 福祉総合相談事業の推進

• 各種相談（福祉生活・結婚・
　健康・介護相談）の実施
　　　　　　　　　　　　ほか

低所得世帯の福祉対策
• 生活福祉資金、くらしの資金等
　貸付事業
•高額療養費支払資金貸付　ほか

権利擁護事業の推進
• 日常生活自立支援事業の実施
•市民後見推進事業の実施
•法人後見の受任

ボランティア活動の推進
• ボランティアの養成と各種講座
　の開催
•ボランティア活動団体への
　助成・支援

共同募金運動の推進
• 赤い羽根共同募金運動
•歳末たすけあい運動



※賛助会員については、沼津市社会福祉協議会事務局でいつでも受け付けています。
　また、普通賛助会員と特別賛助会員については、６月を強化月間としてお住まいの地域の
　民生委員・児童委員さんを通じてもお願いに伺いますので、ご協力よろしくお願い申し上
　げます。

　皆さまからの会費は、地域福祉活動の推進等、沼津市社会福祉協議会の
各種活動に役立てられるほか、社会福祉協議会の運営活動費として地域の
福祉活動に還元されます。
　日常生活のちょっとした困りごとのお手伝いをする「ちょいてつサービス」
事業など、さまざまな福祉事業に活かされています。
　少子高齢社会などの社会的課題について、福祉事業をより充実させていくため、個人、
企業、福祉事業所、団体等の皆さま方に、沼津市社会福祉協議会の会員としてご支援くだ
さいますようお願い申し上げます。

45 年以上特別賛助会員としてご協力いただいている団体・企業の皆さま

✿足立会計事務所　様　　      ✿学校法人 加藤学園　様　　      ✿㈱槙島総建　様
✿佐政水産㈱　様                  ✿芝原製作所　様　　　　          ✿スルガ銀行 沼津港支店　様
✿ネッツトヨタ静岡㈱　様　　✿蓮光寺　様
　　　　　　　　　　　　　　（五十音順、掲載を希望しない団体・企業は掲載しておりません）

一般会員
（１世帯）

◇年額　200円
※一般会費については、毎年自治会を通じ、ご協力をお願いしています。

賛助会員
◇普通賛助会員　年額 1,000 円以上 5,000 円未満　
◇特別賛助会員　年額 5,000 円以上
◇福祉事業会員　年額 5,000 円

（福）沼津市社会福祉協議会　会員加入のお願い

沼津市社会福祉協議会　予算令和３年度
　令和３年度の予算が決定しました。市民の皆さまや関係団体の方々と協力していきながら、「とも
につながり、ともにささえあう、元気なまちづくり」暮らせるまちづくりの実現のために様々な活動を
展開してまいります。

収入内訳　合計 743,898千円 支出内訳　合計 743,898千円

受託金収入
285,097千円
（38.3%）

介護保険収入
216,562千円
（29.1%）経常経費

補助金収入
61,581千円
（8.3%）

会費収入 
20,072 千円
（2.7%）

障害者福祉
サービス等
事業収入
16,495 千円
（2.2%）

貸付事業等収入
10,302 千円
（1.4%）

事業収入
7,314 千円
（1.0%）

本部拠点
190,067千円
（25.6%）

介護福祉拠点
252,855千円
（34.0%）

千本プラザ
受託経営事業拠点
88,332千円
（11.9%）

ぬまづ健康福祉プラザ
受託経営事業拠点
124,858千円
（16.8%）

不動産管理
事業拠点
211千円
（0.0%）

当期末支払資金残高
87,575千円
（11.8%）

寄附金収入　3,411千円（0.5%）
負担金収入
539千円
（0.1%）

その他の収入
122,525千円
（16.5%）

※パーセンテージは小数点第2位で四捨五入。合計の端数は「その他の収入」及び「当期末支払資金残高」で調整。
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品物のご協力
♥㈱パソナ　様　♥羽賀 芳美　様　♥中井 健隆　様　♥高木 裕子　様　♥㈱関電工　様　
♥遠藤 志津子　様　♥Casa de Amigos 代表 高原 シズコ　様　♥ほっとカフェ文化村　様　
♥石川 直朗　様　♥大樹生命㈱ 静岡支社　様　♥㈱セブン-イレブン・ジャパン　様
♥沼津地区労働者福祉協議会　様　♥（特非）報徳食品支援センター　様　♥沼津市立看護専門学校　様　
♥杉本 万千　様　♥齋藤 明美　様　♥東静岡ヤクルト販売会社従業者一同　様　
♥千本ハーモニカクラブ・沼津ハーモニカクラブ　様　♥匿名　17件

利用料金・条件等の詳細は（福）沼津市社会福祉協議会に
お問い合わせください。℡:055-922-1500

　ちょいてつサービス事業とは独居世帯・高齢者世帯が
抱える日常生活の「ちょっとした困りごと」に対して地域
住民が主体となり助け合いをする仕組み（有償ボランティア）
です。利用はチケット制になっており、チケット1枚につき、
30分の活動を提供します。（チケット購入は10枚1組3，000円
となります。また賛助会員にご加入ください）

ちょいてつサービス事業を実施しています！

職 員 が 手 分 け し て 梱 包 し ま し た

～ひとり親等家庭生活向上事業～

コロナ禍の中、子育てを一生懸命頑張っている皆さまへ
生活応援グッズを配布しました。
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お金のご協力
♥沼津駿東遊技場組合　様（8回目）　♥ボーイスカウト沼津第４ベンチャー隊　様　♥上柳 靖　様
♥国際ソロプチミスト駿河　様　♥沼津市赤十字奉仕団　様　♥沼津市立沼津高等学校 福祉委員会　様（6回目）
♥沼津市グラウンド・ゴルフ協会　様（18回目）　♥柏葉尾シルバークラブ　様（3回目）　
♥㈱大成　様（15回目）　♥千本ハーモニカクラブ　様（2回目）　♥山本 陽仁　様（8回目）
♥戸田地区社会福祉協議会　様　♥匿名　7件

やさしい心をありがとうございます
（令和2年12月16日～令和3年3月31日）

大切なご家族様の御葬儀を
　　　心を込めてお手伝いさせて頂きます

お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください
ご相談・御見積無料　☎0120-928-935（24時間対応）

お礼のお手紙がたくさん届きました
　令和 2年度より「こどもの居場所」を開始して以来、市内外の企業様、個人の皆さまより
「沼津市の子どもの達の為に役立ててほしい。」と、多くのお金や食材・日用品などのご寄付
をいただきました。
　そこで、コロナ禍で厳しい状況の中、子育てを一生懸命に頑張っている世帯に、ご寄付い
ただきました品物の一部を郵送にてお配りしました。
　※コロナ特例貸付に相談に来られた 18歳未満の子供がいる世帯を中心に、約 150 世帯に
　　郵送及び配布しました。
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この社協だよりには、赤い羽根共同募金の助成金が使われております。

第27回　沼津市社会福祉大会

　市民の皆さまの主体的な福祉活動への参加推進や福祉意識を高めていただくために、沼津市との
共催で第27回沼津市社会福祉大会を開催いたします。大会では、社会福祉に対し多年にわたり功績
のありました方々に感謝の意を表し、表彰状と感謝状を贈呈します。
　また、記念講演では、ＮＨＫのドキュメンタリー番組制作につとめ、現在フリーランスのプロ
デューサーとして活躍している小国士朗さんをお招きし、認知症の人がホールスタッフをつとめる
「注文をまちがえる料理店」についてお話しいただきます。

開 催 の お 知 ら せ

と　き：８月 20日（金）　開場９:00　　開会９:30
　　　　＊記念式典
　　　　＊記念講演「注文をまちがえる料理店のこれまでとこれから」
　　　　　　　講師：小国 士朗 氏
ところ：ぬまづ健康福祉プラザ（サンウェルぬまづ内）

そうだ！もう一度介護やってみようそうだ！もう一度介護やってみよう
ヘルパーの資格はあるんだけど…
以前は介護の仕事をしていたんだけど…

　ハッピーシニアを目指し、社会参加で介護予防！
　そのために必要なことは、「自分探し！」、「やること探し！」、
「仲間探し！」三つの要素の探し方を各種ワークショップを通し
て考えます。

　地区センター等の高齢者の集まる場所で、介護予防体操の指導やサポートをして頂く人を養成する講座です。
講座修了後にボランティア登録をして頂きます。

働きたいけど、「知識や
技術」が不安な方
働きたいけど、「知識や
技術」が不安な方

●と 　 き：６月 12日（土）10:00 ～ 12:00
●と こ ろ：千本プラザ　地階多目的ホール　
●内 　 容：現役ヘルパーの体験談や最新の福祉
　　　　　　用具を使用しての介護技術体験
●講 　 師：（福）沼津市社会福祉協議会
　　　　　　訪問介護事業所職員
●対 　 象：ヘルパー２級及び３級、介護福祉士、
　　　　　　初任者研修等の有資格者で介護の技術
　　　　　　を改めて学びたい方。資格を活かし、
　　　　　　空いた時間に働きたいと考えている方
●定 　 員：15人（先着順）
●持 ち 物：筆記用具・動きやすい服装
●申込方法：電話にて申込み

●と 　 き：6月 25日（金）、7月 2日（金）、
　　　　　　7月 9日（金）すべて 13:30 ～ 16:30
●と こ ろ：千本プラザ　2階　大会議室
●講 　 師：NPO法人静岡団塊創業塾
　　　　　　原田 和正 理事長
●対 　 象：概ね 60歳以上の沼津市民で、
　　　　　　全日程参加できる方
●定 　 員：２0人　　●参 加 費：無料
●持 ち 物：筆記用具、マスク
●申込方法：電話にて申込み（先着順）

セカンドライフセミナーセカンドライフセミナー

健康体操サポーター養成講座健康体操サポーター養成講座

受講者募集！申込・問合せ先：（福）沼津市社会福祉協議会　介護福祉係
　　　　　　℡.055-962-6260　055-962-5932

●と こ ろ：千本プラザ　軽運動室　　●対 　 象：市内に住む概ね 55歳以上で、全回受講できる人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医師から運動を禁止されている人を除く）

講義：介護予防の重要性について・体操指導
日　時 内　容

体操指導
体操指導、振り返り
地域のサロンへ見学実習

9時30分～11時30分
9時30分～11時30分
9時30分～11時30分
10時～11時30分

6月25日(金)
7月 2日(金)
7月 9日(金)
7月14日(水)

◆一般の方に向けて、記念講演は、後日配信にて放映します。詳細は、次号（8/15 号）にて
　お知らせいたします。

●定 　 員：15人
●申込方法：電話にて申込み（先着順）
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