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沼津市成年後見支援センターを開所しました
沼津市より委託を受け、10月1日から「沼津市成年後見支援センター」をサンウェルぬまづ
３階に開所しました。
成年後見制度に関する広報や相談を行い、沼津市民の権利を守るお手伝いをしていきます。
自分自身やご家族など、判断能力の低下等による財産管理や様々な契約について不安を感じる
ことがありましたら、お気軽にご相談ください。
（２ページに成年後見支援センターの紹介を掲載しています）

センター受付窓口

賴重沼津市長
（左）
と工藤社協会長
（右）

本号のもくじ
２ページ

沼津市成年後見支援センターのご紹介

３ページ

相談事業のご案内

４ページ

第27回沼津市社会福祉大会のご報告

５ページ

赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい運動

６ページ

夏休み子ども弁当配食サービスの報告、フードドライブ寄付のご案内

７ページ

小学生福祉体験講座のご報告、傾聴ボランティア講座開催のお知らせ
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サンウェル自主映画上映会のご案内、寄付のご報告

沼津市成年後見支援センターのご紹介
成年後見支援センターはこのような業務を行っています。
成年後見制度に関する広報……講演会、パンフレットの作成、情報発信
成年後見制度に関する相談……制度に関する問い合わせ、専門職（弁護士、
司法書士）による権利擁護相談の実施
市民後見人の支援………………市民後見人の育成、市民後見人からの相談

成年
後見制度
とは…

認知症や知的障がい、精神障がいによって判断能力が不十分な方
を成年後見人等がご本人に代わって支援していきます。預貯金や

不動産の管理などを通じて、ご本人のお金をご本人のために活用
します。また、必要な契約を代理で行い自分らしく生活するお手

伝いをします。その他にもご本人がした契約に同意したり、取り
消したりして、不利益な契約からご本人を守ります。

専門職による権利擁護相談 （相談料は無料です）会場
弁 護 士
司法書士

毎月第１木曜日
毎月第３木曜日

サンウェルぬまづ

13 時〜 16 時まで

13 時 30 分〜 16 時 30 分まで

※１枠 30 分単位での
相談となります。
※対面で法律の専門家が
相談に応じます。
※どちらも事前に予約が
必要です。

あなたの身近な相談先
高 齢 の 方 自分の住んでいる地区の地域包括支援センター

障がいのある方 沼津市基幹相談支援センター（沼津市役所内）

【ご相談・お問い合わせ先】

沼津市成年後見支援センター（サンウェルぬまづ３階）
℡：055‑924‑4455
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相談事業の
ご案内

沼津市社会福祉協議会では、市民の皆さんが抱えるさまざまな生活上の問
題について広くご相談に応じるとともに、適切な生活援助や福祉サービスに
つなげていきます。

福祉生活相談

結婚相談

健康・介護相談

サンウェルぬまづ

サンウェルぬまづ

２階 相談室１

２階 中会議室

℡ 922‑1500

℡ 922‑1500

サンウェルぬまづ
５階 ふれあい交流室
千本プラザ
２階 健康回復訓練室

祝日､休館日を除く
月〜金曜日
10：00 〜 12：00
13：00 〜 15：00
（電話最終受付 14：30）

祝日、休館日を除く
水曜日および
第 2 日曜日
10：00 〜 12：00
13：00 〜 15：00

サンウェルぬまづ
祝日、休館日を除く第１水曜日
千本プラザ
第３水曜日
10：00 〜 12：00

家庭内の心配ごと、悩みご
となど、どんな小さなことで
もご相談に応じます。

結婚を望まれる男女の結婚
問題全般についてご相談に応
じます。
※年３回
（8・11・2月）
に女性
を対象に特別相談会を開催し
ています。

健康や介護についてのご相
談に応じます。

ボランティア相談

育児相談

障害者専門相談

サンウェルぬまづ

サンウェルぬまづ

サンウェルぬまづ

２階 社協事務所内

５階 ふれあい交流室

３階 相談室２

℡ 922‑1500

℡ 922‑1501

℡ 922‑2020

祝日、休館日を除く
月〜金曜日
8：30 〜 17：00
（8：30 〜 9：00 は電話対応のみ）

祝日、休館日を除く

祝日、休館日を除く土曜日
10：00 〜 16：00

ボランティア活動に関する
情報提供や活動への参加、依
頼などについてご相談に応じ
ます。

子育ての相談や支援に応じ
ます。
（保育士の資格を持った職員が
相談に応じます）
子 育 て す る 親 同 士 が 交 流 し、
くつろげる場としてもご利用
ください。

※ 毎 月 第 1・3 金 曜 日（ 1 0 ：
00 〜 12：00）は、沼津市ボ
ランティア連絡協議会役員に
よるボランティア相談を実施
しています。実際にボランティ
アとして地域で活躍して下
さっている方が相談にのりま
す。
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月〜土曜日

（看護師や保健師の資格を持っ
た相談員が相談に応じます）

9：30 〜 16：00
障害者専門相談連絡協議会
の専門員がお話を伺い、情報
を提供したり解決策をいっ
しょに考えていきます。
福祉制度やサービスの情報
提供や利用について
就労に関する相談
家族関係についての相談
受診や健康相談
発達相談や介護相談等

第27回

沼津市社会福祉大会

沼津市と沼津市社会福祉協議会の共催により隔年で行っている「沼津市社会福祉大会」は、
サンウェルぬまづを会場とし、８月20日
（金）の開催を予定しておりましたが、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受け、やむを得ず当日の式典は中止となりました。しかしながら、
今後も地域福祉の理解を深め、お互いに支え合う地域共生社会の実現に向け、新たに４つの項
目を重点施策として推進していくことを掲げました。
◆福祉人材の発掘・育成に努め、人と福祉をつなげる
◆人と地域をつなげ、地域の福祉力を育む
◆福祉サービスの充実強化を図り、人と環境をつなげる
◆ともにつながり、ともにささえあう、元気なまちづくりを目指す
市民のみなさまと共に主体的な福祉活動への参加を行えるよう、一層の努力をしていく所存です。

オンライン記念講演 「注文をまちがえる料理店のこれまでとこれから」
第27回沼津市社会福祉大会の記念講演を９月28日
（火）
オンラインにて配信いたしました。
フリーのプロデューサーとして活躍する小国士朗さん
を講師とし小国さんが取材を通じて介護福祉施設で出会
った出来事をもとに、
「注文をまちがえる料理店」のプロ
ジェクトを実施するに至った経緯、プロジェクト実現に
向けた対話やコミュニケーション、目的の所在について
お話しいただきました。
「社会問題は、社会受容の問題」
でもあると定義した上で、
「まちがえちゃったけど、まぁ
いいか」と許せる受容性により、法の整備の前にも解決
できる部分があるのではないか。これからの共生社会〜ともに生きるということにおいて、地域や
ご近所の受容力が問われてくるということを「注文をまちがえる料理店」という小さなプロジェクト
を通して、みなさんとシェアできたらいいな…とお話してくださいました。

特別福祉功労

社会福祉大会では、社会福祉の推進に貢献された方へ表彰状及び感謝状が
贈呈されます。
「第27回沼津市社会福祉大会」にて対象となられた方を一
部ご紹介します（ご紹介にあたり、敬称は省略いたします。順不同。
）

■社会福祉協力者

■社会福祉事業施設・団体の職員

■保護司

■沼津市社会福祉協議会役員

林榮一、渡邉たづ子、塚本弘
鈴木かよ子、赤井俊彦、青木峯子、三井長次

加藤美奈、小平修、川又恵子、安藤和美
石川三義、榊原昭雄

■民生委員・主任児童委員

石川裕子、西山知津子、森育夫、杉山弥生、城内純子、石原逸雄、荒川継雄、渡邉節子、服部佳世子、
見矢木真智子、芹澤哲枝、伊藤政子、庄司初穂、飯田信廣、飯沼清史、成田玲子、後藤玲子、井原富男、
竹本あゆみ、寺内美千代、渡邉昭、丸山喜惠子、植松昇、村松玲子、土屋英俊、藤原岐子、赤坂きよ、
芹澤友子、大森力男、加藤君子、増山みつ江、鈴木千代子、古地洋子、原田壽代、太田正義、坂本忠雄、
佐藤玲子、梅澤勝枝、山本みつ子、福本朋子、野田重彦、望月薫、大竹志津枝、杉山静江、鈴木りつ子、
市毛伸行、大嶽まさ枝、金子研二、中川文子、江本博勝、山崎まち子、中村繁、一杉和彦、塩崎福代、
田内慧彦、大竹悦子、松浦晃司、生田秀子、野崎典子、石川きわ子、秋山佳代美、山本寧子、教誓淳子、
佐藤重雄、早川信義、後藤恭子、眞野一人、金崎まゆ美、鈴木喜美子、小野郁文、齊藤昭南實、佐藤達一、
石井康雄
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つながりをたやさない社会づくり〜あなたは一人じゃない〜

赤い羽根共同募金運動が
10月1日から始まりました！
期間：令和 3 年 10 月 1 日（金）から令和 4 年 3 月 31 日（木）まで

10月5日
（火）にサンウェルぬまづ前にて、街頭募
金を行いました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、参加規模を
縮小して実施しましたが、皆さまからの思いやりのご
寄付をいただくことができました。ありがとうござい
ました。
本年度は、コロナ状況下だからこそ人と人のつなが
りを大切にし、孤立や孤独をなくす活動を支援するた
めに、共同募金運動を推進していきます。
皆さまの温かいご支援、ご協力をよろしくお願い申
し上げます。

オンラインで手軽にご寄付に
お申込みいただけます。
（赤い羽根共同募金の寄付申込
ページにつながります。）

つながり

ささえあう

みんなの地域づくり

歳末たすけあい運動
共同募金の一環として、
12月1日から31日まで全国一斉に「歳末たすけあい運動」が行われます。
この運動は、市民の皆さまのあたたかい善意をお寄せいただき、年末年始に各地域で行われる

住民参加による地域のささえあい・たすけあい活動の事業で活用されるほか、新しい年を迎える
にあたり、在宅で支援を必要とする方々が明るいお正月を迎えることができるよう支援金として
お届けいたします。

今年もみなさまの心あたたまるご支援をよろしくお願い申し上げます。

※募金受付
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沼津市共同募金委員会（沼津市社会福祉協議会内）

夏休み子ども弁当
配食サービスを実施しました
８月２日（月）から８月 27 日（金）の土日を除く 19 日間、
市内５ヶ所（サンウェルぬまづ、県営原団地、株式会社パソナ、
C＆C センターきぼう、藤井原サロン天の川）にて、学校が夏休みのため
昼食の用意が困難なひとり親家庭等の子どもたちを対象に、
合計約 800 食のお弁当を配布しました。
配布の際には、20 名以上の高校生ボランティアにお手伝いいただきました。
ご協力いただいたボランティアの皆さま、
お弁当を作っていただいた業者の皆さま、
ありがとうございました。
お弁当には毎日職員手作りの「なつやすみ
子どもべんとう今日のクイズ」がついて
いました。正解できたかな？

フードドライブにご協力ください

ご家庭で余っている食料を、支援団体を通じて食べるものがなく困っている方へ届ける寄付
運動にご協力ください。

期 間
ところ

令和４年１月４日
（火）〜１月３１日
（月）
サンウェルぬまづ 2 階、沼津市役所正面入口
市民窓口事務所 他

○回収している食料
賞味期限が2ヵ月以上あるもの

常温で保管ができ未開封のもの

× 回収できない食料
賞味期限が記載されていないもの
お酒・ビール等アルコール分を含む飲料や食料品
健康食品・介護用食品・サプリメント
もち米
防災用保存水
8/1 〜 8/31 にサンウェルぬまづで実施しましたフードドライブでは、161kg の食品が集まりました。
これらはすべてフードバンクふじのくにへ大切に送らせていただきました。
ご協力いただきました皆さま、誠にありがとうございました。
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小学生福祉体験講座を開催しました
７月 27 日サンウェルぬまづにて小学生福祉体験講座「あつまれ福祉探険隊！」を開催しました。
「福祉」について興味を持ち、自分たちができることを自分たちで考えてもらうことを目的とし
て開催しており、市内の小学校３〜６年生までの 19 名が体験学習しました。

第一部

バリアフリー探し

バリアフリーについて学習後、館内 1 階、2 階を 4 つのグルー
プに分かれて、どんなところがバリアフリーなのか館内を探検し
ました。
バリアフリーの該当箇所を全てのチームが時間内に見つけるこ
とができました。

第二部 車イスに乗りパラリンピック種目「ボッチャ」体験
静岡県障がい者スポーツ指導者協議会理事である猪浦玲子先生と
稲葉徹先生に指導していただきました。
最初に車いすの広げ方、たたみ方、ブレーキのかけかたを学び実
践しました。
その後、ボッチャのルールを学び試合を行いました。足の不自由
な人や目の見えない人、手が不自由な人の立場になって行うボッ
チャは、障がいについて考える機会となりました。
参加した児童からは、「自分の周りに困っている人がいたら助けたい」「身近なバリアフリーにつ
いてたくさん見つけてみたい」「パラリンピックスポーツについてもっと学びたい」などの意見があ
り、福祉に対して理解が深まったことが伺えました。
今回の講座を通して、心のバリアフリーや共生社会について、みんなでできることを学習できま
した。
講座を通じ、福祉活動について興味や関心をもち、相手の気持ちを理解し、思いやりの心をもっ
ていただければと思います。

傾聴ボランティア講座を開催します
相手の話を聴くことで、心の負担が軽くなるよう手助けをするボランティアを養成するための講座で
す。
自分が持っている力とゆとりの時間を、社会のために役立てたいという方のご参加をお待ちしてい
ます。実際に活動されている傾聴ボランティアの方にご講演いただき、傾聴のロールプレイ等を交えて
実際に体験していただきます。
ボランティアの方との座談会も予定しております。
コロナ感染対策の為、
会場にお越しいただく人数は制限させていただきますが、
オンラインでの参加が可能です。
開催日

時間

12/9
（木） １3：3０〜１５：3０
●と こ ろ
●対
象
●定
員
●申込方法
●参 加 料

• 傾聴ボランティアの概論
• 傾聴の実践
• 傾聴ボランティア「うさぎ」活動紹介、座談会

他

サンウェルぬまづ 4 階 多目的ホール Web 開催（ZOOM）
初めて講座に参加される方
会場20名
Web 参加20名（先着順）
11月22日
（月） ９時から電話またはメールにて申込
なし

問合せ（福）沼津市社会福祉協議会
TEL：055‑922‑1500
FAX：055‑922‑1502
Mail：info@numazu‑shakyo.jp
7

内容

傾聴ボランティア「うさぎ」は、サンウェルぬまづでも傾聴ボランティア
活動を行っています。お気軽にお越しください。
（毎月第 3 木曜日 13：30 〜 15：00、サンウェルぬまづ 3 階ボランティア活動室前）

サンウェルぬまづ

映画「うまれる」

オンライン自主上映会 開催のお知らせ

映画『うまれる』は、
「子供は親を選んで生まれてくる」という脳内記憶をモチーフに、命を見つめる
４組の夫婦の物語を通して、自分たちが生まれてきた意味や家族の絆、命の大切さ、人との繋がりを考える
ドキュメンタリー映画となっております。（放映時間：104 分）
と
対

き：12 月 21 日（火）から 27 日（月）の間
象：オンライン環境が整っている人
※Vimeo という動画配信サービスに登録しての視聴となります。
定 員：100 人 ※申込多数の場合は抽選
視聴料：無料
申込方法：往復はがきに「氏名」「住所」「電話番号」「映画うまれる係」と
記入し郵送 ※12 月８日（火）消印有効
※当選者には、入力コードを往復はがきに記入して返送します。
コード入力後、72 時間視聴が可能です。
問合せ・申込先：サンウェルぬまづ

指定管理者 ( 福 ) 沼津市社会福祉協議会〒410‑0032

沼津市日の出町 1‑15

品物のご寄付をいただきました
㈱明電舎沼津事業所様より、地域への福祉貢献のために
「そのまま食べられる非常食セット３日分」を 915 セット
ご寄付いただきました。これらは児童福祉施設や老人福祉
施設、自立相談支援センターなど市内 12 施設や団体に配
布しました。

やさしい心をありがとうございます （令和3年7月1日〜令和3年10月15日）
お金のご協力
♥ユニー㈱ピアゴ香貫店 様（19 回目） ♥妙覚寺 様（2 回目） ♥㈲竹榮亭 毎日牧場 様
♥山本 誠 様（22 回目） ♥山本 幸栄 様（15 回目） ♥小林 智江子 様 ♥匿名 6 件

品物のご協力
♥アスルクラロ沼津 様 ♥社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会 様 ♥㈱高松電機 様
♥ひまわり号を走らせるわいど沼津実行委員会 様 ♥高木 裕子 様（4,5 回目）
♥フットサルコート・テリフィック 代表 藁科 道昭 様 ♥㈱明電舎沼津事業所 様 ♥西光寺
♥匿名 19 件

様

※社協だより 169 号 (8 月 15 日号 )6 ページにおきまして誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
品物のご寄付記事 1 行目「誤：㈱東海トヨタ自動車様 → 正：㈱静岡トヨタ自動車様」
品物のご協力 2 行目「誤：♥藤川 勝也矢 様 → 正：♥藤川 勝矢 様」

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）

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。
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