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富士宮ライオンズクラブ
富士宮中央ライオンズクラブ
富士宮芙蓉ライオンズクラブ

と災害時連携協定
　を結ぶ

災害時のボランティア本部との連携を
　富士宮ライオンズクラブ、富士宮中央ライオンズクラブ、富士宮芙蓉ライオンズクラブと富士宮市
社会福祉協議会は、令和３年６月24日、富士宮市総合福祉会館で、「自然災害発生時における災害ボラ
ンティア本部支援に関する連携協定」を締結しました。
　この連携協定は、自然災害発生時において富士宮市社会福祉協議会が運営する災害ボランティア本
部に対し、必要な設備及び資機材の提供をはじめ、ライオンズクラブの会員が有する専門性等を活か
した人的支援等を行っていただくことを定めたものとなります。
　この協定をきっかけとして、四者の連携をさらに深めていくとともに、大規模災害時において被災
者の方々に対し、効果的な支援活動が行えるよう体制強化を図っていきます。
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市内全地域で第２層協議体が始動（　　　　 ）富士宮市生活支援
体制整備事業

　本事業は、高齢者が住み慣れた地域で安心して
自分らしく暮らせることを目的に、住民どうしの
支えあいなどの支援について話し合いを行う場
として『第２層協議体』を設置。地域に住むさまざ
まな立場の人たちとともに話し合いを重ね、支え
あいの地域づくりを進めてきています。
　令和３年７月16日に上野地区・北山地区協議
体、７月28日に白糸地区・上井出地区協議体が
第１回目の会議を行い、市内に設置されている6
協議体のすべてが動き始めました。
　本年度の活動目標として、⑴生活支援ニーズ
の把握及び生活支援ニーズや既存の社会資源の

　令和３年６月26日、富士宮市総合福祉会館安藤記念ホールで、「令和３年度の表彰状・感謝状贈
呈式」を開催しました。
　福祉事業功労者及び多額の浄財を寄せられた方へ以下のとおり表彰させていただきました。情報交換、見える化の推進（地域資源マップの発

行等）、⑵介護予防を目的とした住民主体の通い
の場づくり、⑶生活課題の解決に向けた取組の
調整（生活支援活動及び仕組みづくりの検討）を
掲げて、各協議体の地域性を考慮して、事業推進
を図っていきます。
　5年後、10年後に『住みやすい環境になった。』
と思える支えあいや助けあいの地域づくりを進
めていきます。
　今後も地域の皆さんの事業へのご理解、ご協
力を、よろしくお願いします。

■日本赤十字社業務功労
【金色有功章】
アコレ株式会社 様、鈴木 秀明 様・鈴木 綾子 様
■静岡県共同募金会感謝状
富士宮農業協同組合 様
清観光株式会社 様
■社会福祉事業功労
【富士宮市社会福祉協議会会長表彰】
（保護司）
望月 勝行 様、佐野 久子 様、清 正明 様
（福祉施設等従事者）
飯塚 真理子 様、池田 明美 様、井出 沙織 様
上野 大輔 様、小澤 栄一 様、日下 敦子 様
近藤 和子 様、佐野 明美 様、鈴木 由加里 様
武井 りえ子 様 寺野 明美 様、中村 恵 様
水野 優子 様、望月 千恵 様、森内 京子 様
（社会福祉協議会職員）
青沼 美好 様
（社会福祉事業援助者）
井出 堯夫 様、シャローム チャーチ 様
（地区社会福祉協議会推進委員）
窪田 友光 様、鈴木 正行 様、星野 芳勝 様
篠原 英子 様、清 正明 様、渡邉 智津子 様
石川 元子 様、杉山 廣一 様、中野 英男 様
秋山 幸洋 様

（社会福祉事業功労）
野村 晏弘 様
■浄財を寄与された方
【富士宮市社会福祉協議会会長感謝状】
富士地区貨物運送事業協同組合 様
富士宮地区安全運転管理協会 様
株式会社 Graceland 様
みやはら歯科医院 様
富士宮信用金庫 様
富士宮農業協同組合おもいやり会館 様
富士宮農業協同組合女性部 様
一般社団法人岳南法人会 様
中央静岡ヤクルト販売株式会社 様
朝霧親交会 様
アコレ株式会社 様
魚国 様

福祉教育の大切さを共有する ～福祉教育推進連絡会～

　７月27日(火)、富士宮市総合
福祉会館で、市内31校の小中学
校の福祉教育担当の先生方にご
出席いただき、福祉教育推進連絡
会を実施しました。
　社協職員から福祉教育の進め
方や流れについて説明し、要約筆
記サークルふじざくら様から活
動内容の紹介や体験談、富士宮市
教育委員会清隼人様から学校教

育現場における福祉教育につい
てお話をいただきました。
　参加された方からは、参考に
なったと好評をいただきました。
地域に暮らす多様な人々を理解し、

　地域福祉推進計画策定を進めるため、地域ご
とに住民懇談会を行いました。
　『地域福祉推進計画』は、行政が策定する地域
福祉計画と、社会福祉協議会が策定する地域福
祉活動計画を一体化した計画です。
　生活する地域の中で、「課題となっていること」
「こうだったらいいな」などの意見を出し合います。
　それらの課題に対して、自分達でできること、
社協や行政の協力が必要なことを話し合い、具
体的な取り組み目標を決め、計画に反映させて
いきます。
　本来ですと昨年度中に策定が終わり、今年度
から５か年計画が始まる予定でしたが、コロナ
禍で住民懇談会の実施が困難となったため、今
年度の策定として延期されてきました。

　市役所で行われた大宮３地区合同の住民懇談
会では土屋幸己アドバイザーの講話の後、グルー
プワークが行われ活発な意見が交わされま
した。

みんなの癒やしの場所にしたい子育てサロン
スタッフ研修会

　令和３年度地域子育てサロンスタッフ研修会
が、６月23日(水)に行われ、市内20か所のサロ
ン代表者、子育てサロンアドバイザーなど30名
が参加しました。
　この研修会は、子ども達が心身ともに健やかに
生まれ育つよう、子育て家庭の不安を取り除き、子
育ての楽しさを感じられるにはどうしたらいい
か、子育てサロンでどのような応援ができるかを
考えていくことを目的に開催されています。
　前半は、「子育てサロンかみいで」代表の芦澤義
子氏より、決して無理をせず、気を遣わないサロン
の運営の大切さについてお話しいただきました。
　後半は、NPO法人母力向上委員会代表塩川祐
子氏より、子育て世代の現状について、心身とも
に疲れている女性たちにとって、一人の人間と
して受け止めてくれる場所があれば、笑顔で子

育てが出来るとし、その上で子育てサロンは家
族以外の大人と話が出来る癒しの場となってい
ることなどのご講演をしていただきました。
　コロナ禍の中で、孤独や寂しさを感じながら
子育てをしている方が多くなる中、サロンスタッ
フとして子育て中の親子への寄り添うことの大
切さや子育てサロンの意義について考えていた
だく機会となりました。　

お互いに支え合う実践力を育ん
でいけるよう、学校や地域におけ
る福祉教育を推進します。

令和３年度 表彰・感謝状贈呈式開催（順不同）

第2次地域福祉推進計画の策定に向け地域懇談会を開催

▲ 子育サロンかみいで
　 代表　芦澤義子 氏

▲ NPO法人母力向上委員会
　 代表　塩川祐子 氏
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ホッとできる場所  子育てサロン巡り

　「子育てサロンなごみごきげんキッズ」は、ま
まごと、木製の玩具、絵本など、それぞれにコー

※新型コロナ感染症拡大防止のため時間短縮の場合が
あります。
　詳しくは富士宮市社会福祉協議会ホームページをご
確認ください。

開催日時：第１木曜日　10：00～12：00
会　　場：山宮二区区民館

【第七弾】 「子育てサロンなごみ ごきげんキッズ」 ナーが設けられ、親子でゆったりと好きな遊び
を楽しんだり、親同士が交流できる場となって
います。
　また、サロンスタッフが保護者や子ども達に
寄り添いながら声をかけてくれるので、安心し
て過ごすことができます。
　ぜひ皆さん、遊びに来てね。

市民後見人基礎講座・養成講座を開催

地域活動支援センタ―ふらっと・バンブーでの感染症予防

ご協力
をお願いしま

す

　10月１日から全国一斉に「令和３年度 赤い羽
根共同募金運動」を実施します。
　赤い羽根共同募金は、「困ったときはお互いさ
ま」の精神から始まった募金活動です。
　皆さんからいただいた募金は、子どもたちや高
齢者、障がいのある方、厳しい生活をされている

【お問い合せ】 総務係　☎22-0294

ご協力
をお願いしま

す赤い羽根
共同募金

方などを支える福祉活動に役立てられます。
　一人ひとりの温かい気持ちが、お互いに支えあ
う地域づくりにつながります。
　人と交流することが難しいこのような時だか
らこそ、つながりを絶やさない福祉活動のため
に、皆さんのご協力をお願いします。

次のような協力をいただける事業所、商店、学校等を募集しています。

売り上げの一部が「赤い羽根共同募金」に
寄付されます。

★こんなカタチでのご協力も募集しています★
ポスターの掲示 募金箱設置 社会貢献型自動販売機の設置

一般募金 10月1日～3月31日

12月1日～12月31日

令和３年度目標額

16,435,000円

2,333,000円歳末たすけあい募金

　ふらっとでは、毎日開所時間の前と後で室内
の消毒作業を実施しています。
　今年度からは大型空気清浄機を３台設置し、
今まで以上に安全・安心な利用環境を提供して
います。
　また、利用にあたっては、マスク着用、手指消
毒の徹底、利用開始時の検温、食事を摂った際に
は使用したテーブルのアルコール消毒をお願い
しています。

地域活動支援センター ふらっと
　バンブーでは、来所時および午後開始時に検
温を実施しています。
　室内は常時換気をし、利用されている方の座
る位置を工夫するなどして利用環境を整備して
います。
　また、マスク着用、手指消毒の徹底、体調不良
時には利用を控えていただく等のアナウンスを
行っています。

　　依然新型コロナウイルスは猛威をふるっています。
　そのような状況下でも安心して地域活動支援センターふらっと及び
地域活動支援センターバンブーを利用していただくために、マスク着用
や手指消毒の徹底など、感染症予防を徹底しています。
　地域活動支援センター利用者及び入館者の皆さんのご理解ご協力を
よろしくお願いします。

地域活動支援センター バンブー

　令和３年６月５日、第２期市民後見人養成講
座に向け「基礎講座」を開催し15名の方が参加
されました。現在富士宮市では９名が候補者と
して名簿登録され６名の方が実際に成年後見人
等として活躍されています。市民後見人は、「同
じ地域住民だからこそ」の視点で身近できめ細
やかな活動ができると期待され、成年後見制度
を支える新たな担い手の育成は早急の課題とさ
れています。
　基礎講座では、静岡県立大学木村綾氏を講師
に迎え「成年後見制度の概要と市民後見人への
期待」と題しご講演いただきました。また、早川
英寿弁護士より「個人情報の取扱い」の重要性が
伝えられ、辻村基樹司法書士・鶴田安弘社会福祉
士からは実際の事案に基づき受講者と共に考え
る時間となりました。
　その人の人生に関わることの重責を強く認識
した一方で、共に歩む喜びを感じた方も多く見
受けられました。希望者は７月から始まる「市民
後見人養成講座」へ進んでいます。

　令和３年７月10日、第２期市民後見人養成講座
がスタートしました。今回は８名の申込みがあり、
11月27日まで約47時間の講座を受講することに
なります。
　受講の志望動機は「社会貢献」「人に関わることを
したい」「社会との繋がりを持ちたい」など前向きな
思いが多く見られました。反面、人の人生に寄り添
うことや生活に入ることの責任、様々な知識の習得
等の不安も感じているようでした。講座では、成年
後見制度の概要や理念、制度の対象者となる方々の
病気や障がいの理解、制度上必要な法律の理解、成
年後見人等が行う手続き上必要な知識として「年
金・税金・保険」など、多岐に渡り多くの専門家から
学ぶこととなります。
　市民後見人は、社会福祉協議会と二人三脚でその
方のより豊かな暮らしの実現に向けお手伝いをさ
せていただきます。

市民後見人基礎講座を開催しました

市民後見人養成講座がスタートしました
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ホッとできる場所  子育てサロン巡り

　「子育てサロンなごみごきげんキッズ」は、ま
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あります。
　詳しくは富士宮市社会福祉協議会ホームページをご
確認ください。
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ふじさんシニアクラブ富士宮に入会しませんか？ ◎ふじさんシニアクラブ富士宮では会員を募集中です！！
　おおむね60歳以上の方なら、どなたでも入会できます。グラウンドゴルフ大会や女性部による
エアロビクスなどの「健康づくり」、カラオケ、旅行、手芸などの「生きがいづくり」、社会奉仕や子育
て応援などの「地域を豊かにする活動」を行っています。詳しくは事務局までご連絡ください！

【ふじさんシニアクラブ富士宮事務局】 （富士宮市総合福祉会館内）　TEL 22-0294

富士宮市赤十字奉仕団員募集

　７月にふじさんシニアクラブ富士宮のスポーツ
祭りが開催されました。
　コロナ禍のため、規模縮小しての開催で競技は
輪投げと女性部によるレクリエーションダンス

のみとなりましたが、みなさん日頃の練習の成果
を発揮できたようで、笑顔あふれるスポーツ祭り
となりました。

富士宮市赤十字奉仕団が救急法の知識と技術の習得 「ヤングケアラーを知る」講演会 参加者募集

ふじさんシニアクラブ富士宮　スポーツ祭りで健康づくり　

 令和３年度　富士宮市生活困窮者自立支援事業講演会
ヤングケアラーを知る～子どもらしい生活を守るために～

大人に代わり家族の介護や家事を担う子どもたち

　６月22日（火）救急法の正しい知識と技術の
習得、また団員の資質向上を目的に赤十字救
急法基礎講習会を開催しました。
　当日は日本赤十字社静岡県支部から講師２
人をお招きして「心肺蘇生」「AED」「気道異物
除去」の講義と実技、最後に検定試験を行う５
時間コースを受講しました。
　受講者は人形を使って「119番通報お願いし
ます！」「AEDを持ってきてください！」と周
りの人に指示、そして、胸骨圧迫“強く・速く・
絶え間なく”をポイントに行った後、人工呼
吸、AED作動、という動作を繰り返し練習しま
した。
　最後の検定試験では練習の成果を存分に発
揮した結果、見事に全員合格することができま
した。
　講習の最後に「一番大切なのは行動する勇
気」と伝えられ、命を救うためには知識や技術
だけでなく助けようとする勇気の大切さを感
じた講習会となりました。
　今後はこの講習で学んだことを、地域の防
災訓練等で市民の皆様に普及していき、これ
からも地域に根ざした赤十字のボランティア
活動に努めていきます。

　地域防災や地域のふれあい活動等に興味関心
のある方、やりがい、生きがい作りをしたい方な
ど、一緒に「赤十字奉仕団」の活動をしていただ
ける方を募集中です。皆さんも、私たちの仲間に
なって楽しく活動しましょう。

≪富士宮市赤十字奉仕団について≫
「赤十字のボランティア活動を通じて地域社 
会に貢献したい」という思いを持った方々に
よって組織されたボランティア団体です。
● 主な活動
　・地域防災訓練活動　　　　・高齢者支援活動
　・献血会場にてＰＲ活動　　　　
　・各種イベントでの応急救護活動
　・海外たすけあい　　など

総務係　TEL 22-0294

　生活上の困りごとをはじめ、身体障害者手帳、
補装具や日常生活用具の申請などの相談会を開
催します。お気軽にお出かけください。

「身体障害に関する相談会」
 　　　　　　　  のお知らせ

開 催 日：令和３年10月16日（土）
　　　　 令和３年12月 7 日（火）
　　　　 どちらも10時00分～12時00分
場　　所：富士宮市総合福祉会館 創作室
費　　用：無料
主　　催：富士宮市身体障害者福祉会 事務局
問い合せ：事務局090-8955-2894

※感染対策にご協力をお願いします　

富士宮市身体障害者 福祉会主催

福祉会館 情報
福祉会館２階のくつろぎの湯を一
部リニューアルしました。
ぜひご利用ください。

【利用できる方】
市内在住・在勤の
・60歳以上の方　・障がいがある方
・付き添いの方

【営業日時】　火曜～日曜
　　　　　　10:00～16:00

【利用料金】　300円

【内　容】
　ヤングケアラーについての現状と、身近な地域で起こっている問題を
知り、子どもらしい生活を守るためには、どうしたら良いのかを考える。

【日　 時】　令和３年11月14日（日）14：00～16：00（受付13：30～）
【会　 場】　富士宮市総合福祉会館　第１会議室
【対 　象】　富士宮市在住・在勤の方で、生活困窮者自立支援事業に興味
　　　　　のある方 （定員　50名）　
【申込〆切】　11月5日（金）
【申込方法】　富士宮市社会福祉協議会　
　　　　　 生活あんしん係へお申し込みください
　　　　　 TEL　0544-22-0094
　　　　　 ※新型コロナウイルスの感染状況により中止の場合があります。

講 師　川口正義 氏
独立型社会福祉士事務所
子どもと家族の相談室
寺子屋お～ぷん・どあ 共同代表
認定社会福祉士

主催：富士宮市・富士宮市社会福祉協議会

【くつろぎの湯の取り組み
　～安心してご利用いただくために】

・受付での手指消毒・検温の実施

・脱衣所でのマスク着用

・他の人と身体的距離をとっての利用

・一度の利用人数を3人までに制限

・おおむね1時間以内の利用

・使用した脱衣かごの消毒実施

・定期的なお湯の入れ替え

・業者による浴槽水の水質検査実施

～令和３年度
　　　スポーツ祭り～

参加費無料

くつろぎの湯を一部リニューアル

▲ 鍵付きロッカーの設置

▲ タイル風呂 脱衣所の床の貼り替え
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催します。お気軽にお出かけください。

「身体障害に関する相談会」
 　　　　　　　  のお知らせ

開 催 日：令和３年10月16日（土）
　　　　 令和３年12月 7 日（火）
　　　　 どちらも10時00分～12時00分
場　　所：富士宮市総合福祉会館 創作室
費　　用：無料
主　　催：富士宮市身体障害者福祉会 事務局
問い合せ：事務局090-8955-2894

※感染対策にご協力をお願いします　

富士宮市身体障害者 福祉会主催

福祉会館 情報
福祉会館２階のくつろぎの湯を一
部リニューアルしました。
ぜひご利用ください。

【利用できる方】
市内在住・在勤の
・60歳以上の方　・障がいがある方
・付き添いの方

【営業日時】　火曜～日曜
　　　　　　10:00～16:00

【利用料金】　300円

【内　容】
　ヤングケアラーについての現状と、身近な地域で起こっている問題を
知り、子どもらしい生活を守るためには、どうしたら良いのかを考える。

【日　 時】　令和３年11月14日（日）14：00～16：00（受付13：30～）
【会　 場】　富士宮市総合福祉会館　第１会議室
【対 　象】　富士宮市在住・在勤の方で、生活困窮者自立支援事業に興味
　　　　　のある方 （定員　50名）　
【申込〆切】　11月5日（金）
【申込方法】　富士宮市社会福祉協議会　
　　　　　 生活あんしん係へお申し込みください
　　　　　 TEL　0544-22-0094
　　　　　 ※新型コロナウイルスの感染状況により中止の場合があります。

講 師　川口正義 氏
独立型社会福祉士事務所
子どもと家族の相談室
寺子屋お～ぷん・どあ 共同代表
認定社会福祉士

主催：富士宮市・富士宮市社会福祉協議会

【くつろぎの湯の取り組み
　～安心してご利用いただくために】

・受付での手指消毒・検温の実施

・脱衣所でのマスク着用

・他の人と身体的距離をとっての利用

・一度の利用人数を3人までに制限

・おおむね1時間以内の利用

・使用した脱衣かごの消毒実施

・定期的なお湯の入れ替え

・業者による浴槽水の水質検査実施

～令和３年度
　　　スポーツ祭り～

参加費無料

くつろぎの湯を一部リニューアル

▲ 鍵付きロッカーの設置

▲ タイル風呂 脱衣所の床の貼り替え
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　下記日程において献血をおこなっています。市民の方々
の400ml献血へのご協力をお願いします。
　なお、献血場所・時間等については、都合により変更され
る場合がありますのであらかじめご了承ください。

献血のお知らせ

時　　間 場　　　　　所

令和３年10月～12月の献血日程

9:30～12:00
13:15～16:00

10:00～12:00
13:00～16:00

9:30～11:15

9:30～11:15

9:00～16:00

9:00～12:00
13:15～16:00

10:00～12:00
13:15～16:00

9:30～12:00
13:15～16:00

9:30～12:00
13:15～16:00

9:30～12:00
13:15～16:00

9:30～12:00
13:15～16:00

9:30～12:00
13:15～16:00

日　  程

10月５日（火）

10月9日（土）

10月17日（日）

10月24日（日）

11月 7日（日）

11月13日（土）

11月24日（水）

11月28日（日）

12月 7日（火）

12月11日（土）

12月26日（日）

12月30日（木）

イオンモール富士宮

バロー三園平店
協力）富士宮中央ライオンズクラブ

芝川会館
協力）富士宮ライオンズクラブ

富士宮浅間大社
協力）富士宮ライオンズクラブ

イオンモール富士宮

富士宮市役所

富士宮市役所

イオンモール富士宮

イオンモール富士宮

イオンモール富士宮

イオンモール富士宮

イオンモール富士宮

「あたたかい気持ち」「あたたかい気持ち」 あ り が と う ご ざ い ま し たあ り が と う ご ざ い ま し た
令和３年５月～令和令和３年５月～令和３３年７月まで年７月まで

一 般 寄 付
■静岡県東部イベント商業協同組合　様
■稲葉流ふじ山銭太鼓稲葉会　様
■富士宮市地域女性連絡会　様
■“小さな善意で大きな愛の輪”
   ピアゴ富士宮店　様
■匿名２名　

物 品 寄 付
■富士宮芙蓉ライオンズクラブ　様
■大東建託株式会社 富士支店　様
■特別養護老人ホーム　百恵の郷　様
■株式会社 杏林堂薬局　様
■匿名

指 定 寄 付
【交通遺児】
■富士地区貨物運送事業協同組合　様

【生活困窮者支援；食糧支援】
■日本イエス・キリスト教団
　神田川キリスト教会　様
■匿名　

富士宮市社会福祉協議会富士宮市社会福祉協議会
直行直帰ホームヘルパー募集直行直帰ホームヘルパー募集

　高齢者や、障がいがある方が、可能な限りご
自宅で自立した生活が送れるように家事援助や
身体介護などの訪問介護を行います。
　介護の仕事に就きたい方、もう一度介護の現
場で働きたい方、是非、一緒に働きませんか？
１日３時間以上、週２日以上勤務可能な方
● 資格条件
　普通自動車免許・介護職員初任者研修
　（旧ヘルパー２級資格）以上
　土曜日の午前中勤務可能な方、経験者歓迎

　問合せ　TEL 22-0074 

♥ 結 婚 相 談 ♥
●第１・２水曜日  ●第３土曜日   ●第２・４日曜日

総合福祉会館ミーティングルーム  TEL：22－0094

♥ 昔ながらの結婚相談所です！
♥ お会いしてこそ発見があります！！

☆結婚相談日程☆ 緊急事態宣言中はお休みさせていただきます。

10月

11月
12月

 6 日㈬、  10日㈰、13日㈬、16日㈯、
24日㈰
  10 日㈬、  14日㈰、20日㈯、28日㈰、
 １ 日㈬、   8 日㈬、12日㈰、18日㈯、
26日㈰

10:00 ～ 15:00

▲大東建託株式会社 富士支店様 ▲富士地区貨物運送事業協同組合様 ▲特別養護老人ホーム　百恵の郷様


