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「おうちでちくちく、ちいきでこつこつ」

地域のみんなで手作りマスク
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新型コロナウイルスの影響でマスク不足が続く中、
地域の方やかがやきデイサービスの利用者さんた
ちが手づくりしたマスクを「道の駅信州蔦木宿」に
て販売しています。

「毎週楽しみ」

はじめてのテイクアウト
瀬沢・先能体操倶楽部は、新型コロナウイルスに負けず、検温、体調管理、マスク着用、密を避
けることを前提に、公民館前の広場を使って体操やウォーキングなど、出来る範囲で集まりを
継続しています。
そんな中、昨年お世話になった町内の飲食店に少しでも協力しようと、みんなでテイクアウト
の利用を始めてみました。
テイクアウトをすることで、週 2 回公民館まで歩いて集まることができ、お互いの顔を合わせ
たり、ちょっとした会話を楽しんだりすることが皆さんの心身の健康維持に繋がっているよう
です。同時に集客が減った飲食店を応援する社会参加の活動にもなっています。
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一時的な資金貸付のご案内
富士見町社協では新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、休業等による収入の減少や、学校
の臨時休業等で一時的に生計の維持が困難となっている方に、必要な資金の貸付相談窓口を開設し
ています。詳細をご確認いただき、お問合せください。
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等
により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯

■貸付上限額
（緊急小口貸付）10 万円以内（ただし、世
帯員に新型コロナウイルス感染症の罹患者
等、要介護者、臨時休業した学校に通う子ど
もがいるときなどは 20 万円以内）

(総合支援資金) 15 万円以内
継続的な相談支援と生活費を必要と
する場合

■無利子・保証人不要

お問合せ
富士見町社会福祉協議会（TEL 0266-78-8986）
※相談受付には原則予約が必要となり、土日祝日も含め 24
時間対応できます。
郵送でのお申込みも受け付けていますので、事前に電話に
てお問い合わせください

窓口開設日時：
（月曜日～金曜日

午前 9 時～午後５時）

緊急小口貸付 5 月現在実績

長野県全体

約 2000 件

諏訪圏全体

約 200 件

富士見町
まるまる相談室
富士見町まるまる相談室は、総合相談機関です。
専門職が、介護・障がい・子育て・仕事・学校・お金のことなど、生活の中で困っ
ていることについてお話を聞きます。
悩みを聞いてもらいたい方、話したい方、どなたでもお気軽にお越しください。ご
自宅等への出張、電話での相談も受け付けています。
様々な機関と連携し、必要時には関係機関へお繋ぎしたり、一緒に考えたりしなが
らバックアップします。

窓口： 富士見町社会福祉協議会 地域福祉係（旧落合小）
※他の社協事業所でも相談受付ができます。
時間： 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００
※緊急時には、時間外でも対応をします。
電話： ０２６６－７８－８９８６ 夜間転送対応
いきいき社協ふじみ 第 332 号

２

介護職員初任者研修 受講生募集中
介護の仕事を目指す方、在宅でご家族を介護されている方、福祉ボランティアを実施し
ている方、介護や福祉に関心のある方にお勧めの研修です。
経験豊富な講師陣から現場での体験談や、すぐに役立つ介護技術を学べます。
この機会に資格を得て、介護の担い手として活躍してみませんか？
研修期間：7 月 3 日（金）～9 月 22 日（火）
原則毎週 火曜日、金曜日（7/18、８/1 のみ土曜日開催）
研修場所：旧落合小学校体育館 他
※基本的に９：００～１６：００ですが内容により変更になる場合があります
受講料 ：町内/２２,000 円
町外/４４，０００円
※教材費・税込みです
募集定員:19 名
※町内の方を優先いたします
募集期間:5 月１８日（月）～6 月２６日（金）

※これは 5 月 15 日現在の状況
です。今後、新型コロナウイルスの
状況によっては日程等が変更に
なる場合がございます。

お問合せ 地域福祉係 ☎０２６６－７８－８９８６
新卒で 4 月入職の皆さんにこんな質問をしてみました！
質問１．出身
質問２．今一番興味があること
質問３．新型コロナウイルスが終息したら何がしたい？
質問４．町民のみなさんへ一言

１．
２．
３．
４．

富士見町
色んなアーティストさんの曲を聞くこと
一本松の家
友人と出かけること！同期会をしたい！
今まで東京にいて帰ってきました。介護は初めてで社 介護職
会人としても未熟ものですが、精一杯頑張りますので
よろしくお願いします。

24 時間ケア
1.富士見町
サポート
2.スマホゲーム
3.おいしいものを食べに行きたい！ 介護職
4.これからよろしくお願いします

３
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1.茅野市
2.あつまれ動物の森というゲーム
複合福祉施設
3.美味しいお店にいきたい
清泉荘
4.新型コロナウイルスの流行がいつまで続くか分か
介護職
りませんが、お体に気を付けてお過ごしください。

1.富士見町
2.買って読んでいなかった本を読む
3.京都へ行きたい。ふら～っと旅してみたい
4.愛知県で 4 年間過ごし、生まれ育った富士見
に戻ってきました！たくさんの人と関わって
いきたいです。よろしくお願いします！

清泉荘デイサー
ビスセンター
介護職

期間：令和 2 年 4 月 10 日～令和 2 年 5 月 11 日
掲載はご意向を伺い行っております

温かな善意ありがとうございます
=遺志金＝
故 田中 穂積 様

金１００，０００円

田中 美雪

様
=ご寄付＝
カゴメ野菜生活ファーム富士見 様

トマト栽培セット 多数

地域の嬉しい繋がり
いつもお世話になっている「カゴメ野菜生活ファーム富士見
様」から、トマト栽培セットを沢山ご寄付いただきました。「こん
な状況の中でも富士見町の方々ともっと関われたら」と、町内
の施設や事業所に配ってくださっています。
このトマト栽培セットはプランター・土・支柱・苗が全てセット
になっていて、土も肥料入りのとても軽いものの為、畑のない
場所でもそのまま置いて育てることが出来ます。富士見町社協
も地域の皆さんと協力して育てたいと思います。
ありがとうございました。
ふれあい温泉 清泉荘の湯

1 日（月） 8 日（月）
15 日（月） 22 日（月）
29 日（月）
※新型コロナウイルスの影響によっては変わる
ことがあります。

日時：6 月 19 日（金）
１０時００分～１５時００分
場所：町民センター１階

～編集後記～
新緑が溢れんばかりの季節になりました。少しずつ夏の気配もしてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、富士見町社協も色々と対策をとっていますが、今までのように進められない行事やイベントも多くあり、今
回の社協だよりも大変苦労しました。そんな中でも、いつも見てくださっている皆様に楽しんでいただけるよう、少
し趣向を変えてみようと思います。
丁度この 6 月号を編集している頃、3 ページ目の新入職員を始め、富士見では次々と春が生まれていました。そ
んな中の一部を写真と共にご紹介します。
旧落合小で毎朝 10 時
から行うラジオ体操の
風景。校庭から山の上
まで、緑と青空が最高
に美しい！是非みなさ
んも立ち寄って、一緒
に体を動かしましょう。

生まれたよ
“ピヨピヨピヨ”可愛らしい
鳴き声を出しながら動きま
わるのは高森の小林秀昭さ
んが飼っている「烏骨鶏」の
赤ちゃん🐣

お問合せ先 ※市外局番 0266
ふれあい セ ンター ふじ み（ 大 平 ） ☎
ふれあいデイサービスセンター（大平） ☎
☎
ふれあい訪問介護（大平）
☎
ケアマネジャー（大平）
清泉荘デイサービスセンター（池袋） ☎
☎
清泉荘訪問介護（池袋）

62-6766
62-6762
61-1013
78-8987
61-8210
61-8211

複合福祉施設 清泉荘（池袋）
デイサービスセンターかがやき（池袋）
一本松の家（立沢）
24 時間ケアサポートふじみ（立沢）
地域活動支援センター赤とんぼ（瀬沢新田）
地域福祉係（机）

☎
☎
☎
☎
☎
☎

64-2846
64-2820
78-6001
78-5551
61-2310
78-8986
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