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13：30～15：00�
　　　　　　お楽しみステージ�
トッキッキダンスやバルーンアート、
マジックなど、みんなで楽しもう♪

●と　き…９月２７日（日） 午前１０時から午後３時まで

●ところ…燕市児童研修館こどもの森（燕市大曲３３５５）
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10：00～15：00　おもちゃで遊ぼう♪�
木のおもちゃ、ふわふわ風船、不思議なおもちゃ、おままごとなど
約１５０点の楽しいおもちゃがたくさんあるよ。
みんなで仲良く、いっぱいあそぼう☆

おもちゃフ
ェスティバルｉｎこどもの森　開催！おもちゃフ
ェスティバルｉｎこどもの森　開催！おもちゃフ
ェスティバルｉｎこどもの森　開催！おもちゃフ
ェスティバルｉｎこどもの森　開催！

拡大図
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燕市おもちゃフェスティバル2009�
 i n　こどもの森　会場図�
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おもちゃ病院�
治療受付治療受付�
10：00～14：00�
�

おもちゃの病院�
治療受付�
10：00～14：00�
�

おもちゃ�
フェスティバル�
10：00～15：00�

�

体験コーナー①�
『石がまピザ作り』�

10：30～13：30

おもちゃで�
　　　遊ぼう☆�

休憩スペース�

手作り�
おもちゃ�

カプラ広場�

ふわふわ風船�

体
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コ
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食べ物屋台＆休憩テント�
11：00～14：00�

�

�

　おもちゃの病院では、みんな
の壊れてしまった大切なおもち
ゃを『おもちゃドクター』が治
してくれるよ。おもちゃを持っ
て来てネ。�
（治療代は無料です。材料代が
かかる場合があります。）�

生地をコネコネする�
ところから、自分で作るよ。�
ツナやコーンなど好きな�
トッピングは持って来てね。�

限定４００食です。�
（生地、ソース、チーズ代
１００円かかります。）�

　休憩スペースとは別にオムツ
交換の場所もあるよ。�

　みんなでピョン
ピョンしよーよ。
（無料）�

　【食べ物屋台メニュー】�
・カレーライス（甘口）�
・焼きそば�
・フランクフルト�
・ポップコーン�
・ジュース�
＊数に限りがありますので
　お早めに�

お
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し
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体験コーナー②�
『牛乳パックで　�
　　ハガキ作り』�
10：30～14：00

牛乳パックを�
ハガキに変身させよう☆�
　出来上がったら�
持って帰れるヨ。�
（無料）�

体験コーナー③�
『木を使って　　�
　おもちゃ作り』�
10：00～14：00

トントン☆カンカン☆�
木を使って�

楽しいアイデアおもちゃを
作ってみよう。�
（無料）�

ポン菓子も�
あるよ。�

　楽しいおもちゃがいっぱいあ
るよ☆みんなで仲良く遊ぼう。
スライムづくりなどの手作り
おもちゃのコーナーもあるよ。�
（無料）�
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夏休みボランティアスクールを開催しました！�夏休みボランティアスクールを開催しました！�夏休みボランティアスクールを開催しました！�

　７月２９日～８月２６日の期間、高齢者・障がい理解・環境・災
害分野９コースの体験スクールを開催しました。市内小学生と
ご家族の方、一般の方など延べ１１０名の方が参加体験されまし
た。終了後の子どもたちからは、「初めて点字を打ってみて、
難しかった」「お年寄りに似顔絵を描いてあげたら、すごく喜

んでいた」などたくさんの感想が寄せ
られました。福祉への関心やボランテ
ィア活動への第一歩として、今後もい
ろいろなことにチャレンジしてみまし
ょう！

　今年度は市内５．６年生４４名の参加児童で、体験教室
（１泊２日）を老人集会センターで開催しました。１
日目は市内老人福祉施設において利用者さんとの交流
会、２日目は、視覚障がい・盲導犬への理解や、４つ
のコースにわかれて活動体験をしました。その中の一
つの「福祉食器工場見学コース」では、体の不自由な
方が使用しやすいように開発された食器について説明
を受けた後、使い方を実演していただきました。

＊車いす体験…車いすの使い方・車いすの生活について�
＊高齢者擬似体験…８０歳のお年寄りになってみよう！�
＊福祉食器工場見学…みんなが使いやすい食器について�
＊防災体験…消防のしくみとはたらきについて・地震体
　　　　　　験をしてみよう！�

この　　　　　　　　　　　　　　しました！�この　　　　　　　　　　　　　　しました！�

福祉施設体験（なごみケアセンター福祉施設体験（なごみケアセンター）福祉施設体験（なごみケアセンター） ＡＥＤ・応急手当コースＡＥＤ・応急手当コースＡＥＤ・応急手当コース

わがまち探検隊
わがまち探検隊

（燕市宮町
（燕市宮町）わがまち探検隊

（燕市宮町）

はじめての点字体験はじめての点字体験はじめての点字体験

環境リサイクルコース環境リサイクルコース環境リサイクルコース

この事業は、赤い羽根共同�
募金の配分金で実施してい�
ます。�

４�つ�の�コ�ー�ス�を�体�験�
選択
メニューは

選択
メニューは
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●燕市社会福祉協議会が取り組む「就労継続支援Ａ型（雇用型）」とは？

　燕市社会福祉協議会では、本年１０月１日より、新潟県知事の指定事業所として障害者自立支援
法※に基づく「就労継続支援Ａ型（雇用型）」を開始します。
　就労継続支援Ａ型（雇用型）は、障がいなどにより一般企業等での就労が困難な人に、働く場を
通して就労意欲や能力の向上をめざすための事業です。
　燕市社会福祉協議会の専門スタッフが、利用者個々の状態や希望と向き合いながら働く場面を支
えていきます。
　事業開始当初は、燕市社会福祉協議会が経営する施設の作業所内で行う職種が主なものになり
ます。

●「就労継続支援Ａ型（雇用型）」を利用するには…

　①相談・申し込み（市町村・相談支援事業所）
　②利用申請（市町村）
　③障害程度区分の判定（市町村が認定）
　④支給決定（市町村が決定）
　⑤就労継続支援Ａ型（雇用型）事業所との利用契約及び雇用契約

★事業開始当初は、燕市社会福祉協議会がご紹介できる職種や作業所スペースに限界
　があるため、事前相談の段階で調整させていただくことになります。

【お問い合わせ】　燕市社会福祉協議会　本所　1０２５６－６２－４３６１

※障害者自立支援法とは…
　これまでの制度上の問題を解決し、障がい者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために平成１７年
１０月３１日に成立し、翌平成１８年４月１日から順次施行されています。

�
①障害者施策を一元化
　身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようにな
　りました。

②利用者の利便性の向上
　サービス体系を見直して利用者がわかりやすく使いやすいものになりました。３３種類に分かれていた施設体系が再編されて
　います。

③就労支援の強化
　働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。

④支給決定のプロセスを明確化
　全国共通のルールに従って、支援の必要度を判定する尺度（障害程度区分）を導入し、支給決定のプロセスを明確にしま
　した。

⑤安定的な財源を確保
　国の費用負担の責任を強化し（費用の２分の１を負担）、同時に、サービス費用をみんなで支えあう仕組み（原則として費
　用の１割負担）になりました。

参考資料：WAM NET　障害者自立支援法早わかりガイドより抜粋

障害者自立支援法のポイント
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◆と　き…平成２１年９月１９日（土）
　　　　　午前１０時～午後３時
◆ところ…吉田産業会館（吉田東栄町１４－１２）
◆内　容…■『子どもボランティア体験発表会』　
　　　　　　午前１０時～正午
　　　　　　吉田地区小中学校の皆さんから「ボラ
　　　　　　ンティア活動体験」作文を発表。
　　　　　■『ステージアトラクション』
　　　　　　午後１時３０分～３時
　　　　　　いろんな団体がステージを盛り上げます。

◆出店料…１区画（１．８ｍ×０．９ｍ）５００円
◆申し込み…９月１０日（木）までに燕市社会福祉協　
　　　　　　議会　吉田支所（1０２５６－９３－４６３０）
　　　　　　までお申込みください。
＊１５区画になり次第締め切らせていただきます。
＊出店料は災害義援金に寄付させていただきます。

■健康づくりコーナー
■ボランティア・ＮＰＯ活動団体紹介
■体力測定コーナー　■災害炊き出し演習コーナー
■食べ物模擬店　　　■ＡＥＤ体験コーナー
■ボランティア活動体験コーナー
■福祉施設紹介コーナー
■歯科保健　　　　　■もちつき大会
■癒しのコーナー
■手作り品販売コーナー
■フリーマーケット
■おもちゃ病院
■おもちゃで遊ぼう

＊詳しくは、吉田地区にお住まいの皆さまへは、９
　月１日広報つばめと一緒にチラシが配布されてい
　ます。他の地域の皆さまへは、燕市社会福祉協議
　会本所・分水支所にチラシがありますので、ご覧
　ください。

トッキッキも
　　　来るよ

他にも楽しいイベントがたくさん！�

フリーマーケット出店者募集！�

　今年も９月１９日（土）から２１日（月・祝）の３日間、
燕市老人福祉センター及び燕市老人集会センターにお
いて、燕市老人福祉センター祭‘０９を開催します。３
日間は、老人福祉センター入館料は無料となります。
（９：００～１６：００）

ボランティア活動助成�
（財団法人　大和証券福祉財団）�

長寿・子育て・障害者基金事業 平成22年度助成事業�
（独立行政法人　福祉医療機構）�

�
�

ＡＥＤを設置しました�ＡＥＤを設置しました�ＡＥＤを設置しました�

●対　　象
　ボランティア活動を目的とした団
　体・グループ（社会福祉協議会・共
　同募金会等の推薦が必要。）
●助成対象
　特に在宅老人、障がい児・者、児童
　問題等に対するボランティア活動
●助成金額…上限額３０万円
●応募方法　
　財団所定の申請書により郵送にて応募
●応募締切日　
　平成２１年９月１５日（消印有効）
※詳しい内容は、大和証券福祉財団ホ
　ームページをご覧ください。（申請
　書あり）
　http://www.daiwagrp.jp/branding/�
　citizen/support/dsf/outline.html

●対　　象
　特定非営利活動法人、社会福祉法人、ボランティア団体
　などで、団体であれば法人格の有無は問わない。
●対象事業
　民間の創意工夫を生かした事業で、高齢者や障害者の在
　宅福祉、生きがい・健康づくり、子育て支援、児童の非
　行防止や健全育成、障害者スポーツの振興などの活動。
●募集要領…①先駆的活動助成、②地域活動助成
●助成金額…①５００万円を上限、②２００万円を上限
●応募方法
　財団所定の申請書に必要事項を記入の上、①独立行政法
　人福祉医療機構に直接行います。②各都道府県の社会福
　祉協議会を通じて行います。
●応募締切日
　平成２１年１０月３１日（消印有効）
※詳しい内容は、福祉医療機構ホームページをご覧ください。
　（http://www.wam.go.jp/wam/index.html）

　新潟県共同募金会から助成を受け、
吉田支所と屋内ゲートボール場「すぱ
ーく燕」にＡＥＤ（自動体外式除細動
器）を設置しました。これまで以上に
安心して施設を利用していただけるよ
うになりました。

日 に ち
日
　
程

午 　 前 午 　 後
　９月１９日（土）
　　　　２０日（日）
　　　２１日（月・祝）

高齢者作品展

燕地区老人クラブ連合会趣味活動による「大芸能祭」（１１：００～１５：３０）
高齢者作品展 重蓮寺住職による講演会

赤い羽根共同募金�
安心・安全なまちづくり事業�
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この機関紙は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。�

善意の窓�
　　 ～ありがとうございます～�
�

赤い羽根共同募金�
募金活動ボランティアを募集します！�

　●株式会社エンテック（燕市大関）さまより
　　　　　　　白色和皿１９０枚、朱色和皿２５３枚
　●燕郵便利用者の会 会長 和平寅夫（燕地区）さまより
　　　　　　　　　　　　　　　　　２７７，７５９円
　●五十嵐邑子（燕地区）さまより　キーボード１台
　●赤川チノ（燕地区）さまより　将棋盤・駒
　●小池中学校さまより　ペットボトルキャップ
　●市民の皆さまより
　　　使用済み切手、アルミ缶、リングプルなど

～あたたかいご寄付に感謝します～�

吉田ボランティア・市民活動センター
「あい．ゆう」（吉田大保町）

老人福祉センター（大曲）

心 配 ご と 相 談 �
�　予約なしで受けられる心配ごと相談所を開設しています。�

どのような相談でも結構です。お気軽にご利用ください。

燕地区心配ごと相談所

９月
　８　（火）・２４（木）

１０月
１３（火）・２７（火）

●時間：午後１時～４時
●会場：老人福祉センター（大曲）

吉田地区心配ごと相談所

９月
　２　（水）・１６（水）

１０月
　７　（水）・２１（水）

●時間：午後１時～４時
●会場：吉田ボランティア・市民活動センター「あい．ゆう」（吉田大保町）

分水地区心配ごと相談所

９月
　３　（木）・１７（木）

１０月
　１　（木）・１５（木）

●時間：午後１時～４時
●会場：分水福祉会館（上諏訪）

弁護士による法律相談【無料】�
　燕市社会福祉協議会では、弁護士による法律相談を次
により開催しています。９月・１０月開催分の予約を受け
付けています。（要予約）

●相 談 時 間：午後１時～４時

●担当弁護士：新潟県弁護士会弁護士

※弁護士による相談は１人３０分を限度とします。
※開始時間は予約のときにお知らせします。

【申し込み】
　燕市社会福祉協議会本所　10256－62－4361

期　日 会　　　　　場

９月

１０月

１０日（木）

３０日（水）

９日（金）

３０日（金）

　今年も１０月より赤い羽根共同募金がはじまり
ます。共同募金会燕市支会では、募金活動に協
力してくださる“募金活動ボランティア”を
募集しています。
　ご協力くださる方、興味のある方はぜひご連
絡ください。
《募金ボランティアの活動内容》
・サティなどお店の前やイベント会場での街頭
　募金活動
・共同募金会燕市支会のスタッフと一緒に企業
　へ募金のお願いにうかがう訪問活動
【問い合わせ・申し込み】
　共同募金会燕市支会
　（燕市社会福祉協議会内）
　☎０２５６－６２－４３６１

24時間テレビ�
チャリティー募金のお礼�

24時間テレビ�
チャリティー募金のお礼�

　８月２２日（土）、２９日（土）、３０日（日）、
江口呉服店、チャレンジャー燕三条店、原信吉
田店、分水ショッピングパークパコの店頭にチ
ャリティーバンクを設置し、大勢の皆さまから
善意の募金が寄せられました。
　この募金は、日本テレビ系列「２４時間テレビ
チャリティー委員会」を通じて、福祉車両（巡
回お風呂カー・リフト付きバス・電動車いす）
の贈呈や、災害地の復興に役立てられます。
　なお、寄せられた募金の実績額は１０月１日号
の市の広報でお知らせします。ご協力ありがと
うございました。

　今年も多くの企業・団体・市民の皆さまより
社協の会員へご加入いただきありがとうござい
ました。
　ご協力いただいた会費は、地域福祉推進事業
のため有効に使わせていただきます。
　なお、賛助・特別・　会員に加入いただいた
皆さまのご芳名及び一般会費の実績は次号社協
だよりに掲載させていただきます。

会費種類 件数 金　　額（円）
賛助会費
特別会費
　 会 費
合　　計

燕市社会福祉協議会会員会費のお礼燕市社会福祉協議会会員会費のお礼�燕市社会福祉協議会会員会費のお礼燕市社会福祉協議会会員会費のお礼�燕市社会福祉協議会会員会費のお礼�

190�
271�
9�

470

517，500�
2，770，000�
450，000

3，737，500�
�（８月２０日現在）

一般・賛助・特別・　会員
～ご協力ありがとうございました。～

特

特

特


