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今号の主な記事

今月のワンシーン
ボランティアグループ「みどり」
緑や花に親しむことで心や体が受ける
効果や癒しをテーマに、花植えや
苗作りをしています。
さまざまな形のボランティアがあります。
ボランティアに関する情報はP.６へ。

● 表紙
● P.２…賛助・特別・○
特 会員募集について
● P.３…ランチ交流会、リフレッシュ旅行
● P.４…介護予防、共同募金助成案内
● P.５…相談日一覧、寄附

など

● P.６…ボランティア情報

この機関紙は、赤い羽根共同募金の助成金で発行しています。

つばめ社協だより「たっちハート」

平成 26 年６月１日
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特 会員募集
賛助・特別・○
企業・団体さま向け会員会費

「住み慣れたこのまちで、安心して私らしく暮らしていきたい」
そんなあたりまえの願いが、様々な問題によりかなわないことが多くあります。
社会福祉協議会（社協）は、だれもが安心して暮らせるまちづくりのために、地域の皆さまや関係
団体と協力しながら問題の解決に努める民間団体（社会福祉法人）です。
皆さまからいただく会員会費は、当会の重要な活動財源となります。ぜひ、ご協力くださいますよ
うよろしくお願いいたします。
※企業・団体の皆さまには、６月上旬にご案内させていただきます。

【会員の種類】
◆賛助会員：年額一口

1,000円

◆特別会員：年額一口 10,000円
まるとく

特 会 員：年
◆○

額 50,000円

特典!!
【３口以上の特別会員さま】
当会ホームページのトップページにバナー広告を掲載（１年間）
まるとく

特 会員さま】
【○

・つばめ社協だよりに広告を掲載（年２回）
・当会ホームページのトップページにバナー広告を掲載（１年間）

【主な会費の使いみち】
・地域での支えあい活動を推進する事業
困りごとを抱えた人を地域住民や専門機関が連携して支える仕組みをつくります。

・ボランティア・市民活動センター事業
ボランティアをしたい人・してほしい人をつないだり、スキルアップのための講座を開催します。

・福祉後見・権利擁護事業
高齢者や障がいのある人など、判断能力の低下した人の権利を守ります。また、福祉サービス
の利用のお手伝いをします。

・当会の運営費
車輌や事務機器のリース料、消耗品の購入など

つばめ社協だより「たっちハート」
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在宅介護をされている方へ

「ランチ交流会」にご参加ください！
たまには、いつもと違う雰囲気でおいしい昼食を召し上がりませんか？
情報の共有・交換の場として、多くの方のご参加をお待ちしています。
き

・と

・と こ ろ
員

・定

７月23日（水）午前11時30分～午後２時
まんぷくログ勇 （燕市廿六木３区6843）※現地集合・解散
20名（定員になり次第締め切り）

・対 象 者

在宅で要介護１～５の方を
介護されている燕市民
・参 加 費 1,000円（当日ご持参ください。）
・受付期間 ６月16日（月）～７月９日（水）
午前８時30分～午後５時15分
（土・日を除く。）
お電話にてお申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
分水支所 ☎0256-98-6111

ランチ交流会の様子

在宅介護者リフレッシュ事業の参加者募集
旅行で日ごろの介護疲れを癒しませんか。
ご都合に合わせてお好きなコースをお選びください。
●コ

ー

ス：＜新潟県内日帰り旅行コース＞
期 日：６月29日（日）
午前９時出発～午後６時帰市予定
行き先：新発田方面 ※昼食・休憩は、月岡温泉「白玉の湯 華鳳」です。
参加費：2,000円
＜群馬県磯部温泉１泊２日旅行コース＞※平成25年に参加された方は対象となりません。
期 日：９月６日（土）～７日（日）
午前９時出発～午後５時帰市予定
参加費：6,000円
●参加対象者：在宅で要介護１～５の方を介護されている燕市民
要介護者に対して介護者２名まで。
（例：夫を介護する妻と娘など）
●募 集 定 員：各コースそれぞれ20名（申し込みが定員を超えた場合、事務局にて抽選となります。）
●応 募 方 法：所定の申込書に記入のうえ、当会吉田支所へ持参もしくはFAXで申し込みください。
※電話での申し込みはできません。
●応 募 締 切：６月10日（火）
※日帰りと１泊２日の両方へ申し込みできますが、参加はどちらか一方となります。申し込み時に
第一希望をお聞かせください。
※参加の可否は、決まり次第お知らせします。
【申し込み・問い合わせ】
吉田支所 ☎0256-93-4630 ／ FAX0256-93-5418
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介護予防講演会

～レインボー健康体操で“シャキッ ”となろう～を開催します
健康で自立した生活の実現に最適な「レインボー健康体操」
その実技体験を交えた講演会です。動きやすい服装でご参加ください！！
◆日時・会場…６月２8日（土）午後１時30分～３時30分
◆講

吉田産業会館 ２F大ホール

師…レインボー健康活動普及協会
理事長 高橋賢一氏 副理事長 関口陽子氏

理事 齋藤みどり氏（予定）

◆対 象 者…燕市民
◆持 ち 物…運動靴、飲み物、長めのタオル
◆定

員…200名（定員になり次第締め切り）

◆申 し 込 み…６月20日（金）までにお電話にてお申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
吉田支所 ☎0256-93-4630

毎月1回開催中

ボー健康体操体験会
ン
イ
レ
～脳と体を刺激しよう！～

●６月18日（水）午後１時30分～３時
粟生津公民館 ２F 大会議室
●７月15日（火）午後１時30分～３時
勤労者体育センター（秋葉町４丁目）
●８月22日（金）午前10時～ 11時30分
粟生津公民館 １F 研修室
●９月10日（水）午後１時30分～３時
分水公民館 １F 大ホール
●持ち物：運動靴、飲み物、長めのタオル、
ヨガマット（バスタオル可）
●参加費：無料 ●申し込み：不要
【問い合わせ】
吉田支所 ☎0256-93-4630

平成26年度実施事業

共同募金公募助成のお知らせ
新潟県共同募金会燕市支会では、昨年度の返還金
を基に市内で活動している福祉団体、ボランティ
ア・市民活動団体、地域団体などへ助成を行います。
○対象事業：地域での防犯・見守り活動、防災に
備えた支援活動など（詳しくは、
助成要綱（注）をご覧ください。）
○助成対象年度：平成26年度
○助成総額：27万円
（１団体５万円以内）
○申請期限：６月30日
（月）まで（郵送の場合は必着）
○助成審査：助成審査会により審査、決定
（注）
【助成要綱・申請書はコチラまで】
○燕市社会福祉協議会ホームページにて掲載
URL：http://www.tbm-swc.jp
ホームページをご覧になれない団体は、
燕市社会福祉協議会「本所」にて配布しています。
【申し込み・問い合わせ】
新潟県共同募金会燕市支会
（燕市社会福祉協議会内）
〒959-1263 燕市大曲4336番地
☎0256-62-4361 総務課
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弁護士による法律相談【無料】
弁護士による法律相談を次により開催しています。
７月開催分の予約を受け付けています。
（要予約）

心配ごと相談所
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。
●開 設 時 間：午後１時～４時

●相 談 時 間：午後１時～３時30分

期

●担当弁護士：新潟県弁護士会弁護士

日

会

4日（水）

※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。
期

日

会

5日（木）
10日（火）

６月

場

18日（水）
24日（火）

６月は予約受付終了しました。

2日（水）
3日（木）
8日（火）

10日（木）
７月

老人集会センター (大曲)

７月

30日（水）

【申し込み・問い合わせ】

16日（水）

本所

22日（火）

0256-62-4361

善意の窓

●青山澄夫・ミドリご夫妻
ダイヤモンド婚を
記念して

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)
分水保健福祉センター（新堀）
老人集会センター (大曲)
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)
老人集会センター (大曲)
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)
分水保健福祉センター（新堀）
老人集会センター (大曲)
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)
老人集会センター (大曲)

高齢者向け法律相談

●第一高砂会（燕地区老人会）さま
●鳥部敏行さま

平成 26 年６月１日

38,000円

10,000円×４回
200,000円

日常生活における問題のうち、法律の知識を要するも
のについて、弁護士が相談をお受けします。

●相談日時：７月４日（金）午後１時～３時
●場

所：老人集会センター（大曲）

●対 象 者：概ね60歳以上の方またはその家族
※相談は１人30分を限度とします。

【申し込み・問い合わせ】本所 ☎0256-62-4361

●市民の皆さま
使用済切手、アルミ缶、リングプル、
ペットボトルキャップなど
以上、５月16日現在

当会では、地域福祉推進のために使わせて
いただいております。

～あたたかいご寄附に感謝します～

不動産の鑑定・利活用相談
土地・家屋などの整理や売却及び利活用等で困ってい
る案件について、不動産鑑定士が相談をお受けします。

●相談日時：７月４日（金）午後１時～３時
●場

所：老人集会センター（大曲）

●対 象 者：概ね60歳以上の方またはその家族
※相談は１人30分を限度とします。

【申し込み・問い合わせ】本所 ☎0256-62-4361
↓こちらは、○
特会員様の広告欄です。

広報に関するご意見・お問い合わせは…燕市社会福祉協議会（0256-62-4361・E-mail：tubame@tbm-swc.jp）までお願いします。

「花咲か

活 動 団 体 紹 介

「傾聴ボランティ

傾聴ボランティアゆう＆あい
みなさん

アゆう＆あい」というグループ
をご存知ですか？

私達は主に高齢者福祉施設へ

お話し相手（傾聴）として訪問

しています。傾聴とは話し手の

ことを受容し、共感をもって聴
くことです。

聴くことの難しさに直面しな

がらも、相手の方が喜んでくだ

さることは、私達の喜びでもあ
ります。興
味のある方
はまずはセ
ンターにご
連絡くださ
い。一緒に
活動してみ
ませんか。

『ボランティアのつどい』
を
開催しました！

４ 月 日（ 日） 、 老 人 集 会 セ
ンターにおいて、 名のボラン
ティアが集う中、新潟経営大学
の中島 純 教授をお招きし、
『ボランティア・市民活動と生
涯学習』と題しご講演いただき
ました。
ユーモアを交えた講演の中で
”コミュ活 （＝地域での人づ
“
きあいに生きがいを得て、家
庭、職場以外の人生の第３ステ
ージを充実させること）が市民
活動にも通じ
ると、お話を
されました。
たくさんの
笑いと学びが
詰まった「ボ
ランティアの
つどい」とな
りました。

情報コーナー掲載記事を募集します

13

地域福祉やボランティア・市民活動に関する記事をセンターまで
ＦＡＸまたはメールにてお寄せください。（政治や宗教に関わるものは除く）
掲載スケジュール ７月５日までに申し込み→８月号に掲載
記事枠の関係ですべてを掲載できない場合があります。
※
■ 燕市ボランティア・市民活動センター ＦＡＸ ０２５６ ６
―３ ７
―７３５
メール tub am e@t bm -s w c.j p

71
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つばめボランティア・市民活動情報コーナー
ボランティア・市民活動センター
新規登録団体を紹介します
読み語りサークル
「 今 日は 何 年 生 ？ 何 の 本 ？ 」
でんでん

花咲かでんでん（むし）

学校へ行くと子ども達が、嬉し
（むし）」

「おはなしコロボックル」

そうに声をかけてくれます。読
は心と体の
元気のため

み語りボランティアを始めて
年。会員が市内の小学校や幼稚
に、「笑顔
と元気の
花」を地域

人。

子ども達の笑顔と、時を共に

の皆さんに

す。

免疫細胞の活性化が期待できま

方言・アドリブ満載の寸劇で

るとか出ないとか。

名の大判小判がザックザクと出

その木の根元からは健康という

では、元気の花が見事に咲き、

結成７年目の劇団の行く先々

劇団です。

る小（笑）

する喜びを感じながら、会員一

す。

思っていま

だきたいと

加していた

皆さんに参

す。多くの

画していま

ート」を企

の日コンサ

今年は「お話と絵でつづる冬

ず活動しています。

出前してい

います。会員は

園・保育園・児童館等で読んで

16

人ひとりが、できる時に無理せ

23
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～ ボランティア・市民活動の今を伝え、人とひととをつなぎたい ～

