
10月11日（火）まで
燕市民交流センター
（吉田日之出町）にて
募金箱の展示を
行っています。
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【編集・発行】

この機関紙は赤い羽根共同募金の助成金を一部活用して発行しています。

ふれあいネットワーク

～社協とボランティア・市民活動の「今」を伝えます～

〒959－0231　燕市吉田日之出町 1番 1号
TEL：0256－78－7080（代表）　FAX：0256－78－7088

●燕 支 所　TEL：0256－62－4361
●分水支所　TEL：0256－98－6111

ホームページ：http://www.tbm-swc.jp/
　　　E-mail：tubame@tbm-swc.jp



　燕市共同募金委員会では、燕市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、学校などへ助成を行います。ぜひご活用ください。
　
●助成事業：平成29年度実施事業
●助成内容・申請方法：詳しくは助成要項（下記参照）をご覧ください。
●受付期間：11月1日（火）～12月16日（金）
　
【助成要項はコチラから】11月1日（火）より配布・掲示します。
　・燕市社会福祉協議会ホームページにてダウンロード
　・燕市社会福祉協議会にて配布
　　　法人本部（吉田日之出町1－1）、燕支所（大曲4328）、分水支所（新堀1138－1）
　
【問い合わせ】燕市共同募金委員会（燕市社会福祉協議会内）　☎0256－78－7080

市民の皆さまから
寄せられた募金を
使って、燕のまち
を良くしていきま
しょう！

赤い羽根募金〈来年度使われます〉
・地域の支えあい活動
・ボランティア・市民活動
・地域のサロン活動
・障がいのある人の支援
・安心・安全なまちづくり支援
　　　　　　　　　　　　　など

歳末たすけあい募金
　　　　　　〈今年度使われます〉
・玄関前除雪の支援
・福祉施設やサロンの歳末イベント
・法律相談事業　　　　　　など

赤い羽根共同募金　助成公募

　毎年12月に世帯の皆さまへお願いしていました「歳末たすけあい募金」につい
て、今年度から10月の「赤い羽根共同募金」と同じ封筒で実施させていただきま
す。取りまとめにかかる負担軽減や、事務コストの削減を目的として変更させて
いただくものです。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

歳末たすけあい募金の実施時期が変更になります　12月➡10月

　共同募金運動は今年で70周年を迎える歴史のある募金活動であり、その地域の福祉
推進のため役立てられています。
　世帯や企業、職場、学校、街頭など、市内各所で募金の呼びかけをしていますので、今年もご協力を
お願いします。

共同募金運動がはじまります共同募金運動がはじまります共同募金運動がはじまります共同募金運動がはじまります共同募金運動がはじまります10月 1 日（土）から
12月31日（土）まで

・・・・・燕市で集まった募金のおよそ70％は、燕市の福祉活動のために使われます・・・・・

じぶんのまちを
良くするしくみ

支援活動 募金

燕市に住む
皆さま

助成

歳末
たすけあい
募金は

共同募金運動の
一環です

燕市で活動する
団体・グループ
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㈱青芳製作所 エコー金属㈱ 宇佐美工業㈱
江部松商事㈱ ふじ環境保全㈱ 遠藤商事㈱
和平フレイズ㈱ ㈱遠藤製作所 ツインバード工業㈱
恒成㈱ ㈱三栄製作所　　 松崎自動車㈱
㈲中野自動車商会 吉田金属工業㈱ おばらクリニック
ロングライフあいこう燕 ㈱藤崎新聞店

協栄信用組合 ㈶健康医学予防協会
㈱ダイソウ つばさ税理士法人
樋山システムサポート㈱ ㈲相田会計
㈱サクライ ㈱吉田環境衛生公社

テクノヤマオカ　

　今年度も多くの企業・団体・個人、また自治会長を通じて世帯の皆さまより会員会費の納入にご
協力いただき、誠にありがとうございました。

　本会では、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ています。
　皆さまからいただいた会員会費は、こうした活動の貴重な財源
とさせていただいております。

会員会費にご協力いただきありがとうございました会員会費にご協力いただきありがとうございました

　認知症は誰でも起こりうる脳の病気であり、85歳以上の4人に1人は
その症状があるといわれています。
　燕西地区と粟生津地区の支え合い活動推進委員会の主催で、認知症につい
ての基礎知識や正しい対応のしかたなどを学ぶ勉強会を開催しました。
　参加した皆さんからは「身近な問題として、具体的に学ぶことができた」
「今までよりも少し気にかけて生活したい」「認知症の方の介護にあたっ
ている家族に対するサポートを考えたい」といった感想が聞かれました。

㊕会員さま　年額 50，000円 特別会員さま（3口以上）

㊕会員さま、特別会員（3口以上）さまのお名前を掲載させていただきます。（敬称略・順不同）

（特別会費　1口　10,000円）

その他の会員さまにつきましては、
本会ホームページにて掲載させていただきます。

http://www.tbm-swc.jp/
燕市社協で検索

　地域の中でちょっとした困りごとを抱える人が増
えています。そんな困りごとを地域の力で解決する
のが「地域支え合い活動」です。
　無理なく取り組める活動から始めてみませんか？
　お気軽にお問い合わせください！
【問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866

ボランティア活動者を募集しています！

認認 知症に関する勉強会を開催しました！

▲ 8月 4日 燕西地区にて

▲8月27日 粟生津地区にて

会員会費納入状況
（9月13日現在）

賛助会員
特別会員
㊕ 会 員
一般会員

会員種別 金　額（円）
597,000
2,720,000
900,000
6,482,061

平成28年 10月 1 日



健康健康に関するする男性限定講座男性限定講座や介護予防運動各種体験会介護予防運動各種体験会を開催開催します！します！健康健康に関するする男性限定講座男性限定講座や介護予防運動各種体験会介護予防運動各種体験会を開催開催します！します！健康に関する男性限定講座や介護予防運動各種体験会を開催します！

　健康に関する知識を学び、スクエア
ステップで楽しく体を動かす講座です。
　
●日　時：11月10日、17日、24日
　　　　　12月1日　全4回　毎週木曜日
　　　　　午前9時30分～11時30分
●会　場：西燕公民館（花見949）
●講　師：健康運動指導士　川本　朝子　氏
●参加費：500円（初日にご持参ください）
●持ち物：室内用運動靴、飲み物、汗拭きタオル
●定　員：30名（定員になり次第締め切り）
●申し込み：10月11日（火）～受付開始

地区福祉懇談会開催のお知らせ
　本会の概要や会費、赤い羽根共同募金の使いみちについての説明後、参加者の皆さんと地域の中で
困っていることについて意見交換を行います。多くの皆さんから参加をお待ちしております。

●内　　容：・社会福祉協議会について（概要、業務、会費、共同募金など）
　　　　　　・地域の福祉課題について
●申込乄切：10月28日（金）まで（土・日・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）　
【申し込み・問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866　　

心のバリアフリー　　　　　の啓発イベントを開催します
　差別・偏見のない地域を実現するための啓発イベントを開催します。
　障がいがあってもなくても、地域でともに支え合い暮らしていくためにできることを一緒に考えてみ
ませんか？　皆さんの参加をお待ちしております。

【申し込み・問い合わせ】
　地域福祉課　☎0256－78－7866　
　（土・日・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

●日　時：11月20日（日）午後1時～4時
●会　場：老人集会センター（大曲4336）
●内　容：・映画「ちづる」上映会
　　　　　・ミニトーク
　　　　　　演題：「妹が僕に映画をつくらせた」
　　　　　　講師：映画監督　赤崎　正和　氏

●定　員：100名
●参加費：無料、申し込み不要

【問い合わせ】
　燕市障がい者地域生活支援センター　はばたき
　☎0256－66－5688

11月２日（水）　午後7時～8時30分
11月４日（金）　午後7時～8時30分
11月７日（月）　午後7時～8時30分

日　　　　　時 会　　　　　　　場
老人集会センター（大曲4336）
分水福祉会館　1階ホール（上諏訪10－16）
燕市民交流センター　3階多目的ホール（吉田日之出町1－1）

男性限定！生涯現役体づくり講座
①11月2日（水）
　吉田北体育センター
　　（佐渡山4130－1）

レインボー健康体操体験会

①10月19日（水）
　小中川公民館（又新1115）
②11月28日（月）　
　分水公民館（分水新町2－5－1）

＊各種体験会は午後1時30分から3時まで
＊参加費無料、申し込み不要
＊室内用運動靴、飲み物、長めのタオルを
　持参のうえ、直接会場へお越しください。

スクエアステップ体験会

皆さんのご参加お待ちしております！

差別・偏見の
ない生活

ア
す。

男
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心配ごと相談所【無料】

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～

10, 000円×2回
500, 000円
91, 624円

ミネラルウォーター120本

●鳥部敏行さま
●和平フレイズ㈱さま
●分水歌謡クラブさま
●㈱コンチェルト　コンサートホール吉田店さま

●市民の皆さまより
　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、9月13日現在

善　意　の　窓

【問い合わせ】
　地域福祉課
　☎0256－78－7866

【申し込み・問い合わせ】
　地域福祉課
　☎0256－78－7866

高齢者向け法律相談・
不動産の鑑定・利活用相談【無料】
　高齢者を対象とした法律相談・
不動産の鑑定・利活用相談を開催
します。電話にて予約を受け付け
ます。（要予約）
●相 談 日：10月28日（金）
●相談時間：午後1時～3時
●会　　場：燕市民交流センター
　　　　　　（吉田日之出町1－1）
●法律相談：新潟県弁護士会
　　　　　　弁護士
●不動産の鑑定・利活用相談：
　　　　新潟県不動産鑑定士協会
　　　　不動産鑑定士
※相談時間は１人30分です。
※開始時間は予約の際にお知らせします。
【申し込み・問い合わせ】
　地域福祉課　
　☎0256－78－7866

弁護士による法律相談【無料】

　燕市共同募金委員会では引き続き、平成29
年3月31日まで受け付けています。併せて8月
に発生した台風により被害を受けられた北海
道、岩手県の義援金も募集しています。ご協
力をお願いします。　
熊本地震義援金の実績　2，718，205円

　　　　　　　　　　　　　（9月13日現在）

災害義援金　募集

期　　　　日

10月

5日（水）

12日（水）

19日（水）

26日（水）

11月

2日（水）

9日（水）

16日（水）

30日（水）

期　　日 会　　　場

10月

11月

7日（金）

10日（木）

30日（水）

燕市民交流
　　 センター
(吉田日之出町1－1)

分水福祉会館
（上諏訪10－16）

　法律相談を次の通り開催しま
す。電話にて予約を受け付けま
す。（要予約）
●相談時間：午後1時～3時30分
●担当弁護士：新潟県弁護士会
　　　　　　　弁護士　
※相談時間は1人30分です。
※開始時間は予約の際にお知らせします。

　予約なしで受けられる心配
ごと相談所を開設します。
どのような相談でも結構です。
お気軽にお越しください。　
●開設時間：午後1時～4時
●会　　場：燕市民交流
　　　　　　　　　センター
　　　　　 （吉田日之出町1－1）

【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　ＴＥＬ：0256－78－7080　E-mail：tubame@tbm-swc.jp　までお願いします。
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特

代表取締役　山 岸 正 勝

本社・工場　〒959－1276　新 潟 県 燕 市 小 池 5 0 5 8 － 1
　　　　　　ＴＥＬ 0256－66－1451㈹　ＦＡＸ 0256－66－3477

株式会社 三栄製作所

設計から配送まで一貫生産
　　　　　　スピーディー対応

平成28年 10月 1 日



【問い合わせ】燕市ボランティア・市民活動センター（吉田日之出町1－1)
　　　　　　　開所日時：月曜～金曜（祝日を除く）　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　　ＴＥＬ：0256－78－7867　ＦＡＸ：0256－78－7088　E-mail：bora-simin@tbm-swc.jp

◆新潟工場の社会貢献活動（ＣＳＲ）について
　富士通フロンテックグループは「環境にやさ
しい企業活動」を基本理念としています。社員
一人ひとりが富士通フロンテック・ウェイの行
動指針に掲げた「私たちは、地球環境を守りま
す」に基づき、企業活動を通じて、豊かで暮ら
しやすい社会づくりを目指しています。
　
◆どんな活動をしているの？
　市内の環境活動に取り組んでいます。
・みなみ親水公園の草取り、清掃活動（年2回、
　毎回200名程が参加）
・燕市春日町交差点花壇の花植えボランティア
　（4月～11月、毎回10数名が参加）
※その他、新潟県「緑の募金」活動への参加、
　古本等を回収しＮＰＯへ寄付するなど取り組
　んでいます。

●社会貢献活動（ＣＳＲ）に取り組む富士通フロンテック㈱新潟工場をインタビューしました！

団体名：富士通フロンテック㈱新潟工場
代表者　高 橋 秀 行

活動歴　2013年4月より
連絡先　☎0256－93－3161
　　　　（富士通フロンテック㈱新潟工場）

◆ミーティングルーム、多目的ルームの借用予約申請
　燕市民交流センター1階の各部屋は、次により借用の予
約が可能です。
　なお、借用の予約には、ボランティア・市民活動センタ
ーへの登録が必要です。

●耳より情報

予約申請が可能な対象期間 申請受付開始日
平成29年 1月 1日～ 1月31日
平成29年 2月 1日～ 2月28日

10月 1日（土）
11月 1日（火）

春日町交差点花壇での
活動の様子

　ボランティア・市民活動団体の交流を目的に8月28日吉田
産業会館で開催しました。活動内容を紹介するブース展示を
通して、参加者同士の新たなつな
がりが形成されました。
　次回交流会は、11月12日（土）
に吉田産業会館で開催を予定して
います。

●ボランティア・市民活動団体大交流会を開催しました！

★つばめボランティア・市民活動情報コーナー★

　市内各所にて、学生ボランティアや
ボランティア・市民活動センターサポ
ーターによる街頭募金を行いました。　
募金総額　192，696円　

　ご協力ありがとうございました。

●24時間テレビ募金額報告

平成28年 10月 1 日
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