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災害支援ボランティア講座
日時：７月２日（日）
午前１０時～午後3時
詳細はP2をご覧ください。

～ 災害ボランティアセンター設置訓練の様子（昨年度）～

P.２

災害支援ボランティア講座の開催

P.５

相談日一覧、寄附

P.３

地域支え合い活動、介護予防講演会・体験会

P.６

ボランティア・市民活動情報

P.４

事業計画・予算

〒959-0231 燕市吉田日之出町１番１号
ホームページ：http://www.tbm-swc. jp/
☎0256-78-7080（代表） FAX0256-78-7088
E-mail：tubame@tbm-swc. jp

など

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

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。

平成29年６月１日
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災害支援ボランティア講座を開催します！
近年、地震・水害などの大きな災害が頻発しています。災害が起こった時に設置される「災害ボラ
ンティアセンター」の役割と運営方法を学ぶ研修会を開催します。
災害ボランティアセンターとは「何か？」「役割や運営方法」など、「もし、燕市で災害が起こった
時」を想定し、一緒に考えてみませんか？
午前の部と午後の部に分かれています。どちらか一方の参加も可能です。
＊中学生、高校生など学生の参加も受け付けています。
●日

時：７月２日
（日）
（雨天決行）

午前の部）午前10時～正午
午後の部）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）
●参 加 費：無料
●持 ち 物：筆記用具 （午前・午後とも参加される方は昼食）
●申し込み：６月26日（月）までにお申し込みください。
時

間

内

午前の部
午前10時～正午

午後の部
午後１時～３時

容

＊内容は一部変更する場合もございます。

【講義/体験】
●災害ボランティアセンターとは～災害時の地域支援の必要性～
●炊き出し体験、非常食の試食
【活動紹介/グループワーク】
●被災地における災害ボランティアセンターの活動紹介
●災害ボランティアセンターの立ち上げについて

【講師】
NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク会員
株式会社野村防災 代表取締役 野村祐太 氏
〔プロフィール〕 楽しく学べる体験型防災イベントの実施。
被災地のボランティアセンター運営サポート。
防災・減災をテーマにした講演会。防災教育実践サポート。
自主防災会運営サポート。
等で県内外で活動する。

【申し込み】
地域福祉課/ボランティア・市民活動係
☎ 0256－78－7867
炊き出し体験の様子（昨年度）

平成29年６月１日
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広がっています！地域支え合い活動！
支え合い活動推進委員会が立ち上がるまで
「支え合い活動推進委員会」は地域における支え合いのしくみを推進する母体として位置づけていま
す。概ねまちづくり協議会エリアに１つとして立ち上げを進めています。ここでは委員会立ち上げまで
の実践例を紹介します。

・地域の中核を担う方との意見交換
支え合い活動推進委員会の立ち上げに向けて、自治会長、民生委員児童委員、まちづくり協議会役員
など、地域活動の中核を担っているメンバーを中心に意見交換・合意形成を進めます。

・地域の様々な団体との意見交換
サロン、保健推進委員、老人クラブなど、参集範囲を広げ、繰り返し合意形成を図ります。

・構成員の検討
支え合い活動推進委員会の構成員について、各団体と検討し、選定します。

・支え合い活動推進委員会の設立
選任された構成員で支え合い活動推進委員会を設立します。年３回程度、各委員会において地域の課題
把握や解決のための方策・企画の検討を進めます。
このように、住民の皆さんと丁寧に意見交換を重ね、支え合い活動推進委員会の設立を進めています。
その場所によって地域性が異なり、抱えている課題も違います。
住民の皆さんと定期的に話し合い、そのエリアに合った取り組みを一緒に考え、実践しています。

地域支え合い活動のイメージ図
支援が必要な人

支援チーム

③支援・要望

①相談・対応

②依頼・報告

支え合い活動相談員
連携

支え合い活動推進委員会
（まちづくり協議会のエリア）

燕市社協
連携
燕市、地域包括支援センターなど

【問い合わせ】地域福祉課

☎0256-78-7866

介護予防に関する講演会や体験会を開催します！
だれでもできる！『社会参加』で心も体も元気に

レインボー健康体操普及
講演会・体験会

時：６月22日
（木）午後１時30分～３時
場：老人集会センター大集会室（大曲4336）
師：藤原 佳典 氏
（東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム研究部長)
■持ち物：なし
■定 員：100名（受付中）※定員になり次第締め切り

■日 時：７月14日
（金）午後１時30分～３時30分
■会 場：吉田産業会館大ホール（吉田東栄町14－12）
■講 師：関口 陽子 氏（レインボー健康活動普及協会副理事長）
■持ち物：室内用運動靴、飲み物、タオル
※動きやすい服装でお越しください
■定 員：100名（６月16日（金）より受付）※定員になり次第締め切り

介護予防活動啓発講演会
■日
■会
■講

スクエアステップ体験会
①６月14日（水）

申し込み不要！

午後２時～３時30分

吉田産業会館大ホール（吉田東栄町14－12）

②７月６日（木）午前10時～11時30分
燕市体育センター中アリーナ（大曲3015）

■講 師
スクエアステップ指導員
■持ち物
室内用運動靴、飲み物、タオル
※動きやすい服装でお越しください。

【問い合わせ・申し込み】地域福祉課 ☎0256-78-7866

いずれも参加費無料です。お気軽にご参加ください！

平成29年６月１日
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平成２９年度 事業計画・予算
誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、市民の皆さま、関係機関等の
理解と協力を得ながら、「地域のつながり、支え合い」を大切にした活動をすすめていきます。

＜予算概要＞

（単位：千円）

収

勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入（収益）
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計（7）
基金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
入

事業活動における収支

支
出

収入 支出

施設整備等による収支

収入

支出

その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算額
11,410
800
93,255
119,382
310
5,882
120
65,094
5,258
113,072
2,500
24
1,147
418,254
298,301
97,290
7,550
9,349
300
4
3,267
324
416,385
1,869
40,000
40,000
42,000
42,000
△ 2,000
0
500
12,180
12,680
△ 12,680
0
△ 12,811
67,619
54,808

当事者支援の充実・強化
障がいのある人の日中活動の場の提供や、就労
支援を行います。
〇就労支援センター 就労継続支援Ａ型事業
就労継続支援Ｂ型事業
〇障がい者地域生活支援センターはばたき
地域活動支援センター事業
放課後等デイサービス事業
相談支援事業
就労支援センター
キャンドル製作

＜事業計画概要＞

一人ひとりの自立生活を支えるシステムづくり
まち協エリアで「地区支え合
い活動推進委員会」を設置し、
地域の支え合いをすすめます。
また、高齢者、子育て中の親
子など、地域の方たちが集う、
生きがいづくり・仲間づくりの
サロン活動を推進します。

ふれあいサロン

地域を支える人づくり
ボランティア・市民活動
の活性化をめざします。
また、地域のニーズや福
祉課題に対応できるよう、
子どもから大人まで幅広い
年齢層から、地域の福祉活
動を担う人材の確保・育成
に務めます。

市民交流センターイベント
「うたごえ喫茶」

在宅での生活支援
ケアプランの作成や、ホームヘルパーが高齢者や障が
いのある人の在宅生活を支援します。
〇居宅介護支援事業 〇訪問介護事業
〇訪問入浴介護事業 〇居宅介護・同行援護（障がい者）

福祉サービスの利用支援と権利擁護
福祉サービスの利用や地域生活の支援・相談を行いま
す。また、高齢や障がいのため判断能力が低下した方の
権利を守る後見活動なども行います。

施設の管理・運営
所有する施設や、指定管理施設の運営・管理を行いま
す。
〇老人福祉センター
（つばめ荘）
〇ふれあい喫茶ぽぽ
〇屋内ゲートボール場
（すぱーく燕）
※大規模改修を計画
〇市民交流センター
〇老人集会センター
〇障がい者地域生活支援センター（はばたき）
〇吉田老人センター
市民交流センター

平成29年６月１日
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弁護士による法律相談【無料】

心 配 ご と 相 談 所【無料】

※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。
期

６月
７月

日

会

期

場

７日（水）

９日（金） 燕市民交流センター
(吉田日之出町)
30日（金）
10日（月）
28日（金）

日

６月

老人集会センター (大曲)

14日（水）
21日（水）

５日（水）
７月

28日（水）

【申し込み・問い合わせ】地域福祉課 ☎0256-78-7866

【問い合わせ】地域福祉課

12日（水）
19日（水）
26日（水）

☎0256-78-7866

善 意 の 窓
●鳥部

敏行

さま

10,000円×２回

●匿名（燕地区）さま

20,000円

●片桐

良五

さま

10,000円

●匿名（燕地区）さま

3,000円

●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
５月22日現在

災害義援金 募集の延長
昨年度発災しました、熊本地震及び糸魚川市に
おける大規模火災における義援金の募集期間を延
長し、受入を行っています。
被災地支援のため、ご協力をお願いします。
熊本地震…………平成30年３月31日まで
糸魚川大火災……平成29年６月30日まで
※救援物資等の受付は行っておりません。

澁

木

収

↓こちらは、○
特会員様の広告欄です。

代表取締役社長

一

新 潟 県 燕 市 小 池 4 9 2 9 番 地
〔 鋼 材 部 〕ＴＥＬ（ 0 2 5 6 ）6 3 － 5 1 0 7
〔 原 料 部 〕ＴＥＬ（ 0 2 5 6 ）6 3 － 5 1 0 6
0256-78-7080

平成29年６月１日
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●ハンズワタベの社会貢献活動について
（株）ハンズワタベは、「仕事を通して地域の人
との生涯付き合い」を経営目的としています。仕
事を通して好かれ、気に入られ、地域の方々から
頼りにされる会社を目指しています。
常に地域の方々から活かされていることを念頭
に、感謝の気持ちを持ちながら社会貢献活動を行
っており、その一環としてボランティア活動に取
り組んでいます。

●どんな活動をしているの？

団体名
代
活
連

表
動
絡

株式会社 ハンズワタベ
者
歴
先

渡部 政雄
2015年11月から
蔵関55-1
☎ ：0256-62-2810
かんばら
FAX：0256-62-2789（担当：蒲原）
ハンズワタベの活動につい
て、詳しく知りたい方は、
お気軽にご連絡ください。

て
参加し か？
ん
みませ

「傾聴のすすめ！」
〜暮らしの傾聴を学ぼう〜

コミュニケーションの大切さや、会話における思
いやりの心を学んでみませんか。
興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。
●と き ６月14日（水）午後1時～4時
●ところ 吉田産業会館1階視聴覚室（吉田東栄町14－12）
●講 師 日本傾聴ボランティア研究センター
理事長 澤村 直樹 氏
N H K学園「傾聴講座」監修者
著書：<聞き上手>の法則 人間関係を良くする
15のコツ（NHK出版）

●内

市内の環境活動に取り組んでいます。
・燕市クリーンアップ選手権大会（昨年は大曲交
通公園会場、ビジョン吉田会場へ参加）
・燕市社会福祉協議会主催の「赤い羽根募金箱を
作ろう教室」へ工作指導の協力
・祭り会場の清掃活動への協力（飛燕夏祭り花火
大会、吉田天満宮祭り）
・社内リサイクル品回収活動（プルタブ、使用済
み切手、段ボール回収）

ボランティア募集！
～福祉施設にて、歌・踊り・マジック・紙芝居などを
～福祉施設にて、歌・踊り・マジック・紙芝居などを
披露してくださる演芸ボランティアを募集しています！～
披露してくださる演芸ボランティアを募集しています！～
<募集施設>
・ニチイケアセンター燕（杣木810）
募集日時：6月18日（日）午後2時～3時
7月16日（日）午後2時～3時
・わんだふるらいふ（吉田6113-1）
募集日時：平日午後2時～3時
※日にちは、活動してくださる方に合わせます。
お気軽にご連絡ください。

耳より情報

容

・コミュニケーションの基本と暮らしの
傾聴を学ぶ
・温かな聴く耳を育む、こんな時どうする？
●参加費 300円（当日集めさせていただきます。）
●定 員 30名（定員になり次第、締切）
●申し込み ６月８日（木）までに、下記へ申し込み
ください。

【問い合わせ】燕市ボランティア・市民活動センター（燕市社会福祉協議会内）
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
☎0256－78－7867 FAX：0256－78－7088 E-mail：bora-simin@tbm-swc.jp

