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燕市文化会館（燕市水道町1丁目3‒28）会　場

午後 1時15分～ 1時50分式　典

午後 2時～ 3時30分講　演

支えあう豊かな地域をめざして演　題

堀田　力　氏講　師
（公益財団法人さわやか福祉財団会長・弁護士）
　元東京地検特捜部検事（ロッキード事件担当）
　元法務大臣官房長
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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
☎0256－78－7080（代表）　FAX0256－78－7088

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

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



燕市で共同募金が活用されている一例をご紹介します。燕市で共同募金が活用されている一例をご紹介します。燕市で共同募金が活用されている一例をご紹介します。

じぶんの町を
良くするしくみ

やさしさの循環

支援
活動

地域の
支え合いや支援が
必要なところへ

募金

助成

燕市に住む
皆さま

燕市で
活動する団体・
グループ

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
　共同募金は身近な地域の福祉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。

障がいのある人へ日中活動の場を提
供したり、社会参加を通じた支援を
行っています

～ＮＰＯ法人　結～
アルミ缶を分別・
つぶす作業を、やり
がいをもって楽しく
行っています。

10月 1 日（日）から12月31日（日）まで

～ぴゅあ・きっず～
子どもの発達が心配な
方のために、ひとりで
悩まず話し合う場をつ
くっています。

学校や地域での福祉教育を支援して
います。

～燕市社会福祉協議会～
福祉について学ぶ機会の
提供や、福祉体験の指導
や講義を行っています。

身近な地域で集える場づくりを支援
しています。

～サロン活動～
おとしよりや子育て
中の親と子、在宅で
介護をしている方な
ど、地域で集える
場所でサロン活動を
開催しています。

ボランティア・市民活動を支援して
います。

施設・サロンイベントの
手伝いや、施設の車いす
磨きなどを行っています。

ボランティアの発掘
や育成をするため、
各種講座やイベント
を開催しています。

誰もが安心して暮らせる地域づくり
を支援しています。

まちづくり協議会
エリアで、地域に
おける支えあいの
しくみづくりを進
めています。

～燕市社会福祉協議会～

～ボランティアヘルパー「まごの手」～

～燕市ボランティア・市民活動センター～

平成29年 10月 1 日



　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30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（水）～12月15日（金） 
【助成要項はコチラまで】11月1日（水）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

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

㈲まるしん
本間医院

㈲弥六
田上建築㈲ はやかわ商店

㈲蓮沼食品
㈲ながれま鍼灸院・接骨院

清六商店
㈲井上自動車

㈱河富
大森砂利採取㈱

五口

西山自動車商会 ㈲西片植木園
宗村化工㈱ パティスリー・アンジュ

一心堂印房 ㈱亀井組
マルワストアー ㈲酒井熔接 ㈲伊藤製作所

三口

㈲カーショップ小柳 燕振興工業㈱ ㈱マツイ パナコスモス・カネデン
米五酒店㈲美寄車体 ヘアサロンアップル 下村工務店 ㈲下孝酒店

小松屋菓子店 ㈱プラニング瑞穂 燕物産㈱ キナレヤ

燕市手話サークル愛
一口

二口

一般会費納入状況　燕 地 区　73自治会　3,610,647円
　　　　　　　　　吉田地区　56自治会　1,184,421円
　　　　　　　　　分水地区　64自治会　1,482,706円

賛助会員　一口1,000円

まる特会員　年額50,000円　㈱遠藤製作所
特別会員　一口10,000円
三口　㈲相田会計　　　　㈱吉田環境衛生公社
二口　山崎金属工業㈱
一口

まる特、特別、賛助会員会費納入状況 

（9月15日現在）

ま る 特 会 員
特 別 会 員
賛 助 会 員

会 員 種 別 金　　額（円）
900,000
2,760,000
541,000

赤い羽根共同募金　助成公募　赤い羽根共同募金　助成公募　赤い羽根共同募金　助成公募　

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！

なごみケアセンター ㈱本宏製作所 ㈲東屋 ㈱ミツワ ㈱ワクイ
近藤新聞店 小林自動車㈱ ㈱羽賀設計 山田花店 くるまやカワカミ
㈲閑古堂 なかじま歯科医院 ㈲亀倉自動車 ㈱松川製作所 ㈱大平與三郎商店
山田自動車㈱ ㈱ホクエツ 魚竹本館 ㈲霜龍器物 ㈱井上砂利店
㈿分水ショッピングパーク 吉川金属㈱ 丸山ステンレス㈱ 分水ロータリークラブ ㈲竹井器物製作所
セッツカートン㈱新潟工場 デンタルクリニックツチヤ 本間冬治工業㈱ ㈱霜鳥紙器製作所 竹越工業㈱
㈱慎研工業 ㈱近藤測量設計 新潟合成㈱ ㈱今井製作所 ㈱日本サンライズ
おもいやりの泉県央店 ㈲三起工務店 ㈱竹内パッケージ ㈱トーダイ 島田印刷紙工㈱
㈲笠原造園 越佐観光バス㈱ ㈱丸栄 ㈱正祐総業

9月15日現在　敬省略・順不同

　８月から自治会長を通じて世帯の皆さまへお願いしました
会員会費納入の途中経過をご報告します。会員会費は、本会が
行う地域福祉推進事業に使わせていただきます。

平成29年度　まる特・特別・賛助会員芳名簿（追加分）

※その他、個人・本会役員等からもご協力いただきました。

平成29年 10月 1 日



　 9月13日（水）小池公民館を会場に、自治会長、民生・児童委員、登録ボランティアなど合計28名が
参加されました。
　当日は、支え合い活動推進委員会が設置する地域の身近な相談所「おたすけ相談所」の立ち上げから
これまでの経緯と、現在行っている具体的な支援活動について報告がありま
した。
　その後、グループごとで活発な意見交換が行われ、「男性の集まる場所の
立ち上げが必要」「この取り組みに頼らず、近所でお互いに声をかけ合える
のが一番の理想」など多くの声が聞かれました。

◎「燕第一地区支え合い活動懇談会」の開催

燕第一地区支え合い活動推進委員会の取り組みを紹介します

【問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866

　おたすけ相談所を開設して3年が経過しました。これまでに寄せられた相談は、「ゴミ出しを手伝っ
てほしい」「 1人は寂しいので、話し相手がほしい」「作業を頼みたいけど、どこに連絡したらい
いか」など様々です。おたすけ相談所では、相談に対して地域のボランティアさんへ協力を依頼してい
ます。皆さん快く引き受けてくださり、無理のない範囲で活動されています。
　なかには、「迷惑なんじゃないか…」という気持ちから、近所の方に相談できな
い方もいます。
　でも、困ったときはお互いさま。支えたり・支えられたり。そんな輪が広がって
いくよう、おたすけ相談所の地域に根差した活動は続きます。

◎「おたすけ相談所」の活動状況

広がっています広がっています！ 地域支え地域支え合い合い活動！動！広がっています広がっています！ 地域支え地域支え合い合い活動！動！広がっています！ 地域支え合い活動！

　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13日、20日、27日
　　　　　12月 4 日（全 4 回・毎週月曜日）
　　　　　午後1時30分～3時30分
●会　場：市民交流センター3階多目的ホール
　　　　　　　　　　　（吉田日之出町1－1）
●講　師：健康運動指導士　川本　朝子　氏
●参加費：500円（初日に持参ください）
●持ち物：室内用運動靴、飲み物、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（水）～受付開始

男性限定！生涯現役体づくり講座

11月10日（金）
分水福祉会館　ホール
　　　　（上諏訪10－16）

レインボー健康体操体験会

＊上記体験会は午後1時30分～3時の開催
＊参加費無料、申し込み不要
＊室内用運動靴、飲み物、タオルを持参のう
　え直接会場へお越しください。

皆さんの参加をお待ちしています！

【問い合わせ・申し込み】地域福祉課　☎0256－78－7866

スクエアステップ体験会
10月 3 日（火）
分水総合体育館　アリーナ
　　　　（分水向陽1－2）

介護予防を始めましょう　あたまとからだの体操！

※当日は武道館側の出入口を
　ご利用ください。

平成29年 10月 1 日



老人集会センター（大曲）

市民交流センター
　　　　（吉田日之出町）

心配ごと相談所 【無料】弁護士による法律相談【無料】
　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。

【申し込み・問い合わせ】
　地域福祉課　☎0256－78－7866

期　日 会　　　　　場

10月

11月

10日（火）
30日（月）
10日（金）
30日（木）

期　　　　　　　日

10月

4日（水）
11日（水）
18日（水）
25日（水）

1日（水）
8日（水）
15日（水）
22日（水）
29日（水）

11月

　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：市民交流センター（吉田日之出町）

【問い合わせ】
　地域福祉課　☎0256－78－7866

 地震や豪雨災害に遭われた被災者を支援する
ため、燕市共同募金委員会では次の通り災害義
援金を受け付けています。
　ご協力をお願いします。
◎「平成28年熊本地震義援金」
◎「平成29年7月5日からの大雨災害義援金
　（福岡県）」
◎「大分県豪雨災害義援金」

災害義援金　募集

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
2, 000, 000円
10, 000円

富士通キレイヤサイ多数
使用済切手１箱

103, 551円
●鳥部敏行さま
●故　金子正市さま
●匿名さま
●富士通フロンテック㈱さま
●協栄信用組合さま
●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

●分水歌謡クラブさま
500, 000円

●和平フレイズＭＳ㈱さま

9月15日現在

善　意　の　窓

【広報に関するご意見・お問い合わせは】
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燕市社会福祉協議会　☎0256－78－7080　E-mail：tubame@tbm-swc.jp　までお願いします。

恒成株式会社

ステンレス原料　リサイクル
ステンレス・チタン鋼材 販売

代表取締役社長　澁　木　収　一

新 潟 県 燕 市 小 池 4 9 2 9 番 地
〔鋼材部〕ＴＥＬ（0256）63－5107
〔原料部〕ＴＥＬ（0256）63－5106

TEL　0256－63－8897
燕市小高1148番地  

平成29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（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　ＦＡＸ0256－78－7088　E-mail：bora-simin@tbm-swc.jp

●「ぷれジョブ」の目的
　支援を必要としている子どもたち（チャレンジド）が、
自分の住んでいる地域であたり前のように過ごせる環境
をつくることが目的です。地域で就労体験をすることを
通じて、障がいの有無に関わらず、共に助け合うことの
できる地域社会をつくることも目指しています。
●どんな活動をしているの？
・チャレンジドが、受入企業（地域の会社やお店）で、
　週１回１時間程度、ジョブサポーターに見守られなが
　ら職場体験活動をしています。
・毎月１回定例会を開催し、チャレンジド、受入企業、
　ジョブサポーターや地域の方々から参加してもらい、
　活動の発表や交流活動を行い、地域の中でつながりづ
　くりをしています。
●チャレンジドの感想
・いろんな人と会えて、いろんなお仕事ができて楽しい！
・みんながほめてくれるので笑顔になれる。すごく自信になる。

●ボランティア・市民活動団体インタビュー

団体名：ぷれジョブ・ひまわり

↑キャンプ活動

代 表 者　長橋　幸雄
設立年月日　2011年４月（会員74名）
年 会 費　本会員　2,000円
連 絡 先　山田　恵里
　　　　　☎090－1613－6423
　　　　　E-mail：pure_job_tubasan@yahoo.co.jp

耳より情報耳より情報耳より情報耳より情報耳より情報

対　象　期　間 予約受付開始日
平成30年 1月 4日～ 1月31日
平成30年 2月 1日～ 2月28日

10月 1日～
11月 1日～

★つばめボランティア・市民活動情報コーナー★

☆市民交流センター１階「ミーティングルーム」
　「多目的ルーム」の借用申請について
　借用するためには、ボランティア・市民活動
　センターへの登録が必要です。

　８月26日（土）・27日（日）、チャレンジャー
燕三条店において地元高校生などが募金活動を行
いました。街頭募金にご協力くださった皆さま、
また、本会窓口まで募金をお持ち
くださった皆さま、ご協力ありが
とうございました。
本会取りまとめ募金総額 273,000円

「24時間テレビ40」「24時間テレビ40」
街頭募金額報告街頭募金額報告

「24時間テレビ40」「24時間テレビ40」
街頭募金額報告街頭募金額報告

「24時間テレビ40」
街頭募金額報告

　ボランティアグループ「ハンド＊アロマ」で
は、市内福祉施設や地域の茶の間での慰問活動、
市内イベントへ参加し、アロマオイルを使用し
た『ハンドトリートメント』を行っています。
　ハンド＊アロマの活動に興味がある方は、ぜ
ひ私たちと一緒に活動してみませんか？
　また、「実際の活動を見てみたい！」など、
興味がある方のご参加も大歓迎です！
　お気軽にご連絡ください。
【問い合わせ】
　ボランティアグループ
　ハンド＊アロマ
　代表　梅田　美子
　☎080－6708－6156

ボランティアグループボランティアグループ
「ハンド＊アロマ「ハンド＊アロマ」からのご案内からのご案内
ボランティアグループボランティアグループ
「ハンド＊アロマ「ハンド＊アロマ」からのご案内からのご案内
ボランティアグループ
「ハンド＊アロマ」からのご案内

定例会のお知らせ
毎月第２日曜日

（午後 1時30分～ 3時30分）
会場：燕市障がい者地域生活
　　　支援センターはばたき
初めての方でもお気軽に
ご参加できます！

～ぷれジョブ・ひまわりでは、活動受入先企業、子どもたちと
　　　一緒に活動してくれるジョブサポーターを募集しています！
　活動の趣旨に賛同し、活動にご協力くださる企業・施設の方が
　　　　　　　いらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください～

↑仕事体験中
　　　（市内商店）

平成29年 10月 1 日
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