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「はばたき」の紹介
心のバリアフリー講演会
地域支え合い活動
スクエアステップ普及講演会・体験会
は～とふるカレンダー
職員募集
相談日一覧、寄附 など
ボランティア・市民活動情報

法人本部事務局、各支所業務は、平成29年12月29
日（金）から平成30年1月3日（水）まで年末年始休業
とさせていただきます。

〒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

●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発行しています。

平成29年12月１日

（２）

「はばたき」についてご紹介します
① 地域活動支援センター事業（燕市委託事業）
障がいのある方が安心して過ごせる居場所を提供します。仲間との交流や創作活動等を通して、社会参
加を促す活動を行っています。「日中のひとときを自分のペースで過ごしてみたい。」と思われる方（障
がいの種別は問いません）に対し、職員が一人ひとりと向き合った支援を行います。

② 相談支援事業（新潟県指定、燕市指定、燕市委託事業）
障がいのある方が、地域の中で共に暮らせるよう様々な相談に応じます。障害福祉サービスの紹介や手
続きのお手伝いなどの支援、障がい福祉サービスを利用するために必要となるサービス等利用計画の作成、
利用の調整、定期的なモニタリング（計画の見直し）を行います。障がいの種別や年齢は問いません。

③ 放課後等デイサービス事業（新潟県指定）
小学校入学から高校卒業までの障がい児を対象に、学校の放課後や長期休校日等において、自立した日
常生活のために必要な訓練を行っています。教育（学校）と支援方針の申し合わせをしたり、家庭での過
ごし方の参考にしてもらえるよう働きかけています。また、お子様の特性にあった専門的な療法を用いる
ことで、コミュニケーション能力の向上や社会性などの発達を支援しています。

創作活動

はばたき祭2017のステージ発表

④ 施設の貸出
４つの広いスペースのほか、キッチンやお風呂、車イス・オストメイト対応のトイレを設置しています。
市内の障がい関係の皆さま（団体・グループ・家族会・個人）には、研修、会議、グループ活動又は日
常生活での体験活動など、様々な目的でご活用いただけます。
各事業や施設の貸出など詳しいことは下記問い合わせ先までご連絡ください。

正面ホール

【問い合わせ】はばたき

車イス・オストメイト対応のトイレ

☎0256－66－5688

平成29年12月１日
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心のバリアフリー
講演会を開催します
差別・偏見のない生活の実現をめざし講演会を開催します。障がいがあってもなくても、地域
で共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います。
●と き
●ところ
●内

容

12月10日（日）午後1時30分～ 3時30分
燕市老人集会センター
（大曲4336）
演題：「自閉症のきみの心をさがして」
講師：シンガーソングライター

うすい まさと 氏
●定 員
１００名
●参加費
無料
●申込み
不要
●問い合わせ
はばたき

☎0256-66-5688

広がっています！地域支え合い活動！
粟生津地区支え合い活動推進委員会
◎認知症についての学習会を開催しています
最近、テレビや新聞などでよく目にする認知症。しかし、皆さ
んは「認知症を正しく理解している」と自信を持って言えるでし
ょうか。
粟生津地区では、自治会単位で認知症についての学習会を開催
しています。認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族をあ
たたかく見守る地域づくりを進めることを目的としています。
11月12日（日）に下粟生津自治会で行われた学習会では、地域
の方約40名の参加がありました。ここでは講義と寸劇を通し、認
知症の具体的な症状を理解することに重点を置きました。参加者
からは「どういう状況になったら受診すべきか」といった具体的
な質問があり、講師からは「すぐに認知症の専門医にかかるとい
うよりも、まずはかかりつけ医に相談してほしい」と回答があり
ました。
寸劇の様子
学習会を主催する委員会では、「『認知症だから』ではなく、
困っている人みんなを地域で支える視点が大切だ」という言葉も聞かれています。今後も住民同士のつ
ながりが強い地域づくりを進めていきます。

【問い合わせ】地域福祉課

☎0256-78-7866

平成29年12月１日
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スクエアステップ
普及講演会・体験会
歩く脳トレで生涯現役の体づくり！
「スクエアステップ」について学びます。
■日

時：12月14日（木）

申し込み不要！参加費無料！

スクエアステップ体験会
①1２月２0日（水）
燕市老人集会センター
大集会室（大曲4336）

午後１時30分～３時30分
■会
■講

場：燕市老人集会センター大集会室
おお くら

とも ひろ

師：大藏

倫博

（大曲4336）
氏

（筑波大学体育系

准教授）

■持ち物：室内用運動靴、飲み物、タオル
■参加費：無料
■定

員：70名

②３月９日（金）
吉田公民館3階大ホール
（吉田大保町22-1）
■時

間：午後１時 30 分～３時

■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

■申し込み：

※動きやすい服装で直接会場にお越

11月15日（水）～
（定員になり次第締め切り）

しください。

※動きやすい服装でお越しください。
【申し込み・問い合わせ】地域福祉課

☎0256-78-7866

は～とふるカレンダーを発行します！ パート職員を募集しています
法人本部事務局・各支所では平成30年カレン
ダーを12月15日から配布します（無料）。枚数に
限りがありますので、ご希望の方はお早めにお
越しください。

● 訪問介護員
■勤 務 地
■応募資格

★１年分の暦が１枚でご確認いただけるため、
とても好評です。（Ｂ２サイズ・フルカラー）

■給

法人本部（吉田日之出町１番１号）
介護福祉士又は介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー２級）以上を修
了し介護福祉士取得意思のある方。
要普通自動車免許（AT限定可）
与 時給１,０５０円～
（その他移動時間加算等あり）

● 放課後等デイサービス事業

指導員
■勤 務 地
■業務内容
■応募資格
■給
平成29年カレンダー

与

はばたき（道金1160番地）
小学校から高校までの障がい児に対
する室内での行動介助等
簡単なパソコン操作が可能で土曜日
を含むシフトに対応できる方。
時給８２０円

※詳細は本会ホームページをご覧ください。

平成29年12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

12月
１月

日

８日（金）
26日（火）
10日（水）
30日（火）

会

期

場

分水健康福祉プラザ（新堀）

６日（水）
12月

老人集会センター (大曲)

【申し込み・問い合わせ】地域福祉課 ☎0256-78-7866

日

13日（水）
20日（水）
27日（水）

【問い合わせ】地域福祉課

10日（水）
１月

17日（水）
24日（水）
31日（水）

☎0256-78-7866

善 意 の 窓
●鳥部敏行さま 10,000円×2回 ●白根ガス㈱さま ●蒲原ガス㈱さま ●吉田南小学校さま
100,000円
128,642円
73,694円
●長生会さま
健康器具24個
●匿 名
3,000円
●吉田特別支援学校
ペットボトルキャップ
プルタブ、
●市民の皆さまより
使用済切手、アルミ缶、
11月16日現在
リングプル、
ペットボトルキャップなど

おゆずりします！
このたび燕地区の用品店さまより、セーラー服とス
カート、学生服とズボンの寄贈を受けました。サイズ、
枚数に限りがありますが、希望される方へ下記により
おゆずりします。
■日時 12月16日
（土）
・17日
（日）
両日とも午前９時～午後４時
※なくなり次第、終了です。
■会場 燕市民交流センター
（吉田日之出町1－1）
※詳細は、本会ホームページに掲載してありますので
ご確認の上、お越しください。
↓こちらは、○
特会員様の広告欄です。

0256-78-7080

平成29年12月１日

（６）

●活動の目的を教えてください。

研修の伝達

要約筆記は、話し手の話の内容をつかみ、それ
を文字にして伝える、聴覚障がい者のためのコミ
ュニケーションの保障です。活動を通じてバリア
フリー社会の実現の一助となることを目的として
います。

●どんな活動をしているの？
手書き活動

団体名
代 表 者
設立年月日
年 会 費
連 絡 先

パソコン活動

要約筆記つばめ
近藤 英子
平成14年４月（会員15名）
2,000円
近藤 英子
☎ ：090-2173-5043
E-mail：apple_ak@amail.plala.or.jp
平成30年度
「新潟県要約筆記者養成講座」が
５月から見附市にて開催されます！
活動に興味のある方は、お気軽に
お問い合わせください。

知
ご存 ？
ですか

障がいなどにより、耳の聴こえが不自由な人た
ちのために、講演会や会議などの話し言葉を書き
言葉に変えて、情報を支援します。
手話通訳と同様に、福祉サービスとして行われ
ています。

●どこで活動しているの？
■日時：毎月第１・第３金曜日
午後７時30分～９時
■会場：吉田公民館
初めての方のご見学・ご参加大歓迎です！
お気軽にご連絡ください。

12/6（水） 第5回花*CLUBを
開催します！
「ハーブリースづくり」

「ボランティア活動保険」

安心してボランティア活動をしていただくために、
自身の怪我や損害賠償責任、活動先と自宅との往復
途上の事故などが補償される保険です。地震、噴火、
津波など天災による怪我を補償するタイプの保険も
あります。
加入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。
登録の方法や詳細につきましては、下記問い合わ
せ先までお気軽にご連絡ください。

（完成した作品は、お持ち帰りできます。）

■時

間

午後1時30分～3時
※事前予約をお願いします。 作品イメージ
■会 場 市民交流センター1階（吉田日之出町1番1号）
■参加費 1,000円（ハーブティー付き、材料代）
【申し込み・問い合わせ】
花＊CLUB 代表 板屋 良子（いたや りょうこ）
☎：090-4138-6905

耳より情報

■保険料

平成29年度（補償期間：平成30年3月31日まで）
Aプラン
Bプラン
基本タイプ
350円
510円
天災タイプ
500円
710円

（基本タイプ+地震・噴火・津波）

【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

