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



　燕市共同募金委員会では、燕市で活動している福祉団体やグループ、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31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（木）～12月14日（金）
 
【助成要項はコチラ】11月1日（木）より掲示・配布します。
　●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、
燕の町を良くしていき
ましょう！

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　

赤い羽根募金〈来年度使われます〉
・地域の支え合い活動
・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　　等｠

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イベント
・法律相談　　等

共同募金は身近な地域の福祉のために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。

今年も皆さまからのご協力をお願いします。

～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～

じぶんの町を
良くするしくみ

支援活動 募金燕市に住む皆さま

助成

燕市で活動する
団体・グループ

共同募金　～じぶんの町を良くするしくみ～

～共同募金は地域でのやさしさが循環しています。～

はねっと 検索

平成30年 10月 1 日



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会員会費にご協力いただきありがとうございました

五口

清水商事㈱ ㈲酒井熔接
近藤新聞店 ㈱金子商店

㈱タイコー物産
宗村化工㈱ 西山自動車商会

中長冷蔵製氷㈱
三口

パナコスモス・カネデン 下村工務店 小松屋菓子店
㈲シミズアートセンター ㈲下孝酒店 ヘアサロンアップル
㈱マツイ
㈲美寄車体

米五酒店
キナレヤ

㈲磯崎製作所新潟工場

一口

賛助会員　一口1,000円

特別会員　一口10,000円
三口　㈱吉田環境衛生公社
一口

まる特・特別・賛助会員会費納入状況 

（9月13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
2,725,000
527,000

㈿分水ショッピングパーク ㈱シンドー ㈱吉田衛生 ㈲閑古堂 分水ロータリークラブ
㈱くるまやカワカミ ㈱竹内パッケージ ㈱玉虎堂製作所 ㈲亀倉自動車 北越工業㈱
㈱エステーリンク ㈱トーダイ ㈱大平與三郎商店 ㈱ヨシダ 越佐観光バス㈱
㈱エムテートリマツ ㈱日本サンライズ ㈱富田刃物 ㈱ワクイ ㈱今井製作所
㈲霜鳥器物 ㈱ホクエツ 魚竹本館 山田自動車㈱ ㈱井上砂利店
㈱喜古金型製作所 小出税務会計事務所 南雲造園 ㈲笠原造園 ㈱熊谷農機

9月13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30年度　まる特・特別・賛助会員芳名簿（追加分）

この他、個人の方からもご協力いただいています

　分水地区老人クラブ連合会（玉木正方会長）様から70万円の助成を受け、車両を購入しました。
　購入した車両は、地域福祉推進ならびに老人福祉の増進のために分水支所で有効に活用させてい
ただきます。

分水地区老人クラブ連合会様より助成をいただき分水地区老人クラブ連合会様より助成をいただき
車両を購入しました車両を購入しました

分水地区老人クラブ連合会様より助成をいただき分水地区老人クラブ連合会様より助成をいただき
車両を購入しました車両を購入しました

分水地区老人クラブ連合会様より助成をいただき
車両を購入しました

まる特会員　年額50,000円　宇佐美工業㈱　　ふじ環境保全㈱

タンケン・エンジニアリング㈱新潟事業所
大森砂利採取㈱ ㈲コウエイ ㈲土田昆衛製作所

清六商店 本多産業㈱
㈲まるしん ㈱繁原設備工業 ㈲弥六
㈲蓮沼食品

㈲西片植木園

㈲井上自動車 カンダストアー ㈱松澤鉄工 【お詫びと訂正】

誤：㈲霜鳥設備
↓

正：㈱霜鳥設備

　つばめ社協だより第76号に掲載し
ました「まる特・特別・賛助会員芳
名簿」にお名前の誤りがありました。
　訂正してお詫び申し上げます。

一般会費納入状況　燕 地 区　76自治会　3,792,213円
　　　　　　　　　吉田地区　58自治会　1,146,750円
　　　　　　　　　分水地区　60自治会　1,414,510円

平成30年 10月 1 日



申し込み不要
出入り自由

（１）地域活動への参加を促進する　　（３）インフォーマルサービスを創出する
（２）新たな連携をつくる　　　　　　（４）地域活動の側面的支援を強化する

みんなで楽しく体を動かしませんか？

『地域福祉推進フォーラム』を開催します
～支え合い、共に生きる地域社会を目指して～

第３次燕市地域福祉活動計画 ～燕ささえあいプラン～～燕ささえあいプラン～～燕ささえあいプラン～

　『燕ささえあいプラン』の基本理念に掲げられている“支え合い、共に生きる地域社会”の実現に
向けて、地域住民などによる支え合いの活動を住民参加の活動事例から学びます。　
●日　時：10月12日（金）　午後1時30分～4時
●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）
●内　容：第1部　基調講演（午後1時40分～2時20分）
　　　　　　　　　『住民主体の地域づくりのすすめ』
　　　　　　　　　高崎健康福祉大学　健康福祉学部社会福祉学科　教授　金井　敏　氏
　　　　　第2部　地域実践シンポジウム（午後2時30分～4時）
　　　　　　　　　テーマ：『身近な地域での取り組み事例』
　　　　　　　　　地域での実践について4名の地域住民の方から報告いただきます。
【問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866

　少子高齢化やライフスタイルの多様化により家族のあり方が変わってきています。つながりの希
薄化により、世代間や分野間の交流する機会も少なくなっています。
　このような中、地域課題を解決するためには、今ないものをつくり出す視点が求められています。

　当計画は、「支え合い、共に生きる地域社会」を基本理念として4つの基本
目標を立てて取り組みを進めます。
　前回に引き続き、2つ目の基本目標を紹介します。

●日　時：10月31日、11月7日、14日、28日
　　　　　全4回各回水曜日
　　　　　午前9時30分～11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）
●対　象：健康や介護予防に興味のある燕市在
　　　　　住の男性
●講　師：川本　朝子　氏（健康運動指導士）
●持ち物：室内用運動靴、飲み物、タオル
●参加費：500円（初日にご持参ください）
●定　員：30名（定員になり次第締め切り）
●申し込み：10月1日（月）受付開始

スクエアステップ体験会
●日　時：10月22日（月）
　　　　　午後1時30分～3時
●会　場：分水公民館　1階大ホール
　　　　　　　　　（分水新町2－5－1）
●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

【問い合わせ・申し込み】
　地域福祉課　☎0256－78－7866

男性限定！生涯現役体づくり講座 申し込み不要！
参加費無料！

いつまでも
元気でいるための
秘訣を学びます！！

基本目標のご紹介

基本目標2．新たなつながりをつくる

【背景】

【取り組み内容】

＊当計画は、本会法人本部、支所及び所管する施設等で閲覧できる他、本会ホームページから見ることができます。

～其の２～

平成30年 10月 1 日



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
●会　　　場：市民交流センター
　　　　　　　　　　　　（吉田日之出町）　
※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

10月

3日（水）
10日（水）
17日（水）
24日（水）
31日（水）

7日（水）
14日（水）
21日（水）
28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

地域福祉推進等のために使わせていただいております。～あたたかいご寄付に感謝します～

700, 000円（車両購入費）

10, 000円×2回　　　　　　　

●分水地区老人クラブ連合会さま

●鳥部敏行さま

●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等

以上、9月13日現在

善　意　の　窓

期　　　　　　　日

10月
10日（水）
30日（火）

9日（金）
30日（金）

11月

【広報に関するご意見・お問い合わせは】

←
こ
ち
ら
は
、
ま
る
特
会
員
様
の
広
告
欄
で
す
。

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

安らかな住空間は、

　新鮮な空気から。

燕市吉田西太田2088番地6　　0256－92－6515
U R L : http://www.uk-usami.co.jp
E-mail : uk-usami@jt2.so-net.ne.jp　

　自然災害による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30年7月豪雨災害義援金
◎平成30年北海道胆振東部地震義援金

災害義援金　募集

平成30年 10月 1 日



★つばめボランティア・市民活動情報コーナー★

【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

●活動の目的を教えてください
　労働組合の活動の一環として、若手社員を中心
に‘青年部’を結成し活動しております。地域の
方々と交流を深めたり、福祉活動に協力させてい
ただくことによって、会社と地域をより密着させ
ていければと思っております。
　
●どんな活動をしていますか？
　社会貢献活動として社内で募金活動を行い、そ
の募金を元に福祉施設への寄付や、地域のボラン
ティア活動を行うなど、様々な活動をしており
ます。

●今年度の取り組みを教えてください
・粟生津まつりでのボランティア
・寄付を募り地元卓球チーム
　「つばめジュニア卓球クラブ」に卓球台の寄贈

●地域貢献を行う企業を紹介します

北越工業株式会社　北越工業労働組合
代　表　者　執行委員長　戸川　　聡
　　　　　　青 年 部 長　桐生　　貢

連　絡　先　☎0256－92－6512

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 借用受付
1 月 4日～ 1月31日
2月 1日～ 2月28日

10月 1日～
11月 1日～

☆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
　借用の予約には、ボランティア・市民活動セン
　ターへの事前登録が必要です。

　平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震など、
自然災害が頻発するなか、被災地ではボランテ
ィア活動が活発に行われています。
　活動の際は、自身の身の安全を確保するため
に「ボランティア活動保険」への加入をおすす
めしています。
　保険は被災地でも加入が可能ですが、その場
合、被災地へ向かう際の事故は対象外となりま
す。また、現地での加入手続きによって現場が
混乱する恐れもありますので、事前に地元での
加入をお願いします。
　本会では保険の加入手続きの他、被災地のボ
ランティア活動についての情報提供や、義援金
の募集を行っています。
　お気軽にお問い合わせください。

被災地でのボランティア活動に被災地でのボランティア活動に
　　参加する際の保険について　　参加する際の保険について
被災地でのボランティア活動に被災地でのボランティア活動に
　　参加する際の保険について　　参加する際の保険について
被災地でのボランティア活動に
　　参加する際の保険について

　8月25日（土）・26日（日）チャレンジャー燕
三条店にて、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の協力のもと、街頭
募金を行いました。
　また、街頭募金以外にも市民の皆さまから募金を
お寄せいただきました。募金総額は次の通りです。

　
　ご協力ありがとうございました！

24時間テレビ募金総額報告24時間テレビ募金総額報告24時間テレビ募金総額報告24時間テレビ募金総額報告24時間テレビ募金総額報告

288, 850円

平成30年 10月 1 日


