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「移動支援サービス」… 外出が困難な方への支援

「就労継続支援Ｂ型」… 清掃業務の様子

その人らしい暮らしを
かなえるための
障がい児・者支援について
ご紹介します
「地域活動支援センター」… 仲間との交流

P.２
P.３

障がい児・者支援について
地域支え合い活動
地域福祉活動計画
は～とふるカレンダー
P.４ ホームヘルパーお仕事体験募集
スクエアステップ講演会・体験会

P.５
P.６

相談日一覧・寄付 など
ボランティア・市民活動情報

〒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30年12月１日

（２）

障がい児・者支援の事業についてご紹介します！
＜ 介 護 事 業 課 ＞
次のような障がい福祉サービス等を提供しています。
●居宅介護サービス
専門の資格を持ったホームヘルパーが訪問し、ご利用者様が住み慣れた自宅で自分らしい生活を安心
して送れるよう、調理・掃除等の必要な日常生活の援助や、入浴や食事の介助等の身体的介護、通院介
助を行います。
●同行援護サービス
重度の視覚障がいの方の外出に同行し、必要な情報の提供や移動の援護を行います。
●移動支援サービス
屋外での移動が困難なご利用者様に付き添い、外出や移動の支援を行います。
●訪問入浴サービス
看護師１名と介護士２名が浴槽をご自宅に運び入れ、お部屋の中で安心して入浴していただくサービスです。
【問い合わせ】介護サービス室

☎0256-78-8701

＜ 就 労 支 援 セ ン タ ー ＞
障がいのある方が、いろいろな作業を通して、働くために必要なこと（体調管理、挨拶、作業を正確に行
うこと、報告や相談、マナーなど）を学んでいます。
就労支援センターでは２つの働き方があります。
●就労継続支援A型（雇用型）
「就職を目指してしっかり働く」
作業…幸せのおすそわけキャンドル作り・販売、
清掃作業、請負作業、養鶏場の集卵など

●就労継続支援B型（非雇用型）
「働くための土台作り」
作業…請負作業、清掃作業、広報物のポスティ
ングなど

☆〔農作業の取
り組み〕
農作業体験を
させていただい
た養鶏場で、そ
の後もお仕事を
させていただい
ています。

【問い合わせ】就労支援センター

☆〔農作業の取
り組み〕
きゅうり農家
で作業体験をさ
せていただきま
した。

☎0256-62-4855

＜地域生活支援センターはばたき＞
障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して生活できるように支援するところです。
●地域活動支援センター事業
安心して過ごせる居場所を提供し、仲間との交流や興味・創作活動等を通して社会参加を図るための支
援を行います。
●相談支援事業
地域の中でともに暮らせるように様々な相談に応じ、福祉サービス
の紹介や手続きのお手伝いなどの支援を行います。
●放課後等デイサービス事業
小学校入学から高校卒業までの障がいのあるお子さんを対象として、
学校の放課後や長期休校日に、自立した日常生活にむけた必要な訓練
を行います。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
援します。
【問い合わせ】はばたき ☎0256-66-5688

平成30年12月１日

（３）

広がっています！地域支え合い活動！
◎「認知症の人の声かけ体験」を開催しました！
「認知症」という言葉は広く知られるようになりましたが、病気として正しく理解している人は決
して多くありません。また、認知症と聞くだけで身構えてしまったり、どう対応していいかわからな
くなったりする人がたくさんいるのが現状です。認知症になっても地域で暮らしている人はたくさん
います。地域においてどのようなサポートがあれば、住み慣れた地域で今まで通り生活することがで
きるのかを学ぶことが大切です。
そこで、燕西地区と粟生津地区の支え合い活動推進委員会では、１０月２７日（土）に各地区で
「認知症の人の声かけ体験」を開催しました。いずれの会場も、認知症についての知識を身につけた
あと、実際に認知症役の人に声をかけて具体的な対応方法を学ぶというプログラムで実施しました。
当日は悪天候ながら、非常にたくさんの方からご参加いただきました。
事前に対応の仕方について学んでいても、いざ声をかけようとすると
構えてしまい、悪戦苦闘する様子が見られました。参加者からは「思う
ような言葉がけができなかった」「繰り返し学ぶことが大切だ」といっ
た感想があがりました。スムーズな言葉がけができなくても、まずは認
知症役の人の身の安全を確保しようとする姿もあるなど、参加者全員が
自分なりに一生懸命学ぼうとする姿勢がとても印象的でした。
地域支え合い活動に関する問い合わせはこちら
地域福祉課 ☎0256-78-7866

は〜とふるカレンダーを発行します！
法人本部・各支所では2019年カレンダーを12
月17日から配布します。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。

第3次燕市地域福祉活動計画
～燕ささえあいプラン～
基本目標の
ご紹介

～其の３～

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。

★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）

基本目標３．お互いさまの地域づくりを進める
【背景】
生活習慣や価値観の多様化、プライバシー意
識の高まり等から、自分の周りに何らかの支援
を必要とする人がいることに気づきにくい状況
があります。
お互いを尊重し合い、違いを認め合うために
は、「お互いさま」の地域づくりを進める必要
があります。
【取り組み内容】
（１）差別や偏見を解消する
（２）学ぶ場や機会をつくる
（３）相談する意識を高める
（４）災害時の支援を強化する
＊当計画は法人本部・各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。

平成30年12月１日

（４）

ホームヘルパーのお仕事体験参加者募集!!
こんにちは！介護サービス室です。
私たちと一緒にホームヘルパーとして働ける方を募集しています。

体 験してみま
せんか？
介護の仕事！

でも、「どんな仕事か分からない」「興味はあるけど、いきなりは不安」「介護職を辞めてし
ばらくたつので、今できるだろうか」と思っている方のために、ホームヘルパーの仕事を体験す
る機会を設けました。
ぜひ、この機会にホームヘルパーの仕事を体験してみませんか？

子育て中でも
働けますか？

【受付期間】
平成31年4月30日（火）まで

でいるための
いつまでも元気
！！
秘訣を学びます

スクエアステップ
普及講演会・体験会
■日

ホームヘルパー
って、どんな仕事
ですか？

子育て中の方
も活躍していま
す!!
あなたのペー
スに合わせて働
けます！

時：12月13日（木）

【問い合わせ・申し込み】
介護サービス室 ☎0256-78-8701

みんなで楽しく
体を動かしませ
んか？

スクエアステップ体験会
申し込み不要！参加費無料！
■日

時：1２月19日（水）

午後１時30分〜３時30分
（受付1時～）
■会 場：燕市老人集会センター 大集会室
（大曲4336）
■対 象：介護予防運動に興味のある方
■講 師：筑波大学体育系准教授
大藏 倫博 氏
■持ち物：室内用運動靴、飲み物、タオル
■定 員：70名（定員になり次第締め切り）
■参加費：無料
■申し込み：現在受付中です。
下記までお申し込みください。

高齢者や障がい
のあるご利用者宅
を訪問し、身体介
助や生活援助を行
います。
皆さんに感謝さ
れる仕事です。

午後１時30分〜３時
■会

場：燕市老人集会センター
大集会室（大曲4336）
■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

平成30年12月１日

（５）

善 意 の 窓
●鳥部敏行さま
10,000円×2回
●飛燕メサイア合唱団さま
10,000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等

●蒲原ガス株式会社さま ●燕西蒲法人会さま
新品タオル
81,717円
燕地区2,000本 分水地区1,000本

以上、
11月16日 現在

災害義援金 募集
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
↓こちらは、○
特会員様の広告欄です。

本 社：〒959－0221 新潟県燕市吉田西太田2078－3
ＴＥＬ：0256－92－4191（代）
ホームページ：https://www.yoshikin.co.jp/jp/

0256-78-7080

平成30年12月１日

（６）

●活動の目的を教えてください
聴覚障がい者の言語である「手話」を通し
て、聴覚障がい者と交流することを目的とし
ています。

●どんな活動をしていますか？
「手話」を学習し、手話や聴覚障がい者に
関係した行事等に参加して交流を図っていま
す。
また、依頼があれば小中学校等での手話体
験のお手伝いをします。

●市民の皆さまへメッセージ

吉田手話サークルふれあい
代 表 者
設立年月日
連 絡 先
年 会 費

松田 直子
平成6年1月（会員30名）
☎ 0256-92-6363
1,000円

定例会を毎週月曜日午後7時30分（夜の部）、
毎月第２・４木曜日午後2時（昼の部）から市
民交流センターで行っています。見学は自由
です。
手話に興味のある方、以前に体験した事が
ある方など、どなたでもお待ちしています！

ペットボトルキャップの
収集について
本会では、世界中でワクチンを必要とする子ども
にワクチンを届ける活動の一環として行われる、ペ
ットボトルキャップ回収のためのボックスを設置し
ています。
キャップをお持ち込みの際には、以下の点にご注
意ください。
●ペットボトル飲料のキャップのみ集めています。
（調味料のフタ等は対象外）
●フタにシールが貼ってある場合は、はがしてください。
●汚れが目立つキャップは、混ぜないでください。
このようなキャップが混ざっていると、回収業者
に持ち込んだ際、集めたキャップの利用が難しくな
ります。皆さまのご協力をお願いします。

３月１日〜３月31日

12月３日〜

４月１日〜４月30日

１月４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 FAX：0256－78－7088 E-mail：bora-simin@tbm-swc.jp

