
共同募金運動がはじまります！
10月1日（火）から12月31日（火）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、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：令和2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（金）～12月13日（金） 
【助成要項はコチラまで】11月1日（金）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番1号）、燕支所（大曲4328番地）、分水支所（新堀1138番地1）
　　にて配布　 
【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、
燕のまちを良くして
いきましょう！

燕市で共同募金が活用されている一例をご紹介します。

赤い羽根共同募金運動　10赤い羽根共同募金運動　10月1日（火（火）～12月31～12月31日（火（火）赤い羽根共同募金運動　10月1日（火）～12月31日（火）

障がいのある方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。

家族で気兼ねなく外出
し、気持ちを共有できる
交流の場を設けて、相談
相手や語り合える仲間
づくりを支援しています。 

～重症心身障害児育児サークル　つうぃんくる～～重症心身障害児育児サークル　つうぃんくる～～重症心身障害児育児サークル　つうぃんくる～ ～ＮＰＯ法人　結～～ＮＰＯ法人　結～～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。

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
車イス磨きなどを行っ
ています。

～ボランティアヘルパ～ボランティアヘルパー「まごの手」～「まごの手」～～ボランティアヘルパー「まごの手」～

学校や地域での福祉教育を支援して
います。

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。

～燕市社会福祉協議会～～燕市社会福祉協議会～～燕市社会福祉協議会～

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　赤い羽根共同募金　助成公募　

今年も10月1日から、全国一斉に共同募金運動が実施されます。
皆さまからお寄せいただいた善意は、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。

令和元年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

五口

三口

賛助会員　一口1,000円

特別会員　一口10,000円
三口　一般財団法人　健康医学予防協会　　㈱サクライ　　㈱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）
800,000
2,560,000
506,000

㈱萬会館 ㈱大泉物産 ㈲中央印刷所 なかじま歯科医院 中川ステンレス㈱ ㈱慎研工業
㈱柴山機械 分水ロータリークラブ 燕商工会議所 新潟サン石油㈱ ㈲霜龍器物 なごみケアセンター
㈱ヨシカワ ㈱青芳 ㈱井上砂利店 ㈲笠原造園 山田自動車㈱ 越佐観光バス㈱
㈱今井製作所 ㈱エステーリンク ㈱くるまやカワカミ ㈱霜鳥紙器製作所 ㈱トーダイ ㈱丸栄
㈱羽賀設計 ㈱玉虎堂製作所 ㈱大平與三郎商店 ㈱竹内パッケージ ㈱藤井器物製作所 ㈱日本サンライズ
中村自動車㈱ 本間冬治工業㈱ ㈲亀倉自動車 ㈲渡辺鉄工 ㈱シゲル工業 ㈲東屋

9月13日現在　敬称略・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。

令和元年度　まる特・特別・賛助会員芳名簿（追加分）

まる特会員　年額50,000円　司法書士法人　リンクサポート　　宇佐美工業㈱

本間組 ねむの木工房 大森砂利採取㈱ 横田造園 ㈱赤川器物製作所 本多産業㈱
㈲まるしん ㈲魚庄 ㈲弥六 ㈲蓮沼食品㈲閑古堂

分水プロパン㈱ にいじま耳鼻科医院 パナコスモス・カネデン 一心堂印房 ㈱タイコー物産 中長冷蔵製氷㈱

一般会費納入状況　燕 地 区　74自治会　3,578,703円
　　　　　　　　　吉田地区　57自治会　1,264,050円
　　　　　　　　　分水地区　58自治会　1,381,001円

この他、個人の方からもご協力いただいています

　このたび、公益信託ＪＡバンク新潟県信連創立50周年記念・ホー
ムヘルパー支援基金より助成金を受け、軽自動車1台を購入しました。
　「地域が支えるその人らしい暮らし」をかなえるために、ホーム
ヘルパーがご利用者様宅への毎日の訪問で有効に活用させていただ
きます。

広がっています！地域支え合い活動！広がっています！地域支え合い活動！広がっています！地域支え合い活動！広がっています！地域支え合い活動！広がっています！地域支え合い活動！
【島上地区認知症サポーター養成講座を開催します！】
　島上地区支え合い活動推進委員会では、認知症になっても安心して
暮らせる地域を目指して、認知症サポーター養成講座を開催します。
お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。　
　　　　　　　　　　　　●日　　時：10月26日（土）　午前９時30分～11時30分
　　　　　　　　　　　　●会　　場：島上農村環境改善センター（燕市横田301－2）
　　　　　　　　　　　　●定　　員：50名　※定員になり次第締切
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※島上地区の住民の方を優先とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者にはオレンジリングとバッチを差し上げます。　
　　　　　　　　　　　　【申し込み・問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866

助成金でホームヘルパー車を購入しました助成金でホームヘルパー車を購入しました助成金でホームヘルパー車を購入しました

一口
下村工務店 ㈱ＭＵＲＯＯＫＡ ㈱プラニング瑞穂 ㈱マツイ 小松屋菓子店 新印食品㈱吉田営業所
米五酒店 ㈲シミズアートセンター ㈲磯崎製作所新潟工場 ㈲下孝酒店 ながれま鍼灸院・接骨院 キナレヤ
ヘアサロンアップル ㈲美寄車体

令和元年10月 1 日



【問い合わせ・申し込み】
　地域福祉課　☎0256－78－7866

●日　　時：11月27日（水）
　　　　　　午後1時30分～3時30分
　　　　　　　　　　（※受付1時～）
●会　　場：吉田産業会館　大ホール
　　　　　　（吉田東栄町14－12）
●講　　師：筑波大学体育系
　　　　　　准教授　大藏　倫博　氏
●対　　象：スクエアステップや介護予防に
　　　　　　興味がある方
●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）
●申し込み：10月28日（月）から受付開始

高齢者、認知症の方やそのご家族の方が抱える困りごとや悩みごとに関する
無料相談をお受けしています。

※新潟県社会福祉協議会ホームページ（http://www.fukushiniigata.or.jp/）より、チラシデータの
　ダウンロードができます。
（データ取得先）新潟県社会福祉協議会＞生活支援＞高齢者総合相談センター・認知症コールセンター

新潟県高齢者総合相談センター
新潟県認知症コールセンターについて
新潟県高齢者総合相談センター

新潟県認知症コールセンターについて

新潟県高齢者総合相談センター（高齢者やその家族の相談窓口）

法律相談
10　　　　　月相 談 時 間相談内容

午後 1 時30分～ 4 時 7 日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）

●一般相談：毎週月曜日から金曜日の午前9時～午後5時（祝日、年末年始を除く）
●専門相談：下記のとおり（要予約）

●電話番号：025－285－4165（相談・予約）
●住　　所：〒950－8575　新潟市中央区上所2－2－2　新潟ユニゾンプラザ3階
　　　　　　社会福祉法人　新潟県社会福祉協議会内

新潟県認知症コールセンター（認知症の方やその家族の相談窓口）
●認知症相談：毎週月曜日から金曜日の午前9時～午後5時（祝日、年末年始を除く）
●電話番号：025－281－2783（相談）
●住　　所：〒950－8575　新潟市中央区上所2－2－2　新潟ユニゾンプラザ3階
　　　　　　社会福祉法人　新潟県社会福祉協議会内

スクエアステップの効果を学び、みんなで楽しく体を動かしましょう！

令和元年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。
※相談受付は1人原則年1回となります。

【申し込み・問い合わせ】
　地域福祉課　☎0256－78－7020

期　　　　　　　日

10月

2日（水）
9日（水）
16日（水）
23日（水）
30日（水）

6日（水）
13日（水）
20日（水）
27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　☎0256－78－7020

地域福祉推進のために随時、寄付金を募集しています。
～あたたかいご寄付に感謝します～

10, 000円×2回

3, 000円

●鳥部敏行さま
●オレンジカフェドリーム春の歌まつりさま

●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 受付開始日
10月10日（木）、30日（水）
11月 8 日（金）、29日（金）

受付中
10月15日（火）

　現在、全国で「社会福祉協議会の職員」を
名乗る人物から、個人情報を聞き出そうとする
不審な電話が相次いでおり、燕市のほか、県内
各地でも複数確認されています。
　社会福祉協議会では、理由もなく電話で家族
構成を確認する等、個人情報をお聞きすること
はありません。
　このような電話に十分ご注意いただき、不審
に思った場合はかけ直していただくなどのご対
応をお願いします。

不審電話にご注意ください！

【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

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/

TEL.0256－92－4250
燕市吉田鴻巣693－4

旧「五十嵐てる子事務所」です。出張相談も承ります。

司法書士法人リンクサポートへご相談ください。

秘密
厳守

リンクサポート司法書士法人

不動産登記 会社登記 債務整理

【受付】平日 … 8：30～17：00
　　　　土曜 … 8：30～12：00

司法書士法人リンクサポート

相続 遺言・ ・成年後見　は

司法書士　五十嵐 てる子　司法書士　江口　哲央

令和元年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
　外見からは分からないけれど、難病・人工透
析・妊娠初期・障がいのある方などが災害時や
日常生活で困った時に支援や配慮が必要なこと
を、周囲の方に伝えやすくする「赤地に白い十
字とハート」のヘルプマーク・ヘルプカ―ドの
周知・普及を目的としています。
　
●どんな活動をしていますか？
　各種福祉・医療の講演会やイベント時などで、
全国ヘルプマーク普及ネットワークＳＤＧｓ作
成のトッキッキ手帳型ヘルプカードの配布、ヘ
ルプマーク・ヘルプカ―ドの周知・普及のブー
スを設置しています。また、ＳＮＳなどで情報
発信を行っています。
　
●市民の皆さまへメッセージ
　ヘルプカードには、
困った時の必要な支援
などが記載してあり
ます。カードの内容に
添った支援をお願い致
します。

●ボランティア・市民活動団体インタビュー

代　表　者　中山　隆子
設立年月日　平成30年10月
連　絡　先　☎090－2452－2292（中山）

　8月24日～25日に、チャレンジャ―燕三条店
店頭において、街頭募金を実施しました。
　両日の他にも、社会福祉協議会の窓口に募金を
お持ちくださった方も複数いらっしゃいました。
　ご協力いただき、ありがとうございました。

24時間テレビ24時間テレビ
　　チャリティー募金　　チャリティー募金へのお礼へのお礼

24時間テレビ24時間テレビ
　　チャリティー募金　　チャリティー募金へのお礼へのお礼
24時間テレビ
　　チャリティー募金へのお礼

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

☆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。

対　象　期　間 借用受付
1 月 4日～ 1月31日
2月 1日～ 2月29日

10月 1日～
11月 1日～

ヘルプマーク・ヘルプカ―ド周知・普及活動
新潟ヘルプマーク普及ネットワーク

254, 387円寄せられた募金総額

ヘルプマーク▶

令和元年10月 1 日
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