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10月13日（日）
台風19号により増水した大河津分水路
五千石地内より

いざという時に備え、
日頃からできる取り組みを行おう！
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平時から考える災害に対する備え
支え合い活動、スクエアステップ体験会
高齢者、認知症の方とご家族の相談窓口
福祉サービスに関する苦情相談のご案内
は～とふるカレンダー
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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。

令和元年12月１日

（２）

平時から考える 災害 に対する備え
大地震や豪雨などの自然現象は、人間の力ではくい止めることができません。しかし、災害による被害は、
私たちの日頃の備えによって減らすことが可能です。自分ができること（自助）、地域ができること（互
助）、行政ができること（公助）について考え、災害に対する意識を高めましょう！

自分自身で考える 「備え」 （自助）
災害に対する意識や備え、災害時の準備は行っていますか？
日頃から、避難場所を確認することや家族全員で「防災」について話し合うことはとても大切なことです。
また、非常持出品（非常食・携帯ラジオ・懐中電灯・現金（小銭）・常備薬など）を準備し、非常持出袋
に詰め、いつでも持ち出せる場所に備えておきましょう。

地域で考える 「備え」 （互助）
自分自身と家族の身を守ることが第一ですが、近所の人たちと協力しながら地域の安全を守ることも必要
です。
過去の地震災害で家財の下敷きになった人々の多くを救出したのは、家族や近所の方々です。大規模災害
時の救助や避難などには、隣近所での助け合いが欠かせません。近所づきあいやお年寄りへの声かけなど、
普段からのコミュニケーションがいざという時に力を発揮します。

市全体で考える 「備え」 （公助）
突然の災害が発生しても的確な対応ができるよう、燕市では毎年７月に全市一斉の「総合防災訓練」を実
施しています。突然の災害から身を守る行動、地域コミュニティでの安否確認や避難行動、指定避難所の確
認など、実際の災害に備えた訓練を行っています。
「防災つばめ～ル」は緊急を要する情報をメールでお届けするサービスです。insert-mail@city-tsubame.jp
に空メールを送信することで登録申請できます。

燕第一地区まちづくり協議会の取り組みのご紹介
燕第一地区まちづくり協議会では、大規模災害を想定した防災避難訓練を毎年行っています。
最寄りの避難所へ避難する訓練の他に、消防士による救急救命訓練の講習や避難者リストの作成。簡
易トイレ、簡易ベッドの組立も行っています。今年度も総勢1,000人以上の方が参加されました。
〈10月５日実施の様子〉

避難の様子

救急救命訓練

簡易トイレの組立

災害は、いつ発生するかわかりません。
いざという時に備え、日頃からできる取り組みを行いましょう！

令和元年12月１日

（３）

広がっています！ 地域支え合い活動！
◎各地でワークショップが開催されています！
自治会、まちづくり協議会、ふれあいサロンなどを対象に、
「地域の支え合い」をメインテーマとしたワークショップが
市内各地で開催されています。
このワークショップでは、人口構成や高齢化率などの地域
の現状を捉えながら、いざ自分が何かしら困りごとを抱えた
時のことを参加者の皆さんで想像していきます。
・困りごとを抱えた時に誰に頼るのか
・どうやって自分らしい暮らしを維持していくのか
・そのためにはどんなことが必要なのか
など、少しずつ掘り下げて考えていく中で、自分自身に必要なこと
やその地域に必要なことについてアイデアを出していきます。
参加者からは「自分の今後の暮らし方を考えるいい機会になった」
「この地域で暮らし続けるために、地域全体で何か取り組みを考え
ていきたい」といった前向きな意見がたくさん聞かれています。
ぜひ皆さんのお住まいの地域でも、「住み慣れた地域で安心して
暮らし続けていくために必要なこと」を一緒に考えてみませんか？

◎認知症サポーター養成講座を開催しました！
島上地区支え合い活動推進委員会では、
「認知症の人を地
域で支えるために自分たちができることを考える」をテー
マに、認知症サポーター養成講座を開催しました。当日は
悪天候ながら、島上地区にお住まいの皆さん総勢40名から
ご参加いただきました。
まずは、燕市認知症地域支援推進員の力石さんから講義
をいただき、認知症の基礎知識を身につけました。その後
は、桜井の里福祉会からご協力をいただき、参加者の皆さ
んと認知症の当事者の方との交流を目的とした茶話会を開
催しました。茶話会では、認知症の当事者の皆さんがはつ
らつと話す様子を見て「認知症のイメージが大きく変わっ
た」「あんな風に元気に歳を重ねたい」といった声が多く
あがりました。
今後も島上地区支え合い活動推進委員会では、地域の支
え合いを推進する取り組みを実施していきます。
【問い合わせ】地域福祉課

☎0256-78-7866

スクエアステップ体験会

今年最
後の
体験会
！

歩く脳トレ「スクエアステップ」で
楽しく体を動かしませんか？
皆さんの参加をお待ちしています！
！
1２月2４日（火）
午前10時～11時30分
中央公民館 1階多目的室（水道町1-3-28）

■講
師：スクエアステップ指導員
■対
象：介護予防活動に関心のある方
■持 ち 物：室内用運動靴、飲み物、タオル
■定
員：なし
■申し込み：不要
■参 加 費：無料
【問い合わせ】
地域福祉課 ☎0256-78-7866

令和元年12月１日

（４）

新潟県高齢者総合相談センター
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
潟県認知症コールセンターについて
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

午後 1 時30分～ 4 時

2 日（月）、９日（月）、16日（月）、23日（月）

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）

※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

は～とふるカレンダーを発行します！
法人本部・各支所では2020年カレンダーを
月 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。
12

★１年分の暦が１枚で確認できるため、とても
好評です。（Ｂ２サイズ・フルカラー）

16

福祉サービスに関する
苦情相談のご案内
福祉サービスに関する苦情につい
て、事業者と話し合っても解決しな
いときや、直接事業者に話しにくい
ときは、新潟県福祉サービス運営適
正化委員会へ相談ください。適切に
解決されるよう支援します。
※相談は無料、秘密厳守です。

【問い合わせ先】
新潟県福祉サービス運営適正化委員会
（新潟ユニゾンプラザ内 新潟市中央区上所）
☎025―281―5609まで

令和元年12月１日

（５）

弁護士による法律相談【無料】

心 配 ご と 相 談 所【無料】

期

※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。
※相談受付は原則１人年１回となります。
期

日

４日（水）
12月

受付開始日

12月10日（火）、26日（木）

受付中

１月10日（金）、30日（木）

12月16日（月）

日

11日（水）
18日（水）
25日（水）

【申し込み・問い合わせ】地域福祉課 ☎0256-78-7020

【問い合わせ】地域福祉課

８日（水）
１月

15日（水）
22日（水）
29日（水）

☎0256-78-7020

善 意 の 窓
●蒲原ガス株式会社さま
118,968円

●燕西蒲法人会さま
新タオル 1,000本

●鳥部 敏行さま
10,000円×2回
●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、
11月18日 現在

↓こちらは、まる特会員様の広告欄です。

0256-78-7080

令和元年12月１日

（６）

●活動の目的を教えてください
ボランティア活動に参加する仲間が増えるよ
うに、ボランティア・市民活動センターのＰＲ
をすることを主な目的として活動しています。

●どんな活動をしていますか？

ボラセン盛りあげ隊
設立年月日
連 絡 先

平成27年11月
燕市ボランティア・
市民活動センター（下記参照）

被災地でのボランティア活動
を考えている皆さまへ
この度の台風15号・19号は、全国的に大きな被
害をもたらしました。被災地域が非常に広域であ
り、長期的な支援が求められています。被災地で
は、ボランティアを県内外から募集しているとこ
ろがあります。
活動は天候やその内容等で、時に事故につなが
る状況もあります。そんな万が一の時に対応する、
「ボランティア活動保険」に加入することは、活
動の原則です。保険には、被災地へ出向く前に、
地元の社会福祉協議会で加入ができます。活動を
考えている方は、ぜひ事前に加入をお願いします。
（ＷＥＢ加入もできます）
その他、被災地でのボランティア活動に関する
情報や寄付の受付等も行っていますので、お気軽
にお問い合わせください。

・燕市民交流センターの正面玄関に季節の飾り
つけをして、来場者に楽しんでもらう
・楽しいイベントを通してセンターに来てもら
うことを目的とした「うたごえ喫茶」の開催
・活動をＰＲするための「ボランティアかわら
ばん」の作成、発行
・社会福祉協議会が実施するボランティアに関
する事業への協力
様々なボランティア活動を行うメンバーが集
まってセンターを盛り上げています。

●市民の皆さまへメッセージ
12月はクリスマス飾りを作成します。どんな
飾りか、ぜひ見に来てください。また、活動は
誰でも気軽に参加できます。仲間を募集してい
ますので、興味のある方一緒にやりましょう！！

耳より情報

３月１日～３月31日

12月２日～

４月１日～４月30日

１月６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・年末年始を除く） 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

