
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

この広報誌は、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。

たくさんの善意が集まっています！
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　感染症予防対策の一環で、福祉施設や公共施設では日常的に消毒作業を行っ
ています。1日に複数回実施しており、その際に大量のタオルや雑巾を使用する
ため、タオル不足の状態が続いています。
　市民の皆さまに、古タオルの寄付や雑巾の作成を呼
びかけたところ、多くの善意の気持ちが届いていま
す。Withコロナのなかで、これからも消毒や手洗い
といった感染症予防対策は続いていきます。本会では
引き続き、タオルの寄付を募集していますので、ぜひ
ご協力をお願いします。

　複数人が集まって活動することや対面で演芸を披露するような活動が難しいなか、さまざまな工夫
で新しい形のボランティア活動が始まっています。
　できることから少しずつ、活動の継続にむけて動いています。

　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。

※現在、多目的ルームの利用人数はおおむね15名程度が上限です。

　３月１日～　３月３１日 １２月１日～

１月４日～４月１日～ ４月３０日

令和2年度  燕市社会福祉協議会表彰式

新しい形のボランティア活動始まる！

オンラインミーティング 演芸を録画して福祉施設にお届け

→会えなくても画面を通
して話し合ったり、講
座をしたり、いろいろ
な活用ができます。

（ボランティア活動者向け　
　 zoom活用講座の様子）

→対面での披露が
一番いいですが、
楽しい時間を少
しでもお届けでき
たらと思っていま
す。
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令和２年度燕市社会福祉協議会表彰式を開催しました

　今秋 3 年に 1 度の開催年として燕市社会福祉大会（式典、記念講演）を予定していましたが、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止とし、表彰式のみ執り行いました。当日は 25 名、４企業、3 団体の方々が出席され、本会会長より
表彰状・感謝状を贈呈させていただきました。表彰等を受けられました皆さまです。（敬称略・順不同）

日時：10月21日（水）午後３：00　会場：燕市民交流センター３階多目的ホール

●燕市社会福祉協議会長表彰
　＜表　彰＞
　　民生委員児童委員功労　在任期間９年以上で、功績顕著な民生委員児童委員
　　　本多　哲雄　　　　七里　恵子　　　　池田　重徳　　　　大橋　雅子
　　　齋藤　勝四　　　　清水　幸子　　　　佐藤　　稔　　　　小林　文郎
　　　遠藤　栄子　　　　平澤　純子　　　　山岸　利江　　　　小川　清治 
　　社会福祉協議会役員等功労　在任期間10年以上の本会役員、評議員及び委員
　　　笹川　常夫　　　　三浦　章子　　　　若林　與一　　　　鈴木久美子
　　　杉山　敦彦　　　　中野　弘行　　　　古川八栄子　　　　秋元　延子
　　　山岡　重雄　　　　中野　邦雄
　　社会福祉個人功労　優良な社会福祉活動を10年以上継続している個人
　　　矢部ミヨ子
　　社会福祉協議会永年勤続功労　在職期間20年以上の本会職員
　　　岡部　勝善　　　　中川かおる　　　　佐藤　雅之　　　　阿部美恵子
　　　太田はるみ　　　　岩渕　律子　　　　松本　純子　　　　内田　陽子
　　　河野　京子　　　　小野　照子

　＜感　謝＞
　　社会福祉事業協力者　本会または共同募金委員会に対し、長年継続してまたは
　　　　　　　　　　　　多額の寄付・募金をされた企業・団体・個人
　　　燕運送株式会社　　　　　蒲原ガス株式会社　　　　　白根ガス株式会社
　　　株式会社マツイフーズ　　株式会社三栄製作所　　　　分水歌謡クラブ
　　　燕ライオンズクラブ　　　分水地区老人クラブ連合会　　
　　　鳥部　敏行　　　　　　　山縣　恒介　　　　　　　　小川　昭子

●全国社会福祉協議会長表彰
　＜永年勤続功労表彰＞
　　在職期間30年以上で、現職の福祉施設、社会福祉協議会の職員
　　　池内　　明　　社会福祉法人つばめ福祉会
　　　坂井　俊明　　　　　同　上
　　　岡部　勝善　　社会福祉法人燕市社会福祉協議会

●新潟県社会福祉協議会長表彰 
　＜民生委員児童委員表彰＞
　　在職期間15年以上で功績顕著な現職の民生委員児童委員
　　　澁木　秋三　　五十嵐正子　　菅原恵美子　　三輪　浩司　　横山　和子

　＜永年勤続表彰＞
　　在職期間30年以上で、現職の福祉施設の職員
　　　平原裕美子　　社会福祉法人つばめ福祉会
　　　酒井　厚子　　　　　同　上

●新潟県共同募金会長表彰
　＜従事功労者表彰＞
　　市町村共同募金委員会（市町村社会福祉協議会を含む）の職員として15年以上在職しかつ年齢50歳以上の
　　従事者で、共同募金に功績があった者
　　　佐藤　雅之　　社会福祉法人燕市社会福祉協議会

皆さまの長年のご尽力に深く感謝申し上げますとともに、心よりお慶び申し上げます。

2021年  は～とふるカレンダーを発行します！
　法人本部・各支所では2021年カレンダーを12月16日（水）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。

参考：2020年カレンダー

★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）

★燕三条産業カレンダーも表示しました。

※本会では、地域福祉の推進と住民活動の活性化を目的として、さまざまな団体
　の活動写真を掲載したカレンダーを作成しています。今年は、コロナ禍により
　活動自粛や制限がありましたが、元気の出る写真をお届けすることができまし
　た！

「燕東地区支え合い活動推進委員会」 が設立されました。
　地域住民による支え合い活動を推進するための母体となる、「支え合い
活動推進委員会」が燕東地区※で設立されました。
　今後は、住みなれた地域でいつまでもその人らしく暮らしていけるよう、
燕東地区のさまざまな団体が連携し、アイデアを出しながら支え合いの地
域づくりに取り組んでいきます。

　支え合い活動とは、地域住民が暮らしのなかで抱える不安や困りごとを、住民同士の支え合いで解決
する活動です。困りごとの解決を通じた、住民同士のつながりづくりも目的としています。燕市では、燕

東地区のほか、燕第一地区、燕西地区、燕北地区、粟生津
地区、吉田地区（吉田小学校区）、分水小学校区、島上地
区の計８地区に支え合い活動推進委員会が設置されており、
令和３年度中の市内全域への展開をめざしています。

※燕東地区

　秋葉町１丁目、仲町、宮町、穀町、新町、朝日町、中央通１、中央通２、中央通３、
　幸町、本町１丁目、本町２丁目

福祉巡回車両が活躍します

例年行われております他の表彰についても被表彰者の方々をご紹介します。（敬称略・順不同）

　一般社団法人生命保険協会新潟県協会は、毎年県内の
社会福祉協議会へ福祉巡回車両を 1 台贈呈しています。
　令和２年度は本会がその決定を受け、11月９日（月）の寄
贈式後に納車となりました。
　この車両は、在宅福祉サービスを提供するホームヘル
パーの移動用に活用させていただきます。
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0256-78-7080

心 配 ご と 相 談 所 【無料】

期　　　　　　日

12月

２日（水）

９日（水）

16日（水）

23日（水）

１月

６日（水）

13日（水）

20日（水）

27日（水）

【問い合わせ】地域福祉課　☎0256-78-7020

弁護士による法律相談 【無料】

期　　　日 受付開始日

12月10日（木）、28日（月）

１月 8日（金）、29日（金）

※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。

受付中

12月15日（火）

【申し込み・問い合わせ】地域福祉課　☎0256-78-7020

燕市社会福祉協議会の

まる特会員を募集しています

会員特典として

・広報紙「つばめ社協だより」への広告掲載　　　　

・本会ホームページへのバナー広告掲載

詳細は　総務課　☎0256-78-7080までお問い合わせください

↓
こ
ち
ら
は
、
ま
る
特
会
員
様
の
広
告
欄
で
す
。

↓
こ
ち
ら
は
、
ま
る
特
会
員
様
の
広
告
欄
で
す
。

一般相談
（悩みごと全般）

常 勤 職 員
一般相談員

弁　護　士法律相談
（相続問題、金銭貸借等）

月～金曜日

毎週月曜日
(祝日は振替日あり)

９：00～17：00

13：30～16：00

認知症相談
（認知症の方やそのご家族
　の心配ごと・悩みごと）

福祉有資格者
介護経験者等月～金曜日 ９：00～17：00

●新潟県高齢者総合相談センター　☎025-285-4165（年末年始、祝日・休日を除く）

●新潟県認知症コールセンター　☎025-281-2783（年末年始、祝日・休日を除く）

●両センターの住所

※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＞認知症コールセンター

〒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

高齢者総合相談センター・認知症コールセンターについて高齢者総合相談センター・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が抱える悩みごとなどに関する相談窓口です。

両センターとも相談は無料、秘密厳守です。

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相談のご案内福祉サービスに関する苦情相談のご案内

このようなことで
　　  困っていませんか？
虐待を受けている

職員の対応（態度・言葉づかい）が悪い

契約が守られていない

●匿名さま　電子キーボード

●市民の皆さまより

　マスク、古タオル、雑巾、使用済切手、アルミ缶リングプル、ペットボトルキャップなど（11月10 日現在）

●公益社団法人　燕西蒲法人会さま

　新タオル 1,500 本、マスク 916 枚、
　フェイスシールド90 枚

●燕地区老人クラブ

　連合会 女性部さま

　手作り雑巾
　　　　  1,600 枚



（４）（５） 令和２年12月１日令和２年12月１日

0256-78-7080

心 配 ご と 相 談 所 【無料】

期　　　　　　日

12月

２日（水）

９日（水）

16日（水）

23日（水）

１月

６日（水）

13日（水）

20日（水）

27日（水）

【問い合わせ】地域福祉課　☎0256-78-7020

弁護士による法律相談 【無料】

期　　　日 受付開始日

12月10日（木）、28日（月）

１月 8日（金）、29日（金）

※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。

受付中

12月15日（火）

【申し込み・問い合わせ】地域福祉課　☎0256-78-7020

燕市社会福祉協議会の

まる特会員を募集しています

会員特典として

・広報紙「つばめ社協だより」への広告掲載　　　　

・本会ホームページへのバナー広告掲載

詳細は　総務課　☎0256-78-7080までお問い合わせください

↓
こ
ち
ら
は
、
ま
る
特
会
員
様
の
広
告
欄
で
す
。

↓
こ
ち
ら
は
、
ま
る
特
会
員
様
の
広
告
欄
で
す
。

一般相談
（悩みごと全般）

常 勤 職 員
一般相談員

弁　護　士法律相談
（相続問題、金銭貸借等）

月～金曜日

毎週月曜日
(祝日は振替日あり)

９：00～17：00

13：30～16：00

認知症相談
（認知症の方やそのご家族
　の心配ごと・悩みごと）

福祉有資格者
介護経験者等月～金曜日 ９：00～17：00

●新潟県高齢者総合相談センター　☎025-285-4165（年末年始、祝日・休日を除く）

●新潟県認知症コールセンター　☎025-281-2783（年末年始、祝日・休日を除く）

●両センターの住所

※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＞認知症コールセンター

〒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

高齢者総合相談センター・認知症コールセンターについて高齢者総合相談センター・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が抱える悩みごとなどに関する相談窓口です。

両センターとも相談は無料、秘密厳守です。

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相談のご案内福祉サービスに関する苦情相談のご案内

このようなことで
　　  困っていませんか？
虐待を受けている

職員の対応（態度・言葉づかい）が悪い

契約が守られていない

●匿名さま　電子キーボード

●市民の皆さまより

　マスク、古タオル、雑巾、使用済切手、アルミ缶リングプル、ペットボトルキャップなど（11月10 日現在）

●公益社団法人　燕西蒲法人会さま

　新タオル 1,500 本、マスク 916 枚、
　フェイスシールド90 枚

●燕地区老人クラブ

　連合会 女性部さま

　手作り雑巾
　　　　  1,600 枚



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

この広報誌は、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。

たくさんの善意が集まっています！

（６）令和２年12月１日

第90号
令和 2 年12月1

日

P.2 P.5

P.6

P.4

P.3

　感染症予防対策の一環で、福祉施設や公共施設では日常的に消毒作業を行っ
ています。1日に複数回実施しており、その際に大量のタオルや雑巾を使用する
ため、タオル不足の状態が続いています。
　市民の皆さまに、古タオルの寄付や雑巾の作成を呼
びかけたところ、多くの善意の気持ちが届いていま
す。Withコロナのなかで、これからも消毒や手洗い
といった感染症予防対策は続いていきます。本会では
引き続き、タオルの寄付を募集していますので、ぜひ
ご協力をお願いします。

　複数人が集まって活動することや対面で演芸を披露するような活動が難しいなか、さまざまな工夫
で新しい形のボランティア活動が始まっています。
　できることから少しずつ、活動の継続にむけて動いています。

　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。

※現在、多目的ルームの利用人数はおおむね15名程度が上限です。

　３月１日～　３月３１日 １２月１日～

１月４日～４月１日～ ４月３０日

令和2年度  燕市社会福祉協議会表彰式

新しい形のボランティア活動始まる！

オンラインミーティング 演芸を録画して福祉施設にお届け

→会えなくても画面を通
して話し合ったり、講
座をしたり、いろいろ
な活用ができます。

（ボランティア活動者向け　
　 zoom活用講座の様子）

→対面での披露が
一番いいですが、
楽しい時間を少
しでもお届けでき
たらと思っていま
す。


