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編集・発行
社会福祉法人　燕市社会福祉協議会
〒959-1263　燕 市 大 曲 4 3 3 6 番 地
　　　　　　　☎ 　0256-62-4361
　　　　　　FAX　0256-63-7735
　　　　　　E-mail : syakyou@tbm-swc.jp
吉田支所　☎ 0256-93-4630
分水支所　☎ 0256-98-6111

ボランティア特集号
つばめ社協だより

ボランティア・
　市民活動センターはこんなところです！
燕市ボランティア・市民活動センターは、ボラ

ンティア活動に興味がある方、ボランティア活動

をしている方、ボランティアを探している方等、

多くの方々に活用していただくところです。セン

ターは、ボランティア募集情報や地域で活躍して

もらえるリーダー育成のための各種講座・講演会

の案内等をお伝えしています。また、ボランティ

ア団体さんからの情報提供の場として活用いただ

けるボックスも用意していますので、ぜひ一度遊

びに来てください。
本所（大曲）

吉田支所（吉田大保町）
分水支所（新堀）

ボランティアコーナーでは、ボランティアを「したい・ほしい」情報を受付ております。
何か新しい事をはじめたい方や、ボランティアについてちょっと聞いてみたい方等、小
さな事でもかまいませんので、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ】燕市社会福祉協議会本所　☎0256−62−4361
　　　　　　　　　　　　　 吉田支所　☎0256−93−4630
　　　　　　　　　　　　　 分水支所　☎0256−98−6111
※ボランティアコーナーは、社会福祉協議会の本所・吉田支所・分水支所に設置しています。
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おもちゃフェスティバルつばめ報告
燕市社会福祉協議会では、９月１７日（祝・月）、

老人集会センター（大曲）において、燕市では初

めてのイベント『おもちゃフェスティバルつばめ』

を開催しました。親子づれなど９５０名が来場し、

グッド・トイ委員会（東京都中野区）認定の世界

のおもちゃやプラレール等、様々なおもちゃに触

れて楽しんでもらいました。

同じ会場で行った『おもちゃ福祉文化講演会』

では、東京都にあるおもちゃ美術館長の多田千

尋さんをお招きし、「子ども達の遊び力が危ない」

と題したご講演をいただきました。子育て意識に

警鐘を鳴らし、おもちゃを通した親子のふれあい

や地域のつながりの大切さが語られました。

屋外での『ふわふわ風船コーナー』
みんなで、大きなキリンさんでピョンピョン跳ねて遊
んだよ♪

『おもちゃ福祉文化講演会』
講師：多田千尋氏の講演

にいがた国体のイメージキャラクタートッキッキーも遊びにきたよ☆

『おもちゃで遊ぼうコーナー』みんなで楽しく、仲良く遊びました☆

おもちゃ病院を開いたよ!
おもちゃフェスティバルでは『おもちゃ病院』を開設しました。壊れてしまった大切なおも

ちゃをおもちゃドクターが治療しました。当日は５５件の受付があり、とうてい１日では治し

きれない程の盛況となりました。

『おもちゃ病院』
おもちゃのお医者さんが壊れてしまったおも
ちゃを治療中♪

【第16回全国ボランティア
フェスティバルあいち・なごや】開催される!!

平成19年9月22日（土）～23日（日）

ボランティアフェスティバル推進協議会、あいち・なご

や実行委員会主催による『第１６回全国ボランティアフェ

スティバルあいち・なごや』が盛大に開催されました。メ

インテーマは、『愛を知り　夢を育む　ボランティア』です。

第１日目は、ボランティア・市民活動実践者並びに推

進者からの活動紹介・事例発表や障がいを抱えた方たち

の本格的なダンスパフォーマンスがありました。第２日

目は、６ブロック計５２の分科会が開催されました。各

会場では一般市民のみなさんも参加できるイベントが

並行して行われており、その参加の多さに市民のボラン

ティア・市民活動への関心の強さを感じました。

さて、平成２０年度は新潟県での開催となります。そ

の内容は現在検討段階ですが、新潟県ボランティア活動

を全国に発信する機会となるでしょう。

なお、今回のボランティアフェスティバルでは、協賛

事業として「第４回ふれあい・いきいきサロン全国研究

交流会」が開催され、吉田地域サロンの渡邊綾子さんが

サロン活動について発表されました。
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よしだ健康福祉ボランティアまつり開催報告
９月２２日（土）、よしだ健康福祉ボランティ

アまつり実行委員会主催による「よしだ健康福祉

ボランティアまつり」が、吉田産業会館を会場に

開催されました。ボランティア活動に関する意識

啓発と住民参加による地域福祉の推進を図る事を

目的として開催しました。当日の延べ来場者数は、

約７５０名でした。

吉田中学校JRCの皆さんより『中越沖地震』義援
金募金の協力をいただきました。来場者の方から
￥38,721円のご寄付をいただきました。

越後中央農業協同組合吉田支店よりもち米のご寄付を
いただき、来場者も参加して「もちつき大会」を開催
しました。

テーマ：『ふれあいの 愛あふれる 笑顔のまち』

～ イベント内容 ～

☆吉田太鼓竜神会　☆ステージアトラクション

☆体力測定　　　　☆日赤献血

☆脳年齢測定　　　☆もちつき大会

☆歯科相談　　　　☆フリーマーケット

１５団体が参加したフリーマーケットも大賑わいでし
た。

分水福祉ボランティアまつりを開催しました！！
分水ボランティア連絡協議会では、８月４日

（土）、分水保健福祉センターにおいて『思いやり、

支えあい、人にやさしい福祉のまち』『ひろげよう、

のばそうボランティアの輪』をスローガンに７９

名の運営スタッフで分水福祉ボランティアまつり

を開催しました。

地域で活躍されているボランティアグループ

が、日頃の活動をパネルで紹介しました。ご来場

された方は、「いろんなボランティアがあるんだ

ねぇ。」と感心されていました。

当日のプログラム

◇いきいきサロン取組み地域マップ

◇ボラ連協加入団体の活動紹介パネル展示

◇食のバザー

◇災害時の炊き出し体験

◇芸能公演

　夕月会Ⅱ組（大正琴演奏）
　鳳　会（踊り披露）

　分水マジック愛好会

◇車いすダンス公演

　日本車いすダンススポーツ連盟新潟支部

◇いっぷくサロン

◇似顔絵コーナー

◇ふれあい喫茶ぽぽ

食のバザー（季の味）

車いすダンス公演

ふれあい喫茶ぽぽ
ふれあいサロン取組み地域マップ

芸能公演会（夕月会Ⅱ組）

『子どもあそびコーナー』
親子一緒に楽しく遊びました♪

『ステージアトラクション』
ふれあいの家の皆さんによるダンス☆
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～健康・生きがいづくりウォーキング報告～
６月１６日（土）から始まりましたウォーキン

グは、去る８月２５日（土）で終了しました。

このウォーキングは、体力維持・向上を図りな

がら自らの介護予防、そしてボランティア活動へ

のきっかけづくりとして開催しました。途中、緑

化・美化活動を実践したり、ボランティア理解を

深める講義もありました。

最終回は、その体力を試す“国上山登山”を実

施しました。午前８時３０分スタート、強い日差

しの下でしたが、参加された皆さんは３０～４０

分で登りきり、気持ち良い汗をながされていまし

た。頂上での休憩では、このウォーキングで知り

合った新しい仲間と、楽しく話をされていた皆さ

んの笑顔がとても印象的でした。

今後も、社会福祉協議会が目指す【ボランティ

アへのきっかけづくり】とした企画を考えていき

ます。

第２弾も現在内容検討中ですので、お楽しみに!!

～【げんきあっぷ運動
 　リーダー養成講座】がスタート!! ～

燕市社会福祉協議会では、ふれあいサロン活動

実践者や地域の介護予防活動に関心のある方を対

象に、３回コースで開催しています。

１０月３日（水）の第１回目は、参加された

２１名の皆さんがそれぞれのサロン活動について

情報を交換し合うとともに、高齢者向けの運動の

実技研修を行いました。

１０月中には、運動実技やサロン進行テクニッ

ク等の習得を目指し２回目・３回目を予定してい

ます。この講座がきっかけとなり、サロン活動の

充実、そして地域住民の介護予防につながってい

く事を期待しています。

“福祉教育”は、学校教育の場で行われるだけではなく、地域のあらゆる場面で実践されています。

燕市社会福祉協議会では、さまざまな方法で福祉教育を支援しています。ボランティア団体、関係機

関、福祉施設等と連携し、学校における総合的な学習の時間、文化祭の体験教室、PTA行事等、下

記のメニューで協力しています。

紹介している事以外にもご相談に応じます。子ども達の地域の福祉教育にお役立てください。

＊内容によっては、別途ガソリン代程度の費用、材料代等が必要となる事があります。

＊活動規模、時間帯などで調整が出来ない場合は、ご希望にそえない事もあります

ので、あらかじめご了承ください。

【問い合わせ】　燕市社会福祉協議会本所　☎0256-62-4361
　　　　　　　　　　〃　　　吉田支所　☎0256-93-4630
　　　　　　　　　　〃　　　分水支所　☎0256-98-6111

福祉教育の
支援・協力をしています

項　　目 内　　　　　　　容

講義（教室）

ボランティアってなぁに？

燕市のボランティア活動について

お年寄り理解・高齢者福祉について

障がい者（聴覚・視覚・身体・知的・精神）理解について

体　　験

車いす体験（身体障がい者理解）

手話体験（聴覚障がい者理解）

点字体験（視覚障がい者理解）

廃油石けんづくり体験

応急手当・救急教室

交　　流
保健福祉関係施設などの訪問

ふれあいサロン（地域の茶の間）利用者との交流

備品貸し出し

高齢者擬似体験セット（１組）

点字練習器（２４個）

車いす（１０台）、障害物、段差板

手話ビデオ（全８巻）、手話教室用ビデオ

車イスで外出体験

点字教室

応急手当教室
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夏休みボランティア
スクールに参加したよ☆

～夏休み福祉ボランティア体験キャンプ～
燕市社会福祉協議会では、８月２３日（木）～２４日（金）夏休み福祉ボランティア体験キャンプ

を開催し、市内小学５・６年生６４名が参加しました。１日目の障がい者理解講座では、新潟市にお

住まいの盲ろう者（耳と目が不自由な方）の方を講師にお迎えしました。盲ろう者の方からは、目や

耳が不自由でも安全に生活ができる工夫や、外出時の危険について教えていただきました。

参加した子ども達からは、“障がいがあっても、一生懸命生きているんだと思った”“障がいのある

人を少しでも助けようと思った”等の素直な子どもらしい声がありました。

盲ろう者の方のコミュニケーションには“触（しょく）手話”という、指先と指先で触れて情報を伝える手
段がある事を教えていただきました。

燕市社会福祉協議会では、夏休み期間中、児童・

生徒・保護者を対象に、関係する団体・福祉施設

等の協力を得て、燕・吉田・分水地区で計１７コー

スを実施、延べ１６４名の参加で開催しました。

（コース名は９月１日発行の社協だより５ページ参照）

～参加者からの感想～

「油をそのまま捨てずにリサイクルし、資源を

大切にしたい。（廃油石けん作りコース参加者よ

り）」「ボランティア活動がいろんな所で行われて

いるのを知りました。できるボランティアをしよ

うと思います。（ボランティア理解講座参加者よ

り）」

みんなでEM肥料（生
ゴミ肥料）を使った土
作り。
その土を使って、綺麗
な花を自分でデザイン
して植えたよ♪

手話教室は、手話
サークルから協力
いただき、楽しく
分かりやすい内容
でした。

視覚障がい者のためのパソコン教室開催中
燕市社会福祉協議会では、吉田支所（吉田大保

町）において、本年８月より毎週火曜日の午前

１０時から正午まで「視覚障がい者のためのパソ

コン教室」を開催しています。現在のところ、５

名の講師の協力で、視覚に障がいをもつ１０名の

方々にパソコン操作を学んでもらっています。

初めてパソコンを触る方がほとんどで、キー

ボードのキーの配置を覚える事からのレッスン

で、皆さん四苦八苦のようですが、和気あいあい、

おしゃべりをしながらのパソコン教室です。

これからは、お正月にむけて年賀状の作成に取

り組む予定です。視覚に障がいをもつ方でパソコ

ン操作に興味がある方は、ぜひご連絡ください。

燕市社会福祉協議会吉田支所

　　　　☎０２５６ー９３ー４６３０

只今ボランティア募集中

・視覚障がい者の送迎をしていただける方

・パソコンにちょっと詳しい方

「要約筆記入門講座」が始まりました！
燕市社会福祉協議会では、吉田支所（吉田大保

町）において、要約筆記入門講座を、９月２８日

（金）より５回コースで開講しています。受講生

は１２名で、初日には、話す事はできても聞こえ

づらい方に情報を伝える役割としての「要約筆記」

の必要性について、熱心に耳を傾けていました。

聴覚に障がいをもつ方とのコミュニケーション

の手段として、要約筆記の技術は大変重要になっ

ています。受講生の皆さん、最終日１１月２日（金）

まで、しっかり頑張ってください。



1011

ふれあいサロン研修会開催のお知らせ
燕市社会福祉協議会では、ふれあいサロン（地域の茶の間）を開催している、代表者・協力員・ボ

ランティア・ふれあいサロンに興味のある市民を対象に『レクリエーション』、『コミュニケーション』

の研修会を計画しました。

日　　時　　平成１９年１２月１５日（土）

　　　　　　午後１時３０分～午後３時３０分

会　　場　　分水公民館（分水新町２−５−１）

内　　容　　・サロンで使える簡単なレクリエーション

　　　　　　・参加者との関わり方（コミュニケーション）

講　　師　　レクリエーションコーディネーター　池　良弘　氏

　　　　　　（福祉レクリエーションワーカー）

参　加　費　　無　料　

　　　　　　＊動きやすい服装でおいでください。

申し込み　　燕市社会福祉協議会本所　☎０２５６ー６２ー４３６１

送　　迎　　燕地区、吉田地区からはマイクロバスによる送迎を行います。

　　　　　　本所、吉田支所より午後１２時５０分出発（帰りは研修会終了後）

　　　　　　それぞれ定員２５名　事前申し込み必要。参加申し込み時にお申し出ください。

“吉田地区長寿まつり”
 ボランティアご苦労さまでした。

１０月２日（火）に吉田総合体育館にて、燕市

主催の“吉田地区長寿まつり”が開催され、民生

委員児童委員と、４６名の一般ボランティアの皆

さんから協力いただきました。

会場内で来場者の付き添いや昼食の配膳等、心

のこもったお手伝いをいただいたおかげで盛況に

開催できました。ありがとうございました。

燕市社会福祉協議会では、使用済み切手・書き損じハガキ・アルミ缶・

リングプルを収集しています。

集められたものは、下記のように使われます。

身近なボランティアとして、収集ボランティアにご協力ください。

収
集
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

■アルミ缶・リングプル
アルミ缶・リングプル５１０～７２０kg集め、換金する事で車イス

１台と交換する事ができます。（収集業者によって異なります。）

本会で集められたアルミ缶・リングプルは、福祉施設・ボランティア

団体に寄付しています。

※リングプルは重さ１グラム程度です。これは金属としてはごくわずか

な量です。金属のリサイクルは、数ではなく重さが単位になります。

リングプルは集める手間の割に得られるメリットが小さく、輸送する

費用等の方が大きくなってしまう事もありますので、缶を丸ごと集め

たほうが何倍ものアルミが回収できます。なお、可能であれば、アル

ミ缶は洗浄いただければ幸いです。

■使用済み切手・書き損じハガキ
集められた切手・ハガキは関係機関を通じて換金され、海外の医療援

助や施設の整備資金等に役立てられます。未使用の切手・ハガキも集め

ておりますのでご協力お願いします。

※使用済み切手の場合、切手のまわり１cm程度の余白を残して台紙ご

と切り取ってください。

※使用済み切手は、おおよそ１０kgで１万円位になります。（１枚が約

２０銭）。記念切手等、珍しい図柄が好まれています。

誰
で
も
出
来
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

郵 便 ハ ガ キ
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おせち料理
宅配ボランティアを募集します！

配食ボランティアを募集しています！！
燕市社会福祉協議会では、燕市からの委託を受けて、燕地区の一人暮らしのお年寄りにお弁当をお

届けしています。

お弁当を届けながら「元気ですか」と声をかけていただける配食ボランティアを募集しています。

配食ボランティアの活動内容は次のとおりです。

①配食日時：毎週火曜日　午後２時から

配食方法：燕市南公民館（南６−１−１）で６～１３個程度

のお弁当を受領し、南地区方面（南町、東町、井

土巻）へお届けします。その際の車両は、ボラン

ティアの自家用車をご使用願います。

交通費等：１回の配食につき、交通費として２００円を支給

します。

②配食日時：毎週木曜日　午後５時から

配食方法：燕第３デイサービスセンター（大曲２５２３−１、白ふじの里隣）で調理したお弁当を

受領し、６世帯（燕地区）へお届けします。その際の車両は、ボランティアの自家用車

をご使用願います。

交通費等：１回の配食につき、交通費として２００円を支給します。

【申し込み・問い合わせ】　燕市社会福祉協議会本所　☎０２５６−６２−４３６１

燕市社会福祉協議会では、１２月３１日に市内在住の７５歳以

上の一人暮らしの方、並びに８５歳以上のみの高齢者世帯を対象

におせち料理を宅配します。そこで、おせち料理を宅配してくだ

さるボランティアの方を下記のとおり募集しています！！お一人で、

友人同士で、又は親子で等、大勢のご参加をお待ちしています。

ボランティア活動に興味がある方、ボランティア活動をしてみたいけどきっかけがないという方、

ぜひこの機会に体験してみませんか！！

期　　日　　平成１９年１２月３１日（月）　午前１１時～午後１時の２時間程度

募集人数　　多　数

宅配地域　　燕地区、分水地区（宅配希望地区等ありましたら相談に応じます）

内　　容　　２人１組でおせち料理宅配を希望される方のお宅に届けます。

そ　の　他　　車を運転してくださる方大歓迎です。

　　　　　　自家用車を運転してくださる方には若干の費用をお支払いします。

問い合わせ　　燕市社会福祉協議会本所　☎０２５６−６２−４３６１


