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～誰もが住み慣れた地域で安心して生活が送れるように私たちがお手伝いします～

ホームヘルパーになって何年目になりますか？

訪問介護に興味がある人に訪問介護に興味がある人に訪問介護に興味がある人に
　大変なこともありますが、この仕事について良かったなと思える「後悔
しない仕事」です。迷っている人は、ぜひトライしてみてください。

訪問入浴介護
　看護師1名、介護士2名が入浴車で
自宅を訪問し、浴槽を運び入れ、横に
なった状態で安心して入浴していただ
けるサービスです。

　ケアマネジャーが介護サービス
を利用したい人のお手伝いをし
ます。
〇自宅を訪問し、介護の相談を
　お受けします。
〇必要なサービスを紹介します。
〇ケアプランを作成します。

居宅介護支援

【問い合わせ】燕市社会福祉協議会　介護事業課
　　　　　　　☎0256－78－8701　ＦＡＸ0256－78－8871

　私たちと一緒にヘルパーとして
働ける人を募集しています！
　資格取得制度があるので、働きな
がら資格を取ることもできます。

　訪問入浴介護の
パート看護師（正
看護師、准看護師）
も募集しています。

同時募集

パート職員募集のお知らせ

Q

12年目になります。A
燕市社会福祉協議会を選んだ理由は？Q

ホームヘルパー（以下「ヘルパー」という）の資格を取得する実習で、
利用者さまと１対１で接することができる訪問介護に興味が沸きました。また、本会のヘル
パーが、利用者さまに寄り添い丁寧に接する姿を見て「ここしかない」と思いました！

A

この仕事をして良かったことを教えてください。Q
たくさんありますが、利用者さまから「大変な仕事だけど、あなたを待っている人がいるか
ら頑張って」と言われたことがあり、その言葉が支えになっています。

A

職場の雰囲気を教えてください。Q
本会のヘルパーは女性だけです。幅広い年齢層のヘルパーが活躍しています。皆さんの仕事
に対する姿勢が真剣であり、先輩方からの助言、後輩との楽しいやり取りなど笑顔の絶えな
い職場です。

A

Ａヘルパーに

～訪問入浴車～

～ケアマネジャー～
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介護事業課では介護保険サービス、障がい福祉サービスを行っています。
今回は、ヘルパーのある1日の仕事を紹介します。

ヘルパーの仕事や、サービスの内容について詳しく知りたい人は、お気軽にお問い合わせください。

ヘルパーの１日ヘルパーの１日ヘルパーの１日

１日お疲れさまでした。
また明日！！

おはようございます！
元気に１日のスタートです♪

１件目 （訪問介護）
　デイサービスへ
　出発する準備をお手伝い

２件目（訪問介護）
　温かいタオルで体を拭いて
さっぱりと　　　　　　　

５件目

（訪問介護）
　トイレ介助・足浴

３件目 （訪問入浴介護）
　利用者さまの体調に合わせて
　ゆったりと入浴していただき
　ます

４件目 （訪問入浴介護）
　看護師がいるから安心

8：30

休 憩 時 間

9：00

10：30

12：00

13：00

13：30

14：45

16：00

17：15

介護用リフトを操作して
移乗の介助をしています

気持ち良いですか？
足浴で血行促進

ヘルパー室では、
その日の報告や
記録をまとめます

今日の予定を確認！
ヘルパー車を点検して、
行ってきま～す！

湯加減はいかがですか？
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【申し込み・問い合わせ】
　地域福祉課　☎0256－78－7866

【問い合わせ・回収先】
　燕市社会福祉協議会　就労支援センター　☎0256－62－4855（平日 午前8時30分～午後5時15分）
　つばめキャンドル　ホームページ　https://tsubamecandle.jimdofree.com/
【回収先】
　燕市社会福祉協議会　法人本部　　　　☎0256－78－7080（平日 午前8時30分～午後5時15分）
　燕市地域生活支援センター　はばたき　☎0256－66－5688（平日・土曜 午前8時30分～午後5時15分）
　　　　　　　　　

令和３年度決算　資金収支計算書の概要
　本会では、「地域が支えるその人らしい暮らしをかなえるために」を基本理念に、さまざまな事業に取り
組みました。これからも、市民の皆さま、関係機関の皆さまのご理解とご協力を得ながら、「地域のつなが
り、支え合い」を大切にした活動を進めていきます。
　令和３年度決算及び事業報告の詳細については、ホームページでも公開していますので、ぜひご覧ください。

　就労支援センターでは、障がいのある人が、結婚式場で使用されたキャンドルを原料に新たに付加価値を
つけ『幸せのおすそ分けキャンドル』として再生・販売しています。
　今年で９年目となるキャンドルづくりですが、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大
に伴い結婚式が激減したため、使用済みキャンドルの回収がたいへん厳しい状況です。
　大切な思い出・宝物だと思いますが、自宅に結婚式で使用された
キャンドルがありましたら、ぜひ、お寄せいただけないでしょうか。
　下記にてお受け取りさせていただいています。

10,250,483
792,470

92,913,372
124,512,409
5,768,951
64,004,673
4,392,246
96,784,497
9,495,498

408,914,599
1,256,000
15,004,830
425,175,429

科　　　　　目 金　　額（円）
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他
事業活動収入計
施設整備等収入計
その他の活動収入計
合計⑴

「健康測定会」「健康測定会」「健康測定会」「健康測定会」「健康測定会」を開催します！

●内　容：アンケート調査
　　　　　体力測定（７種目）
　　　　　認知機能検査
●持ち物：室内用運動靴、飲み物
　　　　　タオル、アンケート調査票（※）
　　　　　眼鏡（必要な人のみ）
●参加費：無料
●定　員：各回30名
●申し込み：8月17日（水）受付開始
　　　　　　定員になり次第締め切り
　※申し込みをされた人には、後日アンケート調査票を
　　お送りします。事前に回答し、当日ご持参ください。

65歳以上の燕市民の方限定！
からだとこころの健康チェック！

9月14日
（水）

10月 4日
（火）

10月21日
（金）

午前9時～正午

午後1時30分～4時30分

中央公民館
3階小ホール

（水道町1－3－28）

分水公民館
2階研修室

（分水新町2－5－1）

市民交流センター
2階会議室

（吉田日之出町1－1）

期　日 時　　　　間 会　　　場

測定会に参加された人には、後日測定結果をお届けします。自身の健康状態をチェックしてみませんか？

　測定結果は、65歳以上の市民の体力や生活の変化に
関する調査に役立てられます。その際に個人が特定さ
れる心配はありません。
　参加を希望される人は、都合の良い日を選び、地域
福祉課へお申し込みください。皆さまのご参加をお待
ちしています！

収　
　
　
　
　
　

入

308,588,640
89,130,700
6,412,237
6,140,877
2,812,944
761,500

413,846,898
5,422,340
12,346,050
431,615,288

科　　　　　目 金　　額（円）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
助成金支出
その他
事業活動支出計
施設整備等支出計
その他の活動支出計
合計⑵

支　
　
　
　
　

出

午前9時～正午

午前9時～正午

午後1時30分～4時30分

▲6,439,859
99,556,494
93,116,635

当期資金収支差額合計⑶＝⑴－⑵
前期末支払資金残高⑷
当期末支払資金残高⑶＋⑷
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心配ごと相談所【無料】弁護士による法律相談【無料】
　法律相談を次のとおり開催します。
　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1ー1）　
※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

　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。（電話による相談も可）　
●開設日時：毎週水曜日　午後1時～4時
●会　　場：市民交流センター（吉田日之出町1ー1）

【問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866
【申し込み・問い合わせ】
　地域福祉課　☎0256－78－7866

期　　　　日 受付開始日
8 月10日（水）、30日（火）
9月 9 日（金）、30日（金）

受付中
8月15日（月）

8月 9月

3日
10日
17日
24日
31日

7日

14日

21日

28日

　皆さまのお越しをお待ちしております！　　　　　　　　　

【問い合わせ】老人福祉センター（燕市社会福祉協議会燕支所）燕市大曲4328番地　
　　　　　　　☎0256－62－4361

「老人福祉センター祭老人福祉センター祭」を開催しますを開催します「老人福祉センター祭老人福祉センター祭」を開催しますを開催します「老人福祉センター祭」を開催します

9月17日（土）

9月18日（日）

午前9時～午後3時
午前9時～午後0時30分
※午前9時30分～正午には「芸能祭」を行います

燕地区老人クラブ連合会の作品展示
遊休品と飲食物の販売（無くなり次第終了）

期　　　日 時　　　　間 内　　　　　　　容

【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。

燕市社会福祉協議会の燕市社会福祉協議会の
まる特会員を募集していますまる特会員を募集しています
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

・広報誌「つばめ社協だより」への広告掲載　　　　
・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。　
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【問い合わせ】
燕市ボランティア・市民活動センター（吉田日之出町1番1号　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
☎0256－78－7866　ＦＡＸ0256－78－7088　E-mail：bora-simin@tbm-swc.jp

　本会では、互いに支え合う地域づくりをめざし、令和４年度の新規事業として、暮らし
のなかでちょっとした困りごとのある人（利用者）とお手伝いできる人（協力者）とが会
員となって支え合う、有償ボランティア活動事業「すけっとつばめ」をスタートしました。
　ただいま、利用会員と協力会員への登録を受け付けています。

有償ボランティア活動事業有償ボランティア活動事業
「すけっとつばめ」利用会員、協力会員募集中「すけっとつばめ」利用会員、協力会員募集中
有償ボランティア活動事業
「すけっとつばめ」利用会員、協力会員募集中

☆つばめボランティア・市民活動情報コーナー☆
～ボランティア・市民活動の今を伝え、人とひととをつなぎたい～

（7月1日現在）

善意の善意の 窓　～あたたかいご寄付に感謝　～あたたかいご寄付に感謝いたいたします～します～善 意 の善 意 の 窓　～あたたかいご寄付に感謝　～あたたかいご寄付に感謝いたいたします～します～善 意 の 窓　～あたたかいご寄付に感謝いたします～
●燕ライオンズクラブ雪つばき支部さま
　アルミ缶リングプル約70Kg、
　ペットボトルキャップ約20Kg、
　ぞうきん50枚、タオル、古切手等

●本田修一さま、順子さま　100, 000円
●市民の皆さまより
　ペットボトルキャップ、古タオル、使用済切手、
　アルミ缶リングプル等のご寄付をいただきました。

　コロナ禍以降、本会へ寄せられた未使用マスクは、
マスクボックスとご寄付により総計12,600枚にも
のぼりました。このマスクについては、5月17日に、
市内の児童クラブ、子ども食堂、放課後等デイサービ
ス事業所、フードバンクへ皆さまの思いとしてお届け
させていただきました。ご協力ありがとうございま
した。
※マスクボックスの設置は終了しました。

対　象　期　間 借用受付
11月 1日（火）～ 30日（水）
12月 1日（木）～ 28日（水）

8月 1日（月）～
9月 1日（木）～

☆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。

●日時… 8月19日（金） 午後 1時30分～ 2時30分
●会場…市民交流センター 2階会議室

【申し込み・問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866

利用会員
　日常生活において、困りご
とがある燕市内在住の高齢者、
障がいのある人　等

活動内容
●家事手伝い〔掃除･洗濯･炊事、ゴミ出しなど〕
●送迎支援〔通院や買い物の外出支援など〕
●家屋等の小修繕〔家屋内外の修繕など〕
●敷地内の環境整備〔小範囲の草取りなど〕
●見守り〔安否確認、話し相手など〕

協力会員
　「地域の役に立ちたい」
「困っている人を助けたい」
という燕市内在住の18歳以
上の人

６月１日
スタート

協力会員募集説明会を開催します
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