


燕市社会福祉協議会　就労支援センター（就労継続支援Ｂ型）

　市民の皆さまからは、大切な
思い出の品である使用済みキャン
ドルの回収にご協力いただき、誠
にありがとうございました。
　これらのキャンドルは、「幸せ
のおすそ分け」として「つばめ
キャンドル」という新たな商品に
生まれ変わります。
　一つひとつをていねいに作り上げ“幸せを
お届けしていけたら…”と願っています。
　引き続き、皆さまからキャンドル回収へご協
力くださるようお願いします。

◆キャンドル回収のお礼とお願い◆

午前の作業9 ：30～12：00

昼ごはんを食べて
ひと休み…
そして、
午後の作業の準備を
します。

農家での野菜の箱折
２人の息を合わせ、
ていねいに！

企業での清掃作業
汚れの見落としが
ないか確認！

製品の袋詰め
数を間違えないように
正確に！

午後の作業13：00～15：30 午後の作業13：00～15：30

スプーンのシール
貼り
曲がらないよう
慎重に！

野菜カゴの洗浄
ゴシゴシと力を入れて！

作業のモットーは
「ていねいに・きれいに・仕上げる」

です。

～清掃作業についてひとこと～
「きれいに」を心がけています。（Ｔさん）

〈燕 市 内〉・燕三条地場産業
　　　　　　　　振興センター　様
　　　　　　・アンジュ県央店　様
〈新潟市内〉・パレット新潟店　様
　　　　　　・新潟ふるさと村　様

◆キャンドル取扱店舗の
　　　　　ご紹介（常時取扱）◆

昼 休 憩
12：00～13：00
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を追って
みた　就労支援センター（以下「センター」とい

う。）には、何らかの障がいや病気のため、企業
等での就労が難しい人が通所し就労訓練を行って
います。
　利用者の皆さんは、体調や体力、得意なことに
合わせていろいろな作業に取り組んでいます。
皆さんが働いて得た作業収入は、「工賃」として
支払われます。より多くの工賃が得られるよう、
職員は新規作業の開拓や作業の進め方を工夫して
います。
　また、センターでは、働くときに必要なこと
（体調管理、生活リズム、コミュニケーションな
ど）の助言も行い、より働きやすい環境づくりに
努めています。
　皆さんの「よりよく働くこと」が、「よりよく
暮らすこと」につながっていくよう、職員は日々、
皆さんの自立に向けた支援を行っています。

【問い合わせ】就労支援センター
　　　　　　　〒959－1263　燕市大曲4328番地
　　　　　　　☎0256－62－4855
　　　　　　　ＦＡＸ0256－63－7735

送　迎8 ：30～／／15：30～

職員ミーティングや研修15：30～

◆新たな取り組み◆
　皆さまからお寄せいただい
た使用済みキャンドルを使い、
ロウ引きの名刺やポチ袋など
の開発に取り組んでいます。
直売所にてお試し販売中です。
キャンドルと合わせてぜひお
求めください。

～地域のなかで　誇りと自信をもって　今日も働こう～

送迎を希望する利用者は
送迎車で送り迎えします。

いざというときのためにＡＥＤ講習受講

救命救急講習を
受講しました。
皆、真剣な表情で
学びます。

足元に気をつけて
くださいね。

あ る １ 日

　キャンドルづくりの体験が手軽にできます。
　小さなお子さまから大
人まで、幅広くお楽しみ
いただけますので、保育
園や小学校、地域でのＰ
ＴＡ行事など出張ワーク
ショップを受け付けてい
ます。
　キャンドルづくりは
予約制です。
　興味のある方はご連絡
ください。

◆ワークショップのご紹介◆

～ボルト入れについて
ひとこと～

昨日よりもたくさんできるように
がんばろう。（Ｈさん）

私たちと一緒に
働いてみませんか！
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●講　　師：有限会社エリア・ドゥ
　　　　　　関口　陽子　氏
　　　　　　（レインボー健康活動普及協会　理事）
●内　　容：レインボー健康体操の基礎と効果
　　　　　　燕市における集いの場について　等
●持 ち 物：室内用運動靴、飲み物、タオル、筆記
　　　　　　用具
●参 加 費：2,500円　※初日にご持参ください。
●定　　員：20名（定員になり次第締め切り）
●申し込み：現在受付中

●会　　場：分水公民館3階視聴覚室
　　　　　　（分水新町2－5－1）
●対　　象：介護予防活動に関心がある燕市民
　　　　　　（原則8回全てに参加できる方）

●会　　場：吉田産業会館大ホール
　　　　　　（吉田東栄町14－12）
●対　　象：スクエアステップに興味のある
　　　　　　燕市民

●講　　師：筑波大学　体育系　教授
　　　　　　大藏　倫博　氏
●内　　容：介護予防の必要性やスクエアステップの
　　　　　　理論、及び体験
●持 ち 物：室内用運動靴、飲み物、タオル
●参 加 費：無料 
●定　　員：100名（定員になり次第締め切り）
●申し込み：10月20日（木）～受付開始

◆日　　時：11月17日（木）
　　　　　　午後 1 時30分～ 3 時30分

◆日　　時◆
10月12日、19日、26日
11月 2 日、 9 日、16日、30日
12月 7 日 【全 8 回　毎週水曜日】
●午前 9 時30分～正午

※申し込まれた方には後日健康チェック表を送付しますので、ご記入のうえ、当日お持ちください。
　なお、体調不良の方や各講座日より2週間以内に県外・海外への往来がある方は、参加を見合わ
　せていただきます。
※当日はマスクを着用のうえ、動きやすい服装でお越しください。
※今後、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催を延期または中止させていただく場合
　がありますので、ご理解ご協力をお願いします。
【申し込み・問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866

　今年度、はばたきでは例年開催している「はばたき祭」を縮小し、名称を「はばたきマルシェ」とし
て開催します。
　はばたきの事業、障がいについて理解を深めていただける機会です！お気軽にお越しください！
●日　時：10月9日（日）　午前9時～午後2時
●会　場：燕市障がい者地域生活支援センター「はばたき」（道金1160番地）
●内　容：障がい関係者による物品販売（手作り作品・遊休品・テイクアウト品など）
　　　　　成果発表（利用者の作品展示）
　　　　　ハーブティー・アロマセラピー講座（定員各10名：事前申し込みが必要です。）
　　　　　心のバリアフリー動画（約7分）随時上映

【申し込み・問い合わせ】燕市障がい者地域生活支援センター「はばたき」
　　　　　　　　　　　　☎0256－66－5688

「はばたきマルシェ」を開催します！「はばたきマルシェ」を開催します！

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催を中止する場合がありますのでご了承ください。
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心配ごと相談所【無料】
　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

期　　　　　　　日
5 日
12日
19日
26日

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。

【申し込み・問い合わせ】地域福祉課　☎0256－78－7866

期　　　　日 受付開始日
10月 7 日（金）、28日（金）
11月10日（木）、30日（水）
12月 9 日（金）、27日（火）
1 月10日（火）、30日（月）

受付中
10月17日（月）
11月15日（火）
12月15日（木）

10　
月

2 日
9日
16日
30日

11　
月

7 日
14日
21日
28日

12　
月

4 日
11日
18日
25日

1　
月

ＬＩＮＬＩＮＥでの相談はこちらまで！Ｅでの相談はこちらまで！ＬＩＮＥでの相談はこちらまで！ 燕社協ＬＩＮＥ
相談窓口

令和４年度令和４年度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令和４年度令和４年度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
燕市社会福祉協議会燕市社会福祉協議会

令和４年度会員会費にご協力いただきありがとうございました
燕市社会福祉協議会

　多くの皆さまからご賛同いただき頂戴しました会員会費は、誰もが安心して暮らせるまちづくりを
めざして、本会が実施する地域福祉推進事業に大切に使わせていただきます。
　ご協力いただきました会員会費の詳細は、本会ホームページに掲載させていただきました。ぜひご覧
ください。
●9月5日現在　一般会費合計：169自治会　5,674,495円　まる特・特別・賛助会費合計：408件　3,848,000円
【問い合わせ】総務課　☎0256－78－7080

【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。

障害年金障害年金障害年金障害年金障害年金のことお気軽にご相談ください

【お問い合せ・ご相談】
NA＆HRコンサルティング社会保険労務士法人
（旧新潟安全研究所）

TEL 0256－64－5288　mail cx@na-consulting.jp

燕市吉田鴻巣693－4　TEL. 0256－92－4250

リンクサポート
司法書士法人

司法書士　五十嵐 てる子　 司法書士　江口　哲央

相続 遺言・ ・成年後見　は

詳細は、お問い合わせください。
総務課  ☎0256-78-7080

・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

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
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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・12月29日～1月3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

☆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～

　ちょっとした困りごとをお手伝いするボラン
ティア活動です。興味のある方は、ぜひご参加
ください。（申し込み不要）
●日時…10月14日（金）、11月18日（金）
　　　　12月23日（金）
　　　　いずれも午後 1時30分～ 2時30分
●会場…市民交流センター 2階会議室

有償ボランティア活動事業「すけっとつばめ」有償ボランティア活動事業「すけっとつばめ」
協力会員募集説明会を開催します。協力会員募集説明会を開催します。

有償ボランティア活動事業「すけっとつばめ」
協力会員募集説明会を開催します。

対　象　期　間 借用受付

令和 5年 1月 4日（水）～ 31日（火）

2月 1日（水）～ 28日（火）

3月 1日（水）～ 31日（金）

4月 1日（土）～ 30日（日）

10月 3日（月）～

11月 1日（火）～

12月 1日（木）～

1月 4日（水）～

　令和 5年 3月20日の完成をめざし、（仮称）分水地区放課後等デイサービス事業所（利用定員10名）
建設工事の地鎮祭を、去る 8月30日（火）午前10時より建設予定地において挙行しました。
　当日は、本会の山岡会長・中野副会長、工事関係者約10名が出席し、工事の無事を祈願しました。
　なお、今後、利用される皆さまにより親しみをもってご利用いただけるよう、本事業所の「愛称」の
募集を予定しています。

（仮称（仮称）分水地区放課後等デイサービス事業所分水地区放課後等デイサービス事業所
建設工事地鎮祭を行いました。建設工事地鎮祭を行いました。

（仮称）分水地区放課後等デイサービス事業所
建設工事地鎮祭を行いました。

☆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。

【施設概要】
　・施　工　地：燕市上諏訪1399番1
　・敷 地 面 積：1,283.42㎡（燕市からの無償貸与）
　・構　　　造：鉄骨造平屋建て
　・建 築 面 積：424.69㎡
　・延べ床面積：422.03㎡

【完成予想図】

※施設の詳細については、本会ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】総務課　☎0256－78－7080

令和 4 年10月 1 日


