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　「サマーチャレンジボランティア2018」の一コマをご紹介します。
　福祉の専門職を志す学生さんたちが、夏休みの帰省期間を利用して、市内の児童ク
ラブにボランティアに来てくれました。「してみたい」が「する」に変わる夏。
　子どもたちの輝く笑顔が学生さんたちの進むべき未来を明るく照らしてくれるで
しょう。
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10月１日から
赤い羽根共同募金運動がはじまります！

毎年、多くの市民の皆様や企業の皆様から温かい募金をいただき、心から感謝いたします。
共同募金運動は「地域の人々が互いに助け合って、やさしさや思いやりを育てる運動」として、
展開されています。
やさしい笑顔があふれるまちづくりのため、今年も皆様からのご理解とご協力をお願いします。

柏崎市の平成30年度目標額 １６，792，０００円
※赤い羽根共同募金は、社会福祉法で目標額を明示して募金活動をすることが定められています。

募金
職域募金

その他募金

法人募金 学校募金

戸別募金

街頭募金

30％

皆様からご協力いただいた募金の70％は、
柏崎のために役立てられます。

30％は、新潟県内の福祉
団体、施設や、災害支援
活動に役立てられます。

赤い羽根共同募金のつかいみちについての詳しい内容は、
ホームページでもご覧いただけます。

はねっとで検索！

平成30年度
地域募金目標額内訳

運動期間 10月１日～12月31日

■県内の福祉団体・施設及び災害支援活動
 （Ａ配分：広域配分）
・施設整備や地域活動センター等の支援助成
・ボランティア団体助成
・県広域福祉施設整備
・災害支援のための積立金
・緊急災害配分金　など 5,846,000円
■市内の地域福祉活動（Ｂ配分：地域配分）
・地域福祉推進事業費 4,070,000円
・福祉団体活動支援 1,068,000円
・公募で助成する福祉事業 1,074,000円
・ボランティア団体への活動助成 134,000円
■歳末たすけあい事業（Ｃ配分：歳末配分）
 　4,600,000円
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職員募集 !!職員募集 !!柏崎市社会福祉協議会 柏崎市社会福祉協議会 

内　　容：児童クラブ支援員
資　　格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）及び、社会福祉士、保育士、幼稚園・小中高等学校

教諭免許、養護教諭、栄養教諭
 　　　※他資格については募集要項をご覧ください。
選考方法：面接試験（平成30年10月３日予定）
受付期間：平成30年９月５日（水）から９月25日（火）まで
採用予定日：平成31年４月１日

２名

契 約
児童クラブ支援員

内　　容：児童クラブ支援員及び補助員
資　　格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）
選考方法：面接試験（平成30年10月３日予定）
採用予定日：平成31年１月（応談可）10名

非常勤
児童クラブ支援員

資　　格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）及び、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、
社会福祉士、保育士、介護福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事、幼稚園・小
中高等学校教諭免許、養護教諭、栄養教諭のいずれかを有する方

条　　件：年齢 昭和49年（1974）生まれまでの方
選考方法：作文試験・面接試験（平成30年10月３日予定）
 　　　※新規学卒者のみ一般教養試験も実施
受付期間：平成30年９月５日（水）から９月25日（火）まで
採用予定日：平成31年４月１日

４名

正職員

「赤い羽根自動販売機」のオーナーを募集しています！
　「赤い羽根自動販売機」は、飲み物を購入することにより、売上の一部が、赤い羽根共同募金
に寄付される仕組みです。
　柏崎市共同募金委員会では、社会貢献活動のひとつとして、「赤い羽根自動販売機」の設置に
ご協力いただける企業、社会福祉施設、学校、さらには個人を募集します。
　新しく自動販売機を設置するだけでなく、既存の自動販売機を「赤い羽根自動販売機」に変
更することも可能です。
　「赤い羽根自動販売機」に関するお問い合わせ・ご相談は、柏崎市共同募金委員会まで。

柏崎市共同募金委員会 22－1411（担当：野中・堀）問合せ

※詳しい募集要項は、当会窓口で配布する他、当会のホームページからもダウンロードできます。
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●福祉用具カタログ差し上げます。お気軽にどうぞ！

デイサービス

※地域活動支援事業　　ふれあいサロンや、地区福祉組織が実施する給食事業の助成金として活用

（円)
・第三次地域福祉活動計画 （研修会等開催経費） 107,633円
・地域活動支援事業※ （地区福祉組織への活動支援等） 3,119,694円
・心配ごと相談所運営事業 （総合相談所運営事業） 1,938,498円
・ＰＲ・広報イベント等事業 （広報イベントや広報紙発行費等) 2,591,799円
・ふれあい給食サービス事業 （配達及び安否確認等事業費) 1,272,445円
・日常生活自立支援事業及び地域移行等支援事業 （金銭管理及び障がい者等の地域生活支援） 854,785円
・共同募金事業自主財源分 （おせち料理、西山フェス、パートナーミーティングほか） 2,433,498円
・会費納入等事務費 234,727円

計 12,553,079円

平成29年度社協会費を活用し、以下の事業を実施しました。ありがとうございました。

平成29年度会費支出内訳

　当会では、皆様からお寄せいただいた会費を、皆様とともに取
り組む地域福祉活動等に活用させていただいております。
　誰もが安心して暮らせるまちづくりを目的とし、地域福祉組織
のサロン活動や日常生活自立支援事業などの様々な事業の展開に
努めています。
　一人でも多くの皆様に会員になっていただくことが地域福祉を
支える大きな力となります。
　会費のご協力は任意ですが、支え合いの福祉のまちづくりにご
理解とご支援をお願いします。

平成30年度
柏崎市社会福祉協議会会費のご協力をお願いします。

一世帯 500円
ご協力をお願いします。

～ ともに支え ともに生きる 福祉のまちづくりのために ～

�����
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スマイル車検
柏崎店 フリーダイヤル0120-365194

サン ロク ゴ　 イ　  ク　  ヨ

土日もOK!
完全予約制 ハイブリッド・EV車両の車検も

お任せ下さい。
ハイブリッド・EV車両の車検も
お任せ下さい。

リハビリ型デイサービス
パワーリハビリ／機能訓練／自立支援

リハプライド新潟柏崎

リハビリ
＆運動

運動機能
回復

半日型リハビリデイサービス
運動機能回復・介護予防
シ ニ ア フィットネ ス

半日型リハビリデイサービス
運動機能回復・介護予防
シ ニ ア フィットネ ス

見学・体験 受付中！　☎41-5771

こども食堂の
活動スタッフを
募集します！

10月
 日 月 火 水 木 金 土

11月
 日 月 火 水 木 金 土

… 心配ごと相談

… 法律相談

… 司法書士相談

… 行政書士相談

… 税金相談

心配ごと相談（ふれあい総合相談所）をご利用ください。
　経験豊富な心配ごと相談員が、経済的なこと、土地や住まいのこと、相続のこと、家族のことなど、
あなたの困りごとや悩みごとをお聴きします。秘密は守られます。安心してご相談ください。

ひとりで悩まないで… もしものときの、身近な相談窓口

10・11 月の 相談所カレンダー

（各13：00~15：00）
※法律相談は、事前に心配ごと相談を受けられ、申し込みされた方が対象です。

こども食堂とは？
　こどもが一人で食事をすることが増えています。
大人もこどもも、わいわいにぎやかに食卓を囲む
のがこども食堂です。
　柏崎市社会福祉協議会では、総合福祉センター
を会場に、毎月１回こども食堂を実施しています。

■ 問合せ
　柏崎市社会福祉協議会地域福祉係（担当：加藤、中村）
　〒945-0045 柏崎市豊町 3-59 柏崎市総合福祉センター内
　電話：22-1411　FAX：22-1441

「あなた」の力が必要です！
・一緒に食事を作るお手伝いをしてくださる方
・食後にこどもたちと一緒に体を動かして遊んでくれる方

現在活動している方の声
など

少しでも興味・関心のある方は、
左記までお気軽にお問合せください。
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問合せ・申込み

社会福祉法人

柏崎市社会福祉協議会  柏崎市ボランティアセンター

〒945-0045 柏崎市豊町 3-59

 柏崎市総合福祉センター内

 　TEL 0257（22）1411■ FAX 0257（22）1441

 　E-mail：ks-14@syakyou.jp

http://www.syakyou.jp/welfare/volunteer.html

講座・研修会・ボランティア活動情報はココ!!

Fun ファン Fan 105

柏崎市ボランティアセンター情報コーナー

　「ボランティア」と聞くと、ハードルが高く、身構えて
しまう人も多いのでは？今回は、身近な福祉施設（デイ
サービスセンター）でボランティア活動を始める準備をし
てみませんか？

ボランティア講座
～福祉施設で始めるボランティア編～

次回は、山崎悦子さんです。

ボランティアを始めたきっかけ
最初のボランティアは、人に誘われて始めた出雲崎のやすらぎの里で
の、陶芸のお手伝いボランティアでした。私が型をとり、それを利用

者の方がやすりで磨いてくれました。利用者の方にとって、外部の人と触
れ合うことや、何かしようと思う気持ちを持ってもらうことは大切だと感
じました。その後、西山町いきいき館が開所し、いきいき館の方でボラン
ティアを20年ほど続けています。

どんな活動をしていますか
約20年間、西山いきいき館に飾る造花を作っています。55歳のとき
に体調を崩してしまいましたが、造花のボランティアは自分に合った

ペースで続けることができました。季節に合わせて、年間で６、７回造花
を変えています。利用者の方は、花が変わることが分かるようで、「この
花誰が飾っているの」や「綺麗なお花だね」と言ってくださっているみた
いです。１人でも２人でも、作った花を見てきれいと思ってくれる方がい
ることが、今のやりがいに繋がっています。

普段どのようなことを心がけていますか？
母から言われた「聞くは一時の恥、聞かぬは末代の恥」という言葉の
もと、分からないことはすぐに聞くようにしています。また、中学の

vol.39ボランティアでつながろ   ！企画

今回は、小林恵子さんです。
先生に言われた「人の世と人生の方向がどう
変わるかは分からないもの。あなたの最善を
尽くして進んでください」という言葉も大切
にしています。今は良くても、明日どんな事
が起こるか分かりません。ですが、自分の最
善を尽くして頑張りたいです。
そして、地域の方やサークルの友人等、色々な人の繋がりの中に自分がい
るなと感じます。様々な面で助けてもらっているため、感謝の気持ちを常
に持っています。

最後にひとことお願いします
“ボランティア”というと、「私にはできないのではないかな」と難し
く考える人が多いように思います。私は、自分のできる事でいいと思

います。私もお花を作っていて、これはボランティアなのかなと思うとき
があります。しかし、綺麗だと思ってくれている人がいると知り、続けて
いて良かったと思いました。ボランティアをしてみると「これなら私もで
きる」「自分でもこれくらいならできるかな」というものがあると思いま
す。自分のできる範囲で、ぜひボランティアを始めてみてください。
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■と　き ９月25日（火）13：30～15：30
■ところ 柏崎市総合福祉センター（柏崎市豊町3-59）
■講　師 ボランティアセンター職員、福祉施設介護職員

（赤坂山デイサービスセンター）
■内　容 「ボランティアってなに？」
 「デイサービスセンターでのボランティアは、
 　こんなことをしています。」
■参加費 100円（茶菓代）
■申込先 柏崎市ボランティアセンター
 　（22-1411）担当：猪爪まで
■締　切 ９月21日（金）まで

　日頃の介護疲れを癒し、心身のリフレッシュを図ることを目的に、
体験や悩みを語り合う交流・懇談の場として開催します。お茶＆お
しゃべりしながらホッとひと息リフレッシュしませんか。

はじめての
介護者カフェ

■と　き 平成30年10月11日（木）午前11時30分から午後
４時00分までのお好きな時間にお越しください。
（最終入場３時00分）

■ところ 珈琲所 コメダ珈琲店　柏崎店（鯨波）
■内　容 お茶会（珈琲）と懇談会
■参加費 300円（飲食代として）当日集金させていただきます。
■申込先 電話、ＦＡＸ、またはハガキで、住所、氏名、電話番

号、介護を受けている方の氏名、要介護度、続柄、送
迎の有無、来場時間を記入の上、柏崎市社会福祉協議
会介護支援係（〒945-0044　柏崎市扇町3-37　電
話 22-3815　FAX 32-1013）へ。ご案内状を送付
します。

■申込締切 ９月26日（水）まで

 ～在宅介護者の集い～


