企業・団体の
福祉・エコ活動を
応援します！

私たちは、福祉・エコ活動に取り組んでいます。
活動場所：本町通り
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柏崎社協だより

平成27年度
赤い羽根共同募金

平成26年12月20日

公募助成事業募集のご案内

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちづくりを推進すること及び先駆的、開拓的な住民参加
の事業を応援することを目的に、公募による助成を行います。
●事業期間

平成 27 年４月１日〜平成 28 年３月 31 日

●対象団体

柏崎市内における地域福祉活動を行う民間の非営利団体、町内会等

●助成金額

１団体１事業５万円以内

●募集期間

平成 26 年 12 月 22 日（月）〜平成 27 年１月 20 日（火）必着

●応募方法

応募書類は柏崎市総合福祉センター窓口で直接請求をしてください。

１団体備品購入費 10 万円以内

応募書類の提出は、郵送または直接持参（平日９：00 〜 17：30）とします。
※ 平成 27 年２月開催予定の助成審査委員会で審査のうえ助成額が内定します。
※ 詳細は助成要項をご覧ください。

表彰おめでとうございます
10月22日に、第64回新潟県民福祉大会が妙高市で開催され、多年にわたり
福祉の向上にご尽力された方々が表彰されました。
≪新潟県共同募金会会長表彰

共同募金運動奉仕功労者≫

栗林文英様 （中央地区民生委員）

内山榮子様 （比角地区民生委員）

善意をありがとうございます。(平成26年９月22日から10月27日)
９月22日

株式会社 阿部建設様

5,200円

10月７日

マエクリご利用お客様

3,170円

10月19日

柏崎歌吉友の会 代表 田中昇様

207,549円

10月27日

名倉堂接骨院 プチ名倉堂接骨院様

196,950円

本多満理子様 （比角地区民生委員）
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平成26年12月20日

柏崎社協だより
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ふれあい総合相談所【柏崎市総合福祉センター内】のご案内
心配ごと相談

毎週月・火・木・金曜日

法律相談

毎月第１・３火曜日

9：00〜12：00
13：00〜15：00

※心配ごと相談を受けた方が対象（要予約）

日常生活の悩みごと

悩みごとがあれば、
お気軽にお立ち寄りください。

法律全般に関すること

相談は無料で、秘密厳守いたします。

司法書士相談

毎月第４木曜日

不動産・会社 ( 法人 ) の登記に関するこ
13：00〜15：00 と、書類の作成に関すること、簡易裁判
所における代理に関すること など

税金相談

偶数月の第２木曜日

13：00〜15：00 税金全般に関すること

行政書士相談

奇数月の第３木曜日

交通事故、遺言、相続、離婚、成年後見、
13：00〜15：00 悪徳商法等に関すること。ほか、各種申
請・届け出に関すること など

介護相談

毎月第３水曜日

10：00〜12：00 介護全般に関すること

私たちは福祉・エコ活動に
協力しています
今年創業130周年を迎えた当社は、エコ活動
等環境に配慮した取り組みを行うことにより、

企業・団体の
福祉・エコ活動を
応援します！

一部の相談を除き、予約は不要です。
お気軽にご相談ください。
問い合せ先
0257-22-1411
0257-22-1411
問 TEL：TEL：

書き損じハガキを
回収しています！

「建設」を通じて「豊かで潤いある環境」を地域
の皆様に提供し、地域コミュニティの創造に寄与したいと考えてい

柏崎市社会福祉協議会では、

ます。えんま市後の早朝のごみ拾いや海岸清掃、夢の森公園での

様々なボランティア活動の支援に役立てるため、

森づくり活動等にボランティアとして積極的に参加し、エコキャップ
運動や移動献血車による献血活動なども毎年実施しています。

●

株式会社 植木組

書き損じハガキの回収をしています。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

■柏崎市新橋２-８ ■TEL：23-2200

市内で福祉・エコ活動をしている企業・団体様で、表紙への掲載を希望する
方は、柏崎市社会福祉協議会 地域福祉係までご連絡ください。

お弁当・折詰・オードブル
真心込めてお造りします。

かりきょうフードサービス
Tel：0257-45-2400
刈共株式会社

Fax：0257-45-2958

刈羽郡刈羽村大字下高町566番地

Fun ファン Fan

83

柏崎市ボランティアセンター情報コーナー
いよいよ、冬がやってきます！

除雪ボランティア

皆様のご参加を
皆様
お待ちしています！
お待

柏崎市ボランティアセンターでは、
除雪ボランティア活動に参加してくださる方を
大募集しています！
！

Ｑ. 初めて
で

も
大丈夫
ですか
？

加
Ｑ. 誰でも参
すか？
出来ま

■初めての方も安心して活動ができます。
また、かんじきの履き方講習も行いますので、安心して参加ください。
■年齢、性別は問いません。体力に自信のない方でも
安心して活動ができます。

※活動には事前登録が必要です。 詳しくは、下段へお問い合せください。
＜主な行動予定＞

企画評
大好

集合場所：柏崎市総合福祉センター
集合時間：９：00
※かんじきの履き方講習を当日８：45から行います。
活動時間：10：00〜12：00
13：00〜15：30

Mini ミニ 講座
案内

ボランティアでつながろ ！vol.17

企画

『つなぐ』をテーマに、市内でボランティア活動をしている方が登場し、
この紙面で活動紹介などをしていただくという企画です。

ボランティア活動に役立ち、更に皆さんの趣味や
特技など、思う存分活かしていただける講座を、隔
月で開催しています。
今回のテーマは、大人気好評中の「趣味」です。黙々
と編み物をしてもよし……楽器を演奏してもよし
……お話を楽しんでもよし……皆さんの趣味を持ち
寄ってお気軽にご参加ください。

今回は、「しゅみ趣味講座」
■開催日：平成27年１月８日（木）
■時 間：10:00〜12:00
■場

所：柏崎市総合福祉センター

■対

象：誰でも参加できます。■参加費：100円

■締 切：平成27年１月６日（火）まで
■その他：必要な道具等は、各自で準備してください。

問い合せ・申し込み
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

詳しくは当会ホームページを
ご覧ください。

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
講座・研修会・ボランティア活動情報はココ!!

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

今回は、

後藤沙織さんです。

主な活動は何ですか？

特別養護老人ホームなどの施設や保育園に訪問してマリ
ンバの演奏をしたり、折り紙の作品をプレゼントしたりし
ています。折り紙は、福祉センターで毎月行われている料
理交流会の箸袋の飾りつけにも役立ててもらっています。

どのような時、やりがいを感じますか？

マリンバの魅力を知ってもらえる機会がどんどん増えて
いくことや、「音色がきれいですね」「ありがとう」と喜
んでもらえることです。折り紙は、折っていると「何を作っ
ているの？」と声をかけてくれる方がいるので、コミュ
ニケーションをとるきっかけになっています。自分から話をするのは苦手でしたが、
今まで以上に人とかかわる楽しさを感じることができるようになりました。

ボランティアへの想いを一言お願いします！

「何か人の役に立ちたい」と始めた活動が、コミュニケーションをとる楽しさや、やり
がいを感じるきっかけになり、"自分に返ってくる"ということを感じています。これか
らも感謝と笑顔を忘れずに様々な活動を続けていきたいと思っています。

次回は、大図留美さんです。

