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社会福祉法人

柏崎市社会福祉協議会
　柏崎市豊町3-59　柏崎市総合福祉センター内
電話 0257（22）-1411
FAX 0257（22）-1441
ホームページ　http://www.syakyou.jp

おもな
もくじ

と も に 支 え、と も に 生 き る 福 祉 の ま ち づ く り

☆ 柏崎市社会福祉協議会　非常勤職員募集 …………………２

企業・団体の
福祉・エコ活動を
応援します！

福祉・エコ活動の取り組みについては、３頁をご覧ください。

私たちは、福祉・エコ活動に取り組んでいます。

2015年8月20日

第142号

心配ごと相談所巡回相談

どなたでもお気軽にご相談ください。

・柏崎市高齢者生活支援施設 結の里
　 （高柳町岡野町1859-3）

・西山町いきいき館
 （西山町池浦877）

８月26日（水）9：00～12：00
会場
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職員
募集

　小規模多機能型サービス、グループホームってよく耳にするけど、
「内容が分からない」、そんな疑問はありませんか？ 認知症介護に
関連する介護事業所やサービスの種類について紹介します。また、
介護者同士、日頃の介護の様子や悩みを話し、交流を深めましょう。

▼と　　き 平成27年10月15日（木）10：00～ 14：30

▼と こ ろ 柏崎市総合福祉センター

▼参加対象者 在宅で介護をしている方

▼定　　員 20名

▼講　　師 市内介護施設職員

▼参 加 費 500円（昼食代として）

▼申し込み 10月1日(木)までに、はがき、ＦＡＸまたは電話で
参加される方の氏名、住所、電話番号、送迎希望の
有無及び介護を受けている方の要介護度、続柄をご
記入のうえ、柏崎市社会福祉協議会総務課業務係
（〒945-0045　柏 崎 市 豊 町3-59 TEL 22-1411）
にお申し込みください。

～ 平成26年度 第64回 NHK歳末たすけあい募金 ～

NHK歳末たすけあい募金から昇降式介護浴槽の助成を受け、
松波デイサービスセンターの浴槽が新しくなりました。
この浴槽は、座位姿勢が保持できない介護度の
高い方を対象とし、専用のストレッチャーを
使用して寝た姿勢のまま入浴することができる
介護浴槽です。

▼募集職種 看護職員

▼採用予定日 平成27年10月１日

▼受験資格 看護師、准看護師又は保健師

▼受付期間 平成27年 ８月20日（木）～
 　　　　 ９月10日（木）

▼試 験 日 受付期間終了後、ご連絡します。

詳しくは募集要項をご覧ください。要項
は当会窓口にあるほか、ホームページ
http://syakyou.jpからもダウンロードで
きます。

柏崎市社会福祉協議会
非常勤職員を募集 在宅介護者の集い 

ホッとひといき
リフレッシュ

柏崎市社会福祉協議会総務課
TEL 22－1411
FAX 22－1441

問

平成27年度採用

あったかい気持ちに感謝します！

NHK歳末たすけあい募金 ～

NHK歳末たすけあい募金から昇降式介護浴槽の助成を受け、
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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

西山西西西
地域版 2015

　株式会社ミタカは冷凍冷蔵・空調設備をなりわいとし、業務の中で環境に影響のある

フロンガスを取り扱う立場から、従前より環境整備活動に積極的に参加してまいりました。

　近年はそのエコ活動の告知・

報告がテレビ放送されることで地域の

魅力の発信に繋げることが出来ればと考え、本社のあ

る柏崎での開催を継続しています。

　今年はかしわざき風の陣の開催に合わせてビーチク

リーン活動を行いましたが、昨年は秋の松雲山荘での

清掃、一昨年はじょんのび村でのブナの植樹、その前

は柏崎恋人岬周辺の清掃と、市民、また市外から参

加いただいた方にも柏崎の四季を感じながら作業して

いただければと考え計画してきております。

≪ 私たちは環境整備活動を行っています ≫

● 株式会社 ミタカ ■柏崎市上田尻938番地１　■TEL：23-7971

企業・団体の
福祉・エコ活動を
応援します！

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。

善意を
ありがとうございます

善意を
ありがとうございます

善意を
ありがとうございます

Ｈ27.５.12～６.16

① ５月12日　寺澤龍一様
  100,000円

② ５月18日　吉川フミ様 
  200,000円

③ ５月22日　 ひろみ会館様
  11,566円

④ ６月16日 
 一般社団法人
 　柏崎青年会議所様
  150,000円

西山山西山山山
地域版地域版地域版 2015

と　き 10月３日
ところ 西山町いきいき館（西山町池浦877）

（土）
10：00～15：00

問い合せ■ 柏崎市社会福祉協議会 地域福祉係
　　　　　 ■TEL 22-1411 ■FAX 22-1441

うんめもんひ
ろば

毎年大好評をい
ただいている職

員

手作りの食品を
販売します。

よってがっしゃい
市

西山地区を中心に
活躍する地区福

祉組織、ボランテ
ィア団体等の活

動の紹介や福祉作
業所の方が作成

した物品等の販売
を行います。

子ども縁日わなげ、ボウリングなど、楽しいゲームがもりだくさん！ 他にも楽しい企画をご用意して、
職員一同お待ちしております！

※当日の内容は変更になる場合もあります。ご了承ください。

地域と福祉をつなぐ



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 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 87

柏崎市ボランティアセンター情報コーナー柏崎市ボランティアセンター情報コーナー

問い合せ・申し込み

社会福祉法人

次回は、中村泰夫さんです。

　ボランティア活動をされる皆さんの趣味や特
技等を思う存分活かしていただける講座を、毎
月開催しています。
　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。

Mini ミニ講座
案内

24時間テレビ募金活動ボランティアに参加してみよう
と思ったきっかけは？
私は普段、病院で生活していますが、友人や社会福祉協議会
から声をかけてもらったことがきっかけで、２０年ほど前か
ら募金活動に参加しています。

実際に参加してみてどうでしたか？
普段、外に出る機会の少ない私にとって、暑い中、他のボラ
ンティアさんと励まし合って行う募金活動はとても達成感が
あります。また、「お疲れさま」と声をかけて募金してくだ
さる方がいたり、自分の知り合いがわざわざ会いに来てくれ
たりするので、毎年参加するのを楽しみにしています。特

に、学生さんとは、普段かかわる機会が少ないので、これからもボランティアを通じて一緒
に活動できたら嬉しいです。

　最後に一言お願いします！
　車いすで街へ出かけた時に「車いすを押しましょうか？」という一言に何度も救われたこと
がありました。こんな風に声をかけあったり、助け合うことにより、誰にとっても住みやすい
まちになるといいなと思います。

今回は、
金子　智さんです。

■と　き：平成27年９月３日（木）
　　　　　　　　10:00～12:00
■ところ：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
■申し込み：平成27年９月１日（火）まで
■その他：必要な道具は、各自で準備してください。

ボランティアでつながろ   ！vol.21
　『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。

企画企画
大好評

柏崎市ボランティアセンターをご存じですか？柏崎市ボランティアセンターをご存じですか？

柏崎市総合福祉センターにあります。
お気軽にご相談ください。

●「ボランティア活動を始めたいんだけど、自分には、
どんなボランティアができるかな？」「ボランティア
を始めてみたけど、なんだかうまくいかない。」そ
んな皆様の活動相談を行っています。

●「ボランティアに協力してもらいたいんだけど、手伝っ
てくれる人いますか？」といったボランティアの募集相
談を行っています。

●ボランティア登録を受付けており、登録された方には、最新のボ
ランティア募集情報や研修会、助成金情報を提供しています。

●安心して活動ができるよう、ボランティア活動保険、行事用保険の申し込みを受付けて
います。

●各種研修会、講演会、ボランティア同士の交流会の企画・開催・協力をしています。
●当会ホームページにボランティアに関する様々な情報を掲載し、発信しています。

普段はこんなことをしています！

答えはボランティア活動をしてみたいけど、どこに行けば
　　いいのかな？ ボラン

ティア
に

ついて
相談し

たい

けど、
どこに

行けば

いいの
かな？

ボラン
ティア

に

ついて
知識を

深めた
い

けど、
どうす

れば

いいの
かな？


