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☆ 赤い羽根共同募金が始まりました …………………………２おもな

10月１日から、
赤い羽根共同募金がスタートしました！
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平成27年度赤い羽根共同募金（新潟県共同募金会より）

「安心・安全・地域の支え合い支援」事業助成金公募のお知らせ
　柏崎市共同募金委員会では、『防犯』や『防災対策』
の取り組みを地域で進める活動や地域福祉推進のため
の活動を支援するために助成を行います。

●事業期間　平成27年11月１日～平成28年３月31日
●助成対象　柏崎市内の町内会及び団体
●対象事業　①　地域での防犯や見守り活動
　　　　　　②　地域での防災に備えた支援活動
　　　　　　③　地域福祉推進を目的とした事業

●助成金額　１団体10万円以内
●申請期間　平成27年10月21日（水）～
　　　　　　　　　　　　　　11月20日（金）

申請書は福祉センター窓口に用意してあります。
11月開催予定の審査会において助成額を決定し、助成
金の交付は、平成27年12月を予定しています。

10月１日～12月31日まで全国一斉に行われています。

共 同 募 金 へ の 協 力

全国で200万人のひとが、やさしさを集める活動をしています。
じぶんの住む町が好き、だから、ずっと住み続けたい町。そんな気持ちを、ささえるしくみ
が赤い羽根。たくさんの人々のやさしさが、共同募金を支えています。
今年度も是非、皆様のご協力、よろしくお願いいたします。

新潟県全域の福祉事業費として

5,944,000円
柏崎市の地域福祉推進費として

6,525,000円
歳末たすけあい事業費として

4,700,000円

じぶんの町を良くする活動に、じぶんの町の、やさしい
思いを届けます
ひとにやさしい町は、じぶんにもやさしい町だと気づき
ました。
じぶんの町を良くする、いろいろな活動が、もっと、
もっと、元気になるように応援します。

柏崎市の27年度目標額　17,169,000円
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　柏崎市社会福祉協議会は、市民の皆様に会員への加入をお願いし、皆様
の参加と協力を得ながら、「ともに支え　ともに生きる　福祉のまちづくり」
を推進しています。
　当会では、皆様から納入していただきました「会費」を財源にして、地区
福祉組織のサロン活動支援や日常生活自立支援事業などの地域福祉を推進
する様々な事業の展開に努めています。
　「かしわざき」の地域福祉は、皆様の会費によって支えられています。
　何卒、会員会費制度の趣旨をご理解いただき、会員加入に格別のご協力を
お願いいたします。（詳細は各戸配布の「会員加入のお願い」のチラシに記載してあります。）

柏崎市社会福祉協議会会費に
ご協力をお願いします。

1　民生・児童委員功労者表彰　２名　（在職期間が15年以上で功績顕著な現職の民生委員・児童委員）
　　　•品田　信子（比角地区）　•三井田レイ子（比角地区）

2　社会福祉施設功労者表彰　８名
　　　　　　（民間の社会福祉施設の役職員で、役員については10年以上、職員については20年以上在職し功績顕著な者）

◎ＮＰＯ法人　かしわハンズ
　　　•田中　光暢　　•三上　晴美
◎社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会
　　　•吉川　文子（救護施設おぐに荘）　　　　　　•穴澤　昌代（特別養護老人ホームしおかぜ荘）
　　　•品田　直人（特別養護老人ホームなごみ荘）　•片山　俊夫（特別養護老人ホームむつみ荘）
　　　•塚田千恵子（特別養護老人ホームむつみ荘）　•月橋智恵子（特別養護老人ホームむつみ荘）

3　民間社会福祉団体功労者表彰 　２名（在職期間が10年以上の功績顕著な民間福祉団体の現職役員）
◎柏崎市身体障害者福祉協会
　　　•相澤　博義　　•矢代千枝子

4　善意の奉仕活動功労者表彰　団体４ 個人2名
　　　　（20年以上活動を継続し功績顕著な個人ボランティア）

　　　•千野　文子（ボランティア比角）　•中村　幸子（手話サークル柏の会）
　　　　（10年以上活動を継続し功績顕著なボランティア団体）

　　　•坂田かえでの会（西山地区）　　•城東地域の茶の間（城東地区）
　　　•ハンドインはんだ（半田地区）　•松茶サロン（松美地区）

　去る、平成27年８月25日（火）、産業文化会館で柏崎市社
会福祉協議会会長表彰が執り行われました。
　この表彰は、長年にわたり社会福祉にご尽力を頂き、多くの
ご功績をあげられました方々の功績を讃え顕彰するものです。

　（在職期間が15年以上で功績顕著な現職の民生委員・児童委員）

　去る、平成27年８月25日（火）、産業文化会館で柏崎市社

この表彰は、長年にわたり社会福祉にご尽力を頂き、多くの
ご功績をあげられました方々の功績を讃え顕彰するものです。

柏崎市社会福祉協議会 会長表彰
報　告

被 表 彰 者 名 簿

一世帯 500円
10月1日から各町内会長を通じて
ご協力をお願いしています。
※会費納入は任意です。

（敬称略）

ともに支え ともに生きる 福祉のまちづくり
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●部数や体裁に合わせて、自費出版のお見積りを作成します。

●どんな種類の出版物も、
　　　お気軽にご相談ください。

高柳町
産業文化まつりに
出店します

　岡野町商店街がにぎわう産業文化まつりに柏崎市社
会福祉協議会高柳支所として、たいやき・やきそばの
屋台を出店します！
　売り上げの一部は、赤い羽根共同募金会に寄付され、
地域福祉の推進に役立てられます。
　皆様のお越しをお待ちしております。

と　き：平成 27 年 11 月３日（火）
　　　　10:00 ～ 15:30
ところ：高柳町岡野町商店街

柏崎市社会福祉協議会 地域福祉係 ■電話 22－1411

柏崎市総合福祉センター
改修工事に伴う
貸館の中止について

貸館中止期間：平成27年12月18日（金）～

 平成28年２月15日（月）
　詳細は下記までお問い合わせください。
　市民の皆様にはご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願い致します。
※工事期間：９月26日（土）～２月29日（月）まで

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
Ｈ27.6.17～7.21

7月21日　夕渚　愛 様   26,264円

在宅介護者の集い

　今回のテーマは「若年性認知症」です。
64歳以下の認知症を若年性認知症と言い
ます。高齢者における認知症との相違点や
介護方法について、勉強会を
開催します。また、介護者同士、
日頃の介護の様子や悩みを話し、
交流を交流を図りませんか。

平成27年12月15日（火）10:00～14:30
柏崎市総合福祉センター
在宅で家族を介護し若年性認知症に関心のある方
20名
500円（昼食代として）
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、11月20日（金）までに、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）にお申し込みください。

と　き
ところ
参加対象者
定　員
参加費
申し込み先

高柳
高柳町高柳町
産業文化まつりに産業文化まつりに
出店します出店します

高柳町高柳町
産業文化まつりに産業文化まつりに
出店します出店します高柳高柳高柳高柳

地域版

日（金）～

日（月）
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スズキアリーナはせがわ柏崎

TEL２２－５２６７

ふくしの出前講座を体験してみませんか？

のまちづくりへの第１歩ふ
だんの
く
らしの
し
あわせ

　当会では、住民同士が支え合い、高齢になっても、障がいがあっても、地域全体でつつみこみ、自分らしく
生活することができる福祉のまちづくりを目指しています。
　そのためには、地域住民のひとり一人が加齢や障がいによる日常生活上の困りごとについて、体験を通して
理解し、自分のことだけでなく、周りの人を大切に思う心を育む福祉教育の推進が、大切な一歩となります。
　そこで、町内会、学校、職場、老人クラブ、ふれあいサロンなど身近な場所で、気軽に福祉の講座や福祉体
験ができる「ふくしの出前講座」を実施します。

プログラム例
この度、共同募金配分金の助成を受け、
　高齢者疑似体験セットを新しく購入しました！

　ふくしの基礎講話 ～ふくし・ボランティアってなんだろう～

　車いす体験　　　　高齢者疑似体験
　見えない・聞こえない体験
　成年後見制度について　など

いらっしゃいませ！ たいやき はいかがですか

柏崎市社会福祉協議会 地域福祉係 ■電話 22-1411問い合せ

いらっしゃいませ！ いらっしゃいませ！ いらっしゃいませ！ いらっしゃいませ！ いらっしゃいませ！ たいやきたいやきたいやき はいかがですかはいかがですかはいかがですか
　地域のコミュニティ祭り等で、社会福祉協議会職員が、たいやき屋台の出店をしています。

　味はあんことカスタードの２種類。子どもからお年寄りまで、

たくさんの方にご購入していただいています。

　なお、売り上げの一部は赤い羽根共同募金会に寄付されます。

　10月、11月も様々な地域のイベントに出店予定ですので、

見かけたらお気軽に声をかけて下さい。出店依頼も受け付けます。

※各団体のご要望に応じて、２つ以上の
　プログラムを組み合わせて実施することも可能です。
なお、申込用紙は当会窓口に用意してあります。
ホームページからもダウンロードできます。
　　　　お気軽にご相談ください。



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 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 88

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、菊地光紀さんです。

　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

ボランティアをはじめたきっかけは？
会社を退職して何かをやろうと思っていました
ところインターネットでボランティア募集を見
て応募したのがきっかけです。
主な活動は？
現在、施設の送迎車の運転、施設でのキーボー
ド演奏、学校の水泳補助、個人のパソコン指導
等の活動をしています。
どのようなときにやりがいを感じますか？

ボランティア活動を通して多くの方とのつながりがひろがったときは、自
分の世界が変わったように思います。やっていてよかったなと思います。
最後に一言お願いします！
いつも顔に笑顔を、いつも心に笑顔で活動したいと思います。どこへで
も飛んで行ける羽を背中につけて頑張っていきたいと思っています。

今回は、
中村泰夫さんです。

■と　き：平成27年11月５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
■その他 ： 必要な道具等は、各自で準備してください。
 申し込みは不要です。直接、柏崎市総合福祉
 センターにお越しください。

ボランティアでつながろ   ！vol.22
　『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では、来たるべき冬に備え、
除雪ボランティア活動に協力していただける方を募集しています。
活動を希望する方は、まずは登録をお願いします。
登録用紙は当センター窓口に用意してあります。
ホームページからもダウンロードできます。
なお、ＦＡＸからの申し込みも受け付けています。

高齢者の
一人世帯

等を

対象に冬
場の生活

を

支援しま
す。

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では、来たるべき冬に備え、
除雪ボランティア活動に協力していただける方を募集しています。除雪ボランティア活動に協力していただける方を募集しています。除雪ボランティア活動に協力していただける方を募集しています。

高齢者の
一人世帯

等を

対象に冬
場の生活

を

支援しま
す。

除雪ボランティアの登録を大募集!!


