企業・団体の
福祉・エコ活動を
応援します！

私たちは、エコ活動に取り組んでいます。
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。

おもな
もくじ

☆平成28年度赤い羽根共同募金
助成金公募のお知らせ
☆表彰おめでとうございます

………………… ２

………………………… ２

☆善意をありがとうございます

……………………… ２

☆リハビリ特化短時間型デイサービス
「わかがえーる」のご紹介

…………… ３

☆企業・団体の福祉・エコ活動を応援します
☆ボランティアセンター情報コーナー

……… ３

……………… ４

・除雪ボランティア大募集
・Miniミニ講座についてのお知らせ
・ボランティアでつながろう！vol.23

と も に 支 え、と も に 生 き る 福 祉 の ま ち づ く り

2015年12月20日

第144号

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/

№ 144

柏崎社協だより

2

平成2７年12月20日

平成28年度赤い羽根共同募金

助成金公募のお知らせ
柏崎市共同募金委員会では、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、

平成28年度に行う地域活動事業、備品購入に対して助成を行います。
●事業期間

平成28年４月１日～平成29年３月31日

●助成対象

柏崎市内の町内会及び福祉団体、ボランティア団体

●助成金額

１団体１事業５万円以内

●申請期間

平成27年12月21日（月）～平成28年１月20日（水）必着

●申請方法

申請書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

申請書の提出は、郵送または直接持参（平日９：00 ～ 17：30）とします。
※平成28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28日に、第65回新潟県民福祉大会が新潟市で開催され、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。

≪新潟県社会福祉協議会会長表彰
●平松惇子様（枇杷島・半田地区）

≪新潟県共同募金会会長表彰

民生委員児童委員表彰≫

●元井秀雄様（西中・中通地区）

●藤田英子様（西山地区）

奉仕功労者≫

●平松惇子様（枇杷島・半田地区民生委員）

●中西光子様（高柳地区民生委員）

●庭山實様（西山地区民生委員）

●藤田英子様（西山地区民生委員）

●吉川セイ子様（高柳地区民生委員）

善意をありがとうございます。(平成27年10月15日から10月26日)
10月15日

永井清子様

200,000円

10月18日

歌吉友の会代表 田中 昇様

178,772円

10月26日

名倉堂接骨院 プチ名倉堂接骨院様 202,000円

10月26日

柏崎市農村市場・
農業まつり実行委員会様

土日もOK!
完全予約制

スマイル車検
柏崎店

7,976円

ハイブリッド・EV車両の車検も
お任せ下さい。
サン ロク ゴ イ

フリーダイヤル

ク

ヨ

0120-365194
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「わかがえーる」
（愛称）

リハビリ特化型短時間デイサービス

寒い季節こそ、運動をして、元気に冬をすごしましょう！
赤坂山デイサービスセンターでは、心と身体の若返りを目指して１回３時間のリハビリ運動に特
化した短時間デイサービスを４月から開始しています。
前半は、健康チェック、準備運動に始まり、徐々に身体を温めます。休憩・水分補給をしたあ
との後半は、一人ひとりの状態に合わせて、理学療法士が作成したプログラムを基に、看護師・
介護員と一緒に運動指導をしています。送迎もしますので、寒い季節こそしっかり運動をして寒
さに負けない身体づくりをしてみませんか？
《利 用 日》 月曜日から金曜日（祝日を除く）

《利用料》 介護保険法に準
じます（各種加

《利用時間》 午前の部：９：30 ～ 12：30

算あり）

午後の部：13：30 ～ 16：30
※上記のいずれかの時間帯を選んでいただき、

《その他》 お近くの地域包括支援センター・担当のケアマネー
ジャーにご相談ください。入浴・昼食はありません。

利用曜日・時間は固定してご利用いただきます。
《対 象 者》 自力で階段の昇り降りが出来る方
（実施場所が２階のため）

見学を希望される方は、事前にご相談ください。
《問い合せ》 赤坂山デイサービスセンター

介護認定を受けている方

〒945-0847 赤坂町4-56

（詳しくは下記までお問い合わせください。）
《定

℡ 20-1533

担当：今井・村田・飯塚

員》 午前・午後それぞれ５名

私たちは事務所周辺の環境美化活動を行っています
私たち株式会社スワロー 環境事業部は産業廃棄物、特別産業廃棄物の収
集運搬業を営んでおります。医療機関から排出される感染性産業廃棄物を中

企業・団体の
福祉・エコ活動を
応援します！

心に廃プラスチック類やペンキ缶等、幅広く取り扱っております。私たちは産
業廃棄物の処理を通じ、安心できる環境を造り上げ、次世代にわたそうという
願いを持ち運営しております。その一環として、年に２回、事務所周辺の空き
缶拾いなどの環境美化活動を行っております。現在では福祉事業部も展開さ
せていただいていますので、地域の皆様と交流をさせていただき、少しでも役
にたてるよう頑張っていきます。
●

株式会社 スワロー

■柏崎市上田尻948-1 ■TEL：21-0817

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。

Fun ファン Fan

89

柏崎市ボランティアセンター情報コーナー

除雪ボランティアを
募集します！

Ｑ. 誰でもでき
るの

？

、
問わず

女
Ａ. 老若男でもできます！
どなた

柏崎市ボランティアセンターでは、冬期間の除雪ボランティア活動に
ご協力いただける方を募集しています。

活動のイメージ
８：50

福祉センター集合

９：00

オリエンテーション

９：30

活動場所に向けて出発

10：00～

午前の活動

12：00～

昼休憩

13：00～

午後の活動

16：00

福祉センターに帰所

企画評
大好

Mini
ミニ 講座
お知らせ

毎月第１木曜日に福祉センターを会場

ボランティア
活動前に、
事前登録をお
願いします！
登録カードは
、
福祉センター
窓口に
あるほか、
ホームページ
からも
ダウンロード
できます。

ボランティアでつながろ ！

企画

vol.23

『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。

今回は、

菊地光紀さんです。

ボランティアを始めたきっかけは？

12～13年前から現在の活動にかかわっています。退職したらボランティ
アをしようと心に決めていました。人間は生まれたときから大人になるま
で人の世話になって生活しています。お世話になったすべての人やものに

に開催している、Miniミニ講座は、福祉

お返しをするのは当然です。そんな思いから活動を始めました。

セ ン タ ー 改 修 工 事 の た め、平 成28年
１月、２月はお休みします。

主な活動は？

次回は、平成28年３月３日（木）を
予定しています。

行っています。アイディア商品の製作やパンの販売を行い、障がいのある

※詳細は、２月20日号をご覧ください。

週に１回、西山町いきいき館の福祉工房で、障がいのある方の日中指導を
方が社会参加できるよう頑張っています。

どのようなときにやりがいを感じますか？

活動をとおして、参加している人が社会に出て人とのつながりができたり、世の中への親しみを抱いた
りする姿を見たときです。特にイベントで出店させていただくときには、様々な人との出会いやつなが
りができるので、これからも積極的に参加したいと思っています。

最後に一言お願いします！

30歳のときに障がいのある子どもたちとかかわるようになり、全力を尽くしてきましたが、自分には
何ができたのだろう、と考えることがよくありました。自分ができなかったことをこれからの人生の中
でお返ししていこうと思っています。

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
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

次回は、吉野照美さんです。

