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演 題

平成30年

９月 15日 土
会場：総合会館中ホール
入場無料
～ スケジュール ～

記念講演
講師

撮影・鶴崎

燃

元ＮＨＫ エグゼクティブアナウンサー
む ら か み

の ぶ

お

村 上 信 夫 さん

10：00 ～ イベントブース
◆ふなおか更生園・きなせ家・ま～まぁカフェ
さくらの里・虹工房による販売コーナー
◆フードドライブ
13：30 ～ 記念式典
14：30 ～ 記念講演

手話通訳、 送迎バスあり
※送迎バスをご利用の方は、 事前に五泉市社会福祉協議会までお申し込みください。
※フードドライブについて、 詳しくは５ページをご覧ください。

この機関誌は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています

平成30年度
社協会員加入ご協力のお願い
当会では、こどもから高齢者、障がいをお持ちの方など誰もが安心して暮らしていくことができるよう
に、さまざまな地域福祉活動に取り組んでおります。
その財源として住民、団体、法人のみなさんから会員になっていただくことで、みなさんと一緒に心ふ
れあう福祉のまちづくりを目指しています。
これらの活動の趣旨をご理解いただき、みなさんから社協会員にご協力していただきますようお願いい
たします。

会費の種類について

各世帯の会費は、９月末ま

普通会員（一般世帯のみなさん）……………………………… 500円

でに町内会長さんに取りまと

特別会員（特に当会事業にご理解、ご協力いただける方）…1,000円

めをお願いしていますので、

特別会員（市内企業、福祉・ボランティア団体等）…………1,000円

ご協力をお願いします。

Q. 会員の加入は強制ですか？
A. みなさんの善意に基づいておりますので、強制ではございません。
Q. 会員の金額は500円や1,000円じゃないといけないの？
A. みなさんの可能な範囲でのご協力をお願いしておりますので、この金額でなけ
ればいけないということではありません。
Q. 集めた会費はなにに使っているの？
A. 次のような事業に活用させていただきます。

社会福祉大会開催

シニア体験（福祉教育）

一人暮らし高齢者招待事業
「七夕のつどい」

１．高齢者への支援
一人暮らし高齢者見守り事業
介護者フォローアップ講座
など
２．障がいをお持ちの方への支援
車いす送迎車「つばさ号」による移送サービス
声の広報発行
など
３．ボランティアの育成
ボランティアセンターの運営
はじめてのボランティア講座
など
４．地域福祉
日常生活自立支援事業
たすけあい資金貸付金事業
など
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五泉市福祉会館を活用してみませんか！
五泉市福祉会館は、市民のみなさんの健康増進と福祉の向上を図るとともに、各福祉団体
などの活動拠点のための施設です。ぜひご活用ください。
Q. 利用するにはどうすればいいですか？
A. まずは利用を希望する部屋の空き状況を窓口・お電話にてお問い合わせください。
利用が決まりましたら、所定の申請書を提出いただきます。
※初めて利用される場合、利用団体の登録が必要になります。
※利用目的によっては、利用料を徴収する場合や、使用を許可しない場合があります。
開館時間

午前９時～午後10時

休 館 日

年末年始（12月29日～1月3日）

Q. どんな施設がありますか？
A. 福祉会館には以下の施設がありますので、目的にあったお部屋をお選びください。事前の会場下
見についても承っておりますので、お気軽に相談ください。
施設名
相談室A
（約8名）

説

明

少人数の各
種会議・研
修などに利
用できます。

施設名

会議室
（約30名）

説

明

各種会議・
研修などに
利用できま
す。

２

相談室B
（約8名）

階
ボランティア室
（約20名）

３
階

研修室
（60畳）

ボランティ
アグループ
の活動や各
種会議に利
用できます。

会議・研修
など様々な
目的に利用
できます。

創作活動室

大会議室
（約230名）

工芸・陶芸
作成・調理
などの創作
活動に利用
できます。

会議や様々
なイベンド
などに利用
できます。

※例えば、 研修室では畳の部屋となっており、 健康増進のための歌や踊りの練習場所などとしても利用されています。

Q. 最近の空き状況について教えてほしい。
A. ・平日日中（午前９時～午後５時）の相談室A・Bや会議室は比較的空いています。
・研修室は終日、その他の施設は水曜日から金曜日の夜間帯（午後５時～午後10時）に大変多く
の利用団体があります。ただし、新たな利用団体もできる限り使用できるよう調整します。
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『社会福祉協議会って、
どんなところ？なんだろう？』
～ その１． 法人後見事業のご紹介 ～
最近、実家のおじいちゃんの認知症が進
んだみたい・・・
家の鍵や身の回りの物をなくすことが多く
なってきたんだけれど・・・
買い物や掃除をヘルパーにお願いしたい
けれど手続きがわからないのよね。
訪問販売業者から高額な商品を買わせら
れたり・・・お金の管理も心配だわ。

大事な書類やハンコをどこに
しまったのか分からなくなっ
てしまったなぁ・・・

ふくし たろうさん

法人後見事業は、ど
んなものですか？
対象者はどんな人で
すか？

法人後見事業では、成年後見制度
に関するご相談を受け付けております。
社会福祉協議会が成年後見人等とな
知的障がいや精神障がいのある方、
り、
認知症の高齢者などの判断能力が不

五泉市社会福祉協議会が、身の回
りのことやお金の管理をしてくれる
みたい・・・！
でも、法人後見事業ってどんなこ
とをしてくれるのかしら ？

十分で身の回りのことやお金の管理な

！！

どでお困りの方が、住み慣れた地域で
安心した暮らしが送れるよう、その権
利を擁護し支援する事業です。

社協だより

成年後見人等の役割とは・・
ざいさんかんり

財産管理
本人の財産を適正に管理するため、次の事項を
行うことができます。
●印鑑や預金通帳の保管・管理
●不動産の維持・管理
●必要な経費（公共料金など）の支出
などを行います。

しんじょうかんご

身上監護

次の事項に関して契約を結んだり、契約の内容
が確実に実行されているかをチェックしたり、場合
によって契約相手に改善を求めることができます。
●福祉施設への入退所に関する事項
●治療・入院に関する事項
●住居の確保に関する事項
などを行います。

成年後見人等ができない行為

二本柱で、あなたの生活を支えます！
まずはお気軽にお問い合わせください

① 介護や看護
② 身元引受人、身元保証人
③ 医療行為の同意
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五泉市社会福祉大会にて受け付けます

「フードドライブ」を開催！
フードドライブとは…？
家庭にある保存可能な食材（お米、缶詰、レトルト食品など）を募り、食べる物がなく
生活に困っている方や、生活困窮者支援団体等に寄付をするための活動です。

ご寄付いただきたい食品

ー

トカレ

レトル

レト

ルト

カレ

ー

☆缶詰、瓶詰
☆のりなどの乾物
☆お菓子
☆カップ麺などのインスタント食品
☆レトルト食品

※未開封品、常温保存が可能、賞味期限が２か月以上残っているものに限ります。
※アルコール類、生もの、手作りのもの、賞味期限の明記のないものはご遠慮いただいております。
※食材量が多い場合や当日お持込出来ない方、企業につきましては、事前に五泉市くらしの支援センター
（五泉市社会福祉協議会内）にご相談ください。
開催日時

９月15日(土)

問い合わせ先

10：00～14：30

五泉市くらしの支援センター

開催場所

総合会館

電話 41－1200

『働く』を通じて社会を変える挑戦
～五泉市くらしの支援センター

事業連絡会～

６月26日、福祉・教育関係者など88名が参加し、
柏崎市で初めて就労継続支援Ａ型事業を開始した
「株式会社 With You」代表取締役社長

小林

俊

介さんを講師に迎え、生活困窮者や障がい者を取り
巻く環境、働くことの意義、そして働くことを通じ
て誰もが暮らしやすいと感じる社会実現に向けての
取り組みについてご講演をいただきました。

小林さんの熱い想いと言葉に、
参加者のみなさんも耳と心を傾けています
株式会社Wiht Youの職場環境は、障がい者の能
力に合わせた工夫ではなく、“誰もが働きやすい工
夫”に着目して職員同士でアイデアを出し合いなが
ら、様々な道具を使って、職場環境を整えています。
生活困窮者や障がい者への支援の枠組みを越えた
実践的な活動を聞いて、参加者からは驚きと感嘆の
声があがりました。『働くこと』を改めて考える機
会となり、大変有意義な研修となりました。
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参加者から、活発な質問が飛び交いました！

ィアさんたちをご紹介します！
のみなさんを応援しています！今回は活動しているボランティアさんがどんな活動をしているのか、ご紹介します。

広げよう！ ボランティアの

輪

Ｖol.1

ボランティア団体 『音声訳 いづみの会』
●活 動 日 定例会…毎月第1、第3土曜日
●会 員 数 10名
●活動場所 福祉会館 ボランティア室等
●代 表 者 狩谷 ケン
今回ご紹介するのは、ボランティア団体「音声訳いづみの会」
です。
いづみの会は昭和59年に発足。今日に至るまで、五泉市内
で発行されている各種広報紙等を音声訳し、ＣＤに録音したものを、視覚障がいのある方へ「声の広報」と
してお届けしています。
新入会員の方からのメッセージ：
「はじめのうちは、定例会で皆さんの音訳を聞かせていただいたり、発声
のアドバイスをいただきながら原稿を読む練習をしました。すぐに作業に入るわけではないので、安心しま
した。現在はアットホームな雰囲気の中、皆さんからサポートしていただき、和気あいあいと音訳をしてお
ります。文章を声に出して読むという機会は少なくなっているように思いますが、『声に出して本を読んで
みたい』という方にはぴったりの活動だと思います。ぜひお気軽にご参加いただきたいと思います。」

音声訳いづみの会より研修会のお知らせ
音声訳いづみの会では、随時会員を大募集しています。もっと詳しく話を聞きたい！そんな方に、「音声訳
ボランティア講習会」を開催します！この講習会では、いづみの会での主な活動についての講習を行います。
「とにかく話を聞いてみたい！」「興味があるけど何をすればいいの？」という方も、そうでない方も、平
成最後の秋、新しい事をはじめてみませんか？

日
時：9月15日
（土）、9月22日
（土） 13：30～15：00
持 ち 物：筆記用具
場
所：五泉市福祉会館 相談室Ａ
お問合せ：五泉市ボランティアセンター（41－1000）まで

個人ボランティアさんも大活躍中！
ボランティア団体としてだけではなく、個人で活躍
されているボランティアさんも大勢いらっしゃいま
す！身近なことから活動をはじめてみませんか？
…ボランティア活動の発展のため相互の連絡、協調、情報
交換、交流を図ることを目的とする会です。会員は全員ボ
ランティア活動をしている個人または団体で、五泉市のボ
ランティア活動がより良いものとなるよう、また、五泉市
でボランティア活動の認知度が高まり、活動者が少しでも
増えるようにＰＲ活動などを行っています。

※活動例
・「つばさ号」運転ボランティア
・施設でのボランティア活動
・イベント支援ボランティア
……などなど

ボランティアに関するお問合せは…

五泉市ボランティアセンターまでご連絡ください
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ボランティア通信

８月号

地域で活躍しているボランテ
はじめまして！五泉市ボランティアセンターです。私たちは地域の活性化を目指し、日々活動を行うボランティア

ボランティア連絡協議会団体一覧
障がい者への支援活動
・音声訳 いづみの会（広報等の音声訳）
・五泉手話サークルいずみ（聴覚障がい者とのふれあい）
・虹の会（精神保健福祉ボランティア）
視覚、
聴覚に障がいを持つ方への支援を行う団体の他、
精神保健福祉ボランティアとして、精神障がいを持つ
方への支援を施設で行う団体等が活動しています。

赤十字団員活動
・赤十字安全奉仕団五泉市分団
・赤十字地域奉仕団五泉地区
災害時に備えた炊き出し訓練や、赤十字救急法の普
及活動、救護活動の他、地域施設での活動など、地
域に根差した活動を行っています。

施設ボランティア

環境ボランティア

・五泉市婦人会
・白鳩会
・なでしこの会
・コスモスの会
・和みの会 ・やよい会
・ボランティア郷和
施設に定期的に訪問し、レクリエーションなどの補
助を行っている団体や、お茶の間サロンなどで活躍
する団体の活動です。季節ごとに行われる施設のイ
ベントや、地域の清掃活動などでも活躍しています。

児童への支援活動

・ひまわりサークル（植花ボランティア）
・清流の里たわし隊（清流の里清掃活動）

地域の環境美化と活性化に取り組んでいます。

創作活動
・パンプキンシードクラブ（種でブローチ作り）
・ほほえみの会（アクリルたわし、お手玉つくり等）

・おもちゃ病院ごせん
壊れたおもちゃを無償で修理する団体です。子どもた
ちの笑顔のために、会員のドクターがおもちゃを治し
ます。※部品代のみ別途有償の場合もあります。

施設で利用者の方と作成したり、
会で作ったものを寄贈するなど、
手作業を主とした活動です。

地域ボランティア活動
・五泉市民生委員児童委員協議会（一人暮らし高齢者宅への訪問等）
・五泉市消費者協会（消費者の地位向上のため、会員相互の学習活動）
・五泉市食生活改善推進委員協議会（食習慣形成のため、生活習慣病予防の食事等の普及活動）

ボランティアセンターに登録を行っている団体や個人の活動もたくさんあります！
上記のボランティア連絡協議会に加入している団体、個人の皆様以外にも、ボランティアセンターに登録し
て活動している個人や団体の方がたくさん在籍しています。
例えば…
・お茶の間サロンでの活動
・絵本や紙芝居の読み聞かせ活動
・民謡や舞踊、楽器の演奏やフラダンスなどの芸能披露、慰問活動
・福祉施設での洗濯物たたみボランティア
他にも各会員が得意な分野を活かして活動を行っています。

7 ごせん社協だより 平成30年８月25日 No. 76

平成30年７月

西日本豪雨災害
義援金募集！

五泉市福祉会館の正面ホールにて、９月21日まで義援
金の募金箱を設置しています。会館ご利用のみなさん、
ご協力をよろしくお願いします。
お寄せいただいた義援金は、新潟県共同募金会を通し
て被災者支援のために役立てられます。
な お、 ７ 月21日 に 五
泉青年会議所のみなさん
がウオロク五泉店で募金
活 動 を 行 い、 集 ま っ た
32,366円を五泉市共同
募金委員会に届けてくだ
さいました。ありがとう
ございました。

介護用ベッドを貸出します
高齢者の方々の在宅での自立の促進、
介護者の方の介護負担軽減を目的に介護
用ベッドの貸出を行います。
■対 象 者：介護保険制度を利用してい
ない市内在住で概ね６５歳
以上の高齢者の方
■貸出内容：介護用電動ベッド
（マットレス、サイドレール、テーブ
ルも併せてお貸しします)
※台数に限りがございますので、すべ
て貸出されている場合は貸出できま
せん。
■貸出期間：６か月以内
■料

善意をありがとうございました
H30. ６．13 ～ H30. ７．18（敬称略）

金：無料

五泉市社会福祉協議会までご相談くだ
さい

平成30年８月25日号

ごせん社協だより

●㈲五泉山田修整
●医療法人社団真仁会 老人保健施設愛宕の里
●コスモスの会
●㈱松の家
●社会福祉法人白山会 デイサービスセンター萬葉苑
●五泉農民会館
●収集ＢＯＸに寄付してくださったたくさんの方々

～ 使用済み切手・テレカは
ボランティアセンターへ ～

№76

平成30年度

七夕の集い

７月５日と12日の2日間、市内在住の70歳以上の一人暮らし高齢
者を対象に「七夕の集い」を開催しました。
今年は総合保育園、村松第３保育園の園児のみなさんから歌や踊
りを披露していただき、一生懸命に取り組む姿に涙する方もいらっ
しゃいました。余興では波多野さん、渡部さんによる津軽三味線と
民謡を披露していただき、三味線の綺麗な音色に合わせて佐渡おけ
さを披露した際には、参加者のみなさんから合いの手が入り、会場
が一体となりました。

大きく明るい歌声で「にじ」を披露！
（総合保育園ばら組のみなさん）

笑顔あふれる参加者とふれあい
（村松第３保育園たいよう組のみなさん）

報告

再会を祝い万歳三唱

会場に響き渡る歌声と三味線の音色♪
（波多野さん、渡部さん）

この機関誌は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています
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