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令和３年５月25日

心

フリーアナウンサーとして
BSNテレビ「水曜見ナイト」
メインキャスターで活躍中

伊勢みずほ さん

お問合せ 小千谷市ボランティアセンター（小千谷市社会福祉協議会内） 電話 83‒2340　FAX 83‒2777

※今後の新型コロナウイルス感染状況により内容を変更する場合がありますので予めご了承ください。

令和３年７月16日●金
午後１時30分～３時30分（開場：午後１時）

～自分にできる身近な活動を見つけよう～
ボランティア紹介

小千谷市民会館 大ホール
会　場

講　演

フリーアナウンサー 伊勢みずほさん
「やってよかった！ボランティアは心の栄養!!」
当日は手話通訳、要約筆記がつきます。

講　師

❶または❷の配布場所で当日受講される方の連絡先の記入をお願いします。
複数名での申込みの場合、全員の氏名、住所、電話番号が必要となります。

受講を希望される方には下記のとおり聴講券を配布します。

●配布場所：❶総合福祉センターサンラックおぢや（桜町5140番地）
　　　　　　❷小千谷市民会館（土川1‒3‒3）
●配布期間：６月１日㈫から定員（200名）になり次第終了
　　　　　　❶❷ともに午前８時30分から午後９時30分まで

受講
無料



善意をありがとう
令和３年４月１日～４月30日までのご寄附です。

【預託金】福祉のために
匿名２件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,136円

認知症や知的障害、精神障害などにより自
分ひとりで物事を決めることが難しくなった
り、正しい判断が十分にできなくなった場合、
成年後見人等が本人の権利を守りながら生活
を支援・保護する制度です。
全４回のシリーズで、詳しくお伝えします。

成年後見制度成年後見制度
ご存じですか？ 成年後見制度とは??

part 3

この記事に関する
お問合せ

小千谷市社会福祉協議会
地域福祉課地域福祉係 電話：83‒2340

次回は、「成年後見制度の利用事例と相談窓口の紹介」です。

成年後見制度のニーズ増加に伴い、新たな後見人の担い手として、平成12年４月に「法人」
が成年後見人等になることが認められました。社会福祉法人、医療法人、NPO法人など様々
な法人が活動しているケースが全国的に増えつつあります。
新潟県内の法人後見の受任体制のある社会福祉協議会は、19社協あり、小千谷市社会福祉
協議会でも１件受任しています。（令和３年１月時点）

法人後見とは？？

・被後見人等がまだ若く、後見期間が長期
にわたる場合に、継続的な支援が可能。
・組織的な対応により、安定的なサービス
の提供が期待できると同時に、複数の人
が業務に関わることで、不正に対する
チェック機能が働く。

法人後見のメリット
・組織として対応するため、判断に時間
を要することがあり、迅速性に欠ける
場合がある。

・後見業務担当者が異動した場合、被後
見人等との人間関係の再構築が必要と
なる。

法人後見のデメリット

　成年後見人等は、本人のためにどのような支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が
本人にとって最も適任だと思われる方を選びます。

成年後見人等にはどんな人がなってくれるの？

親族
（両親、兄弟など）

弁護士、司法書士、行政書士、
社会福祉士、精神保健福祉士

などの専門職

社会福祉法人、医療法人、
NPO法人などの法人
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６月のお知らせ【無料】
小千谷市社会福祉協議会
電話 83‒2340

ご予約・お問合せご予約・お問合せ

総合福祉センター サンラックおぢや会場会場

■法律相談

９日㈬ ･ 23日㈬
会場／２階研修室
時間／午後１時30分～４時30分

要予約

■おもちゃ病院
壊れているおもちゃをお持ちください。
おもちゃドクターが診察・治療します。

会場／１階創作活動室
時間／午前９時～正午

13日㈰

■もの忘れ心配相談室
家族などが「認知症かな？」と
思ったら、まずはご相談を！

17日㈭
会場／市役所
ご予約・お問合せ／小千谷市地域包括支援センター
　　 　　　　　　電話 83‒0807（小千谷市役所内）

要予約

■年金相談

会場／３階研修室
時間／午後１時30分～４時

２日㈬

◎基金は、一時金をもらっても受給できます。
◎特別児童扶養手当受給者、療育手帳Bは障害年金をもらえる？

■陽だまりサロン

24日㈭
会場／２階相談室
時間／午前９時～午後３時

介護をしている方同士でお茶を飲みながら、悩みの相談や
情報交換をしています。都合のよい時間にご参加ください。

■心配ごと相談

会場／３階研修室
時間／午前９時30分～
　　　11時30分

１日㈫・３日㈭・８日㈫・10日㈭・15日㈫
17日㈭・22日㈫・24日㈭・29日㈫

ひとりで悩まないで！

■からだイキイキ整体
24日㈭
会場／２階会議室
時間／午前９時～
　　　正午

当日整理
券配布

高
齢
の
方
や

介
護
さ
れ
て
い
る
方

日
頃
の
疲
れ
を

癒
し
ま
せ
ん
か
？

デイホームだんらん 春のお花見
４月19日㈪・

20日 ㈫・23日
㈮の３日間に分
けて春のお花見
に行ってきまし
た。バスに乗り
小国町の枝垂れ
桜、越路町「岩
田の鯉のぼり」、芝桜やチューリップなどを眺め、春を
感じる楽しいお花見でした。いつもと違うお出かけに、
利用者の皆さんもとても喜んでいました。

～デイホームだんらん利用者募集中～
デイホームだんらんは、日中自宅に閉じこもりがちな
65歳以上の方の介護予防を目的に月～金曜日にひさだ・
はうすで開催しています。

ボランティアグループ
小千谷市音声訳の会 研修会を行いました
４月21日に研修
会を行い、広報誌
を音声訳・編集し
ホームページへ掲
載するための技術
を学びました。
音声訳の会では、
目の不自由な方の
ために社協だより、広報おぢや等をテープに起こし、希
望される方へお届けしています。

～小千谷市音声訳の会会員募集中～
音声訳に興味のある方はもちろん、パソコンによる編
集（簡単な操作）をお手伝いしてくださる方はご連絡く
ださい。

介護者の会総会を開催しました
４月23日に介護
者の会総会を開催し
ました。後半の学習
会では、福祉用具専
門相談員を講師に招
き「在宅介護におけ
る紙おむつやパット
の正しい使い方」に
ついて、装着方法の実演を交えながら学びました。参加
された会員の皆様からは、毎日の介護に役立つ話が聞け
てよかったと感想をいただきました。

～小千谷市介護者の会会員募集中～
在宅介護をする方々が介護技術の向上や情報交換・親
睦を目的に活動しています。

小千谷市社会福祉協議会（小千谷市ボランティアセンター）
電話 83‒2340

お問合せ
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　高齢者や障がい児・者などが、地域で安心して
暮らすことができるような福祉の風土づくりに繋
がるふれあい交流事業や支援事業に対して、共同
募金配分金を財源に助成を行います。

地域福祉活動助成金交付事業

【助成対象】小千谷市内の町内会等、構成員が５名
以上の団体

【対象事業】他の補助金との重複や公的補助のない
事業を対象とします。人件費や役員会
等その会の運営に要する経費、備品購
入費、申請団体内での飲食費には使用
不可

【対象事業期間】令和３年８月１日㈰～令和４年２月28日㈪
【助成金額】１団体１事業として１０万円以内

【助成申請】サンラックおぢや窓口で申請書を配
布し、申請を受付けます。

【選考及び決定】７月末までに該当・非該当、助成金
額を決定し、選考結果を申請団体へ
通知します。

【申請締切】６月30日㈬午後５時必着
【お問合せ】小千谷市社会福祉協議会
　　　　　　地域福祉課 地域福祉係まで　
　　　　　　電話：83‒2340

さつき工房からのお知らせ

サラダうどん
400円（税込）

さつき工房

芽咲庵芽咲庵おすすめメニュー

小千谷市上ノ山1‒2‒15　TEL 82‒0403　FAX 82‒0430

小千谷市障害者支援センター
さつき工房（芽咲庵）

お問合せ

野菜が入って体が喜ぶ“サ
ラダうどん”が美味しい季節
になってきました。ごま風味
と青じそ風味とお好みでタレ
が選べます。ぜひ一度ご賞味
ください。

人気商品の紹
介

EMぼかし
一袋  300円（税込）

　　さつき工房の人気
商品のひとつEMぼかし。
米ぬか、EM菌、糖蜜、油
カスでできています。ご
家庭などで出る生ゴミに
混ぜて、発酵を促進させ
有機肥料を作ることがで
きます。

赤ちゃんハッピーギフトとは、赤ちゃん誕生のお祝いと
お子さんの健やかな成長を祈り、こども商品券と子育て応
援品をプレゼントする事業です。
また、今後は社協だよりで赤ちゃんの写真と保護者の方

からのメッセージを掲載する予定です。赤ちゃんの写真は、
希望者の中から抽選での掲載になります。たくさんの申込
みお待ちしています。

小千谷市に住民登録をした新生児
（令和３年４月生まれ以降の者）
出生日から６か月後の末日まで
赤ちゃんハッピーギフト申請書と子ども医療費
受給者証をお持ちの上、総合福祉センター
サンラックおぢや窓口にお越しください

対　　象

申請期限
申請方法

こ
の
度
は
お

子さんのご誕生おめで
とう
ござ

い
ま
す
!!
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