江南区ボランティア・市民活動センター 情報誌

<ご案内>
江南ネットワークの会
ママさん茶話会開催！
対象：東日本大震災の影響で
市内に避難されている
お子さんと保護者の方
（参加費無料）
とき：１０／１７（木）１０～１１:４５
会場：老人福祉センター横雲荘
申込：江南区社協（下記）まで
８／21・23 親子で地域工場探検ツアー「それって“こうなん”！？」

ワクワク！秋のイベント＆募集情報
アート亀田 2013

街角写真展

写真募集

【テーマ】亀田で輝いているもの！！
【募集要項】①自分が「輝いているもの」と思う写真
②昔の写真も大歓迎、デジタル・フィルム不問
※被写体が人物の場合、本人の了解を得てください
【応募要項】①氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス
応募写真への思い出や受賞歴
②写真の返却をご希望する方は、その旨お知らせください。
③１０／７（月）必着／応募・返却とも送料は自己負担
【お問合せ】がっとこむかめだ（担当：阿部）
TEL＆FAX：025－381－6119
E-mail：kameda@gattocom.net

横越民謡連盟

定期発表会

【日

時】１０／２７（土）10:30～12:00

【会

場】老人福祉センター横雲荘

【出演団体】横越民謡連盟

＜発行日＞
平成２５年１０月
偶数月初旬 発行
＜発 行＞
江南区社会福祉協議会

大広間

加入団体

江南区ボランティア・市民活動センター

【その他】定員 50 名、申込み不要（出入り自由）、観覧は無料
【お問合せ】江南区ボランティア・市民活動センター
☎025－385－4321

２０１３．１０．１（ Vol .３）

〒９５０－０２０８
新潟市江南区横越中央１－１－２
老人福祉センター横雲荘内
ＴＥＬ：０２５－３８５－４３２１
ＦＡＸ：０２５－３８５－３７７３
✉v-kounanku@syakyo-niigatacity.or.jp

江南区ボランティア・市民活動センター

新潟県身体障害者福祉大会
ボランティア募集

ふくらむアートふあっと
にいがたフェスティバル ボランティア募集

第 46 回 新潟県身体障害者福祉大会の運営をお
手伝いしてくれるボランティアさんを募集します。

第 12 回 新潟県障害者芸術文化祭の運営をお手伝い
してくれるボランティアさんを募集します。

【とき】１０／２７（日）８:30～１５:００

【とき】①１１／１５（金）10:30～13:30

【会場】新潟ふれ愛プラザ

体育館等

【内容・募集人数】

②１１／２３（土）12:00～16:00
③１１／２４（日）8:30～16:３０

①来賓接待（2 名）

【会場】新潟ふれ愛プラザ

②受付（4 名）

【内容・募集人数】

体育館

③会場案内・車いす介助（4 名）

①美術展の作品搬入・受付（6 名）

昼食・交通費は主催者で用意します。

②美術展の作品梱包・搬出（8 名）

【締切】１０／１０（木）15:00 まで

③受付・場内案内・ステージ配置（10 名）
各日とも昼食・交通費は主催者で用意します。
【締切】１０／１８（金）15:00 まで

ボランティア情報誌
発送作業のお手伝い募集

元気力アップサポーター制度
参加者募集

サロン・ド・ボラの発送作業のお手伝いです。手
作業で紙折り・封筒詰めをします。

介護施設でのサポート活動を通じて、ご自身の介護
予防と生きがいづくりを目指そうというポイント還元
制の事業です。

【とき】１１／２９（金）13:30～16:00
【場所】江南区ボランティア・市民活動センター
（江南区横越中央 1－1－2）
【募集人数】5 名
和室での作業です。動きやすい服装で。
【締切】11 月 28 日（木）15:00 まで

【対象者】市内在住の 65 歳以上の方
【登録研修会日時／会場】
①10／15（火）横越地区公民館
②11／11（月）江南区役所
③12／9（月） 横越地区公民館
各日とも 13:30～15:00、同じ内容です
【主な活動内容】
高齢者施設等でのお話相手・配膳補助・行事補助
【参加費】無料
【締切】開催日の２日前までにお申込みください。

子育てを応援してほしい方「依頼会員」と、応援したい方「提供会員」を結び付ける会員組織「新潟市フ
ァミリーサポートセンター」では、提供会員の援助活動に必要な研修会を開催します。

【日 時】11／19(火)、20(水)、21(木)、26(火)、29(金) 連続講座
概ね 9:00～16:00（初日のみ 10:00～／日によって異なる）
【会 場】江南区文化会館

多目的ルーム 【定 員】先着 50 名（年齢・資格・経験不問）

【参加費】2.525 円（テキスト代）／保育あり（先着 6 名・要申込）
【お申込み】新潟市ファミリーサポートセンター（新潟市社会福祉協議会内）
お電話・FAX にて氏名、郵便番号、住所、電話番号、性別、年齢をお伝えください。
TEL.025-248-7178 FAX.025-248-7179
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地域の茶の間・いきいきサロンとは、その地域にお住まいの方が、交流
し、見守りや憩いの場となるよう設置されている“居場所”のことです。

＜ころころ53＞
＜ころころ５３＞
毎週水曜日
毎週水曜日 9:00～12:00
9:00～12:00
旭大月ふれあい会館
旭大月ふれあい会館
参加費 200 円
参加費 200円

きずな

＜地域の茶の間 絆 ＞
＜絆（きずな）＞
第３木曜日 13:30～15:30
第3木曜日
地域の館ふれんどり～絆
13:30～15:30
参加費 ３00 円
地域の館ふれんどり～絆

参加費

300円

＜すずしろ＞
＜すずしろ＞
第１・３木曜
第1・3木曜日
10:00～12:00
10:00～12:00
曽川公民館
曽川公民館
参加費 １00 円
参加費100円

赤い羽根共同募金がスタートしました。世の中にはいろんな団体がそれぞれの目
的で募金活動をしています。今回はその一例をご紹介します。
○赤い羽根（高齢者・障害者・子どもたちなど地域福祉活動の支援）
〇青い羽根（海難救助の支援）
○水色の羽根（漁業従事者の遺児への修学支援）
〇黄色い羽根（犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの改善更生）
○緑の募金（旧名称：緑の羽根／森林整備等）
声をかけられると、なんとなく募金箱にいれる、という方が多いのではないでし
ょうか。「何に役立っているのか」を知ると、さらに理解が深まりますよね。
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8 月・9 月のボラセン報告
＜親子で地域工場探検ツアー

それって“こうなん”！？＞

８／２１・２３にボランティア・福祉教育推進事業の一環として、親子向けツアーを企
画しました。
「地域にはどんな企業があるのかな？」「どんな人たちが働いているのかな？」と、皆興
味深々。企業の皆さんから、工場のことや製造過程について、お話してもらいました。
参加者は「こんどはスーパーでしっかり見てみるね！」と笑顔で話していました。

けんこう村へ探検隊出発！
（株）塚田牛乳
江南区内の学校給食の牛乳はこ
こで加工しています。
見学していた１時間の間に
8,000 個も作られていてビッ
クリ！

おいしさいろいろ！
山崎製パン（株）新潟工場

お昼のお弁当
メイプルかめだ

手作業が多い製造工程。約 880
名が勤務しているそうです。焼
く前の生地に触らせてもらう
と、もちもちしていました。

カフェを設置している障害福
祉サービス事業所さんのおい
しいカレーです。亀田駅のす
ぐ側にあります。

ご協力いただいた企業の皆さま、ありがとうございました。
※今回の事業は、各企業のご厚意により実施しております。

＜ぼら☆活 2013

閉校式＞

夏休みの学生向けボランティア体験事業が
終わりました。
看護師や保育士を目指す学生さんが、ひま
わりクラブや福祉施設等で、お手伝いをしま
した。
受入にご協力いただいた施設・団体の皆さ
ん、ありがとうございました！

＜見守りふれあい交流会＞
９／２５江南区ふれあいボランティアネッ
トとの共催で、高齢者の方を対象に開催しま
した。荒木快英先生の講演会やお笑い事業団
ニイガタさんの大道芸で盛り上がりました。

＜編集後記＞
どうしよう、3 号なのにまた増刊号。リクエストにお応えしてこのままいってしまおうか、と思う今日こ
の頃です。表紙は秋のおイモ色を意識したのですが、気づいてもらえたでしょうか。
おかげさまで HP も開設しました。皆さんからのイベント情報や「ボランティアします！／募集中！」の
情報をどんどんお寄せください。サロン・ド・ボラへの掲載依頼は、掲載希望月の 3 週間前までに、センタ
ーへお電話・FAX・メールにてご連絡ください。
２０１３．６．１創刊号（ Vol 1） 江南区ボランティア・市民活動センター

