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）

１１／９（土）江南区民福祉大会の様子（江南区文化会館）
主催：江南区役所健康福祉課／江南区社協

冬だから！皆で遊ぼう

とき：１２／１９（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

子育てサロン情報

くりくりまりまり
開催日：12/５・12/19
時

間：10:00～13:30

会

場：横越地区公民館

参加費：1 家族 100 円

大江山遊びのおもちゃばこ
開催日：12/9
時

間：10:00～12:00

会

場：大江山地区公民館

参加費：１家族 300 円

＜発行日＞
平成２５年１２月
偶数月初旬 発行
＜発 行＞
江南区社会福祉協議会

What’s 子育てサロン
地域のお茶の間・いきいきサロンと同じく、
住民の方の手によって、子育て中の方の孤立化
予防や交流の場として設置されている“居場
所”のことです。

２０１３．１２．１（ Vol .４）

江南区ボランティア・市民活動センター
〒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

亀田ささえあいの会
配達ボランティア募集
高齢者宅への手作りお弁当を届けてくれるボラン
ティアさんを募集します。

元気力アップサポーター研修会
参加者募集
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。

【活動日時】月・火・水・金・日
【配達時間】概ね 15:30～16:30
【配達地域】亀田地区（信越線の西側）
※本町・西町・船戸山・早通等
【条件など】自家用車運転できる方
1 回に１０軒程配達します。
【お問合せ】亀田ささえあいの会

【対象者】市内在住の 65 歳以上の方
【日 時】１２／９（月）13:30～15:00
【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】12 月６日（金）15:00 まで
【お問合せ】江南区ボランティア・市民活動センター

☎080-5499-2591（担当：蓮沼）

☎025－385－4321

Email;sasaeaibento-kameda@mist.ocn.ne.jp

亀田東児童館
昔遊びボランティア募集
お正月お楽しみ会で、昔遊びのコーナーにご協力
してくれる方を募集しています。

特別養護老人ホームかめだ本町の里
ボランティア募集
利用者の方のお話し相手や芸能を披露してくださる
ボランティアさんを募集しています。
きれいな施設で活動してみませんか？

【日

時】1／12（土）13:30～16:00

【会

場】亀田東児童館

【内

容】竹返し・お手玉・おはじき・あやとり
けん玉・めんこ・こま・鉄馬等

【募集人数】20 名（各コーナー２～3 名）
【備

考】

昔遊びの道具をお持ちの方はご持参ください。
状況により、ご希望のコーナーとは違うところを

【内容】
①利用者の方と洗濯物たたみ・軽作業
月～金の都合の良い日 10:00～11:00
②お話し相手・お茶出し
月～金の都合の良い日 10:00～11:00
③歌・楽器の演奏・踊り・マジック等の披露
月～金の都合の良い日 14:15～15:00

ご担当していただく場合があります。
【締

切】12 月 26 日（木）15:00 まで
【お問合せ】江南区ボランティア・市民活動センター
☎025－385－4321

【お問合せ】特別養護老人ホーム かめだ本町の里
〒950－0164 江南区亀田本町 1－4－14
亀田駅から徒歩 10 分
☎025－278－3828（担当：今村）

福祉サービスリボンの会
協力会員募集
住み慣れた地域で“自分らしく暮らしたい”とい
う高齢者の方や障がい者の方と、サービスに協力で

新潟県中央福祉相談センター
学習支援ボランティア募集
一時保護所に入所している児童への学習支援ボラン
ティアを募集しています。

きる方との会員制です。
協力会員さんとして活動してくださる方を急募し
ています。
【活動時間】原則 月～金 9:00～17:00 の間

【日

時】平日の午前 2 時間程

【募集条件】教員免許をお持ちの方で、個人情報の
保護（守秘義務の遵守）を守れる方

【募集条件】江南区在住の方
【活動内容】①日常家事援助サービス

【活動内容】児童相談所が用意した教材を使用し、

買い物・食事づくり・洗濯・掃除

児童の学力に応じた学習支援

②簡単な介助サービス

（ 学力に応じた学習課題の選定・学習が

通院・外出時の付添い

遅れている児童への支援等）

③その他サービス
お話し相手・医療機関の薬とり

【お問合せ】新潟県中央福祉相談センター

【活動謝金】1 時間 700 円

〒950－0121 江南区亀田向陽 4－2－1

（1 時間以降 30 分 350 円）

☎025－381－1111

【年会費】 1,500 円
【お問合せ】福祉サービス

（担当：熊倉・江川）

リボンの会

☎025－385－1139
（江南区社会福祉協議会内）

ボランティア情報誌
発送作業のお手伝い募集
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。

大雪対応ボランティア募集
体力自慢・腕に自信あり！のボランティアさんの事
前登録をお願いします。
学生さん等、どなたでも大歓迎！

【日時】１／30（木）13:30～16:00
【場所】江南区ボランティア・市民活動センター
和室１（江南区横越中央 1－1－2）

【内 容】
出入り口を確保するための必要最小限の除雪
屋根から落ちた雪の撤去など

【募集人数】5 名／暖かい服装で。

（※屋根の雪下ろしは行いません）

【締切】1 月 28 日（火）15:00 まで

【登録】
登録方法は通常のボランティア登録と同じです。

【お問合せ】江南区ボランティア・市民活動センター

☎025－385－4321

センターに登録票（HP 参照）を提出していただき
ます。平常時においては、雪かき以外の他のボランテ
ィア活動の依頼をすることもありますのでご了承くだ
さい。
【お問合せ】江南区ボランティア・市民活動センター

☎025－385－4321

10 月・11 月のボラセン報告

早通小学校 6 年生

総合学習

下越地区ボランティア連絡協議会
情報交換会

10／30 高齢者疑似体験・車いす体験を
11／13 新潟県社会福祉協議会で、江南
区ふれあいボランティアネットさんが事例発
表しました。立ち上げの経緯や独立した運営
の考え方に、他団体からも「もう一度自分の
団体のあり方を考えるきっかけになった」と
感想がありました。

キーワードに、福祉の学習をしました。学習
を通じて今の自分にできることを考えてもら
いました。
学習サポートには地元の民生委員・主任児
童委員さんのご協力をいただきました。
子どもたちと委員さんは意外と顔見知りで
こちらがびっくり。どこかで“つながってい
る”って、大切なことですよね。

老人福祉センター横雲荘のご利用について

〇横雲荘利用時間 9:00～16:30
〇入浴可能時間

10:00～15:00（休館日翌日の入浴可能時間は 11:00～15:00）

〇休業日

月曜・祝日（月曜が祝日の場合は火曜）、年末年始 12／29～1／3

〇利用料

市内在住の 60 歳以上の方は利用証をご提示ください。
貸室は 1 日 2,000 円です。
年齢
市内の方

市外の方

60 歳以上

1 回 100 円

1 回 250 円

60 歳未満

1 回 250 円

1 回 450 円

小・中学生

1 回 120 円

1 回 120 円

乳幼児

無料

無料

※市内の 60 歳以上の方は定期利用券もあります。
（1 か月 500 円、3 か月 3,000 円、6 か月 5,000 円）
※年末年始・冬期の利用時間及び休業日にご注意ください。

＜編集後記＞
今号から発送前の折込を、機能訓練の一環として（社福）常陽会 リバーサイド輝のご利用者さんがして
くださることになりました。目からウロコ、サロン・ド・ボラの新しい活用方法です。1 枚の紙にいろんな
方が関わってくれる、素敵なことですね。
今年、ボラセンでも大勢の皆様からボランティア活動にご協力いただき、ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

