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いきいき 元気 ハッスル 江南区

【いきいきサロン

すずしろ】 活動日：月２回（第１，
３木曜日）午前10時～12時

活動場所：曽川公民館

安心袋・緊急情報キット配布事業
江南区では、見守り活動事業の一環として、70歳以上の一人暮らし高齢者
や、高齢者のみ世帯、障がい者世帯へこれまでの安心箱に代えて、入院・災害
などの緊急時に備えた「あんしんバック」
と、身元確認、かかりつけ医等の紹
介先が記入してある緊急連絡カードが入った緊急情報キットの配布事業を
展開しております。
あんしんバックはリュックサックの持ち出し袋で、緊急時に必要な生活用

あんしんバックと生活用品の一例

品等を入れて備えていただくものです。
緊急情報キットは新潟市共通の取り扱いとして冷蔵庫に入れて保管して
いただき、緊急時に救急隊が入ったとき、冷蔵庫内の緊急情報キットの情報
を活用するものです。曽野木地区では、早速、この緊急情報キットが役に立っ
たという事例が報告されました。
今年度、あんしんバックと緊急情報キットは10月頃、民生委員児童委員の
協力を得て申請の受付を開始します。
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緊急情報キットと緊急連絡カード

江南区ふれあい・ささえあい交流事業
「第17回ふれ愛さくらまつり」大盛況のもと開催！
『第17回ふれ愛さくらまつり』を４月20日（日）に開催しました。多くの出店、ステージイベントなどが行われ、大勢の来場者で賑わい、
大盛況に終えることができました。
江南区社協では、地域交流センター会場のステージイベント、
「きらりん・花野古町・笹団五郎と一緒に写真をとろう！」コーナー、もちつき、
新潟ふれ愛プラザ会場の出店などを担当しました。大勢のお客様、ボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

活気で満ちた～ふれあい・ささえあい交流ステージ～
写真は、左から「たら福亭 美
豚」さんによるふれあい寄席、
曽野木地区公民館で活躍中の
「ハッピービーンズ」による華
麗なダンスの披露、恒例の「も
ちつき大会」の様子です。

「きらりん・花野古町・笹団
五郎と一緒に写真をとろ
う！」コーナーの様子です。
こども達に囲まれ、人気の
的でした。

「曽野木七味の会」の皆さん
によるキャロットケーキの
販売です。今年は好天に恵
まれ、大繁盛でした。

平成25年度 江南区社会福祉協議会
事業報告並びに決算報告
「みんなで、ささえあい安心して暮らせるまち“江南区”」を目指して区民、行政、社協との協働で策定し
た江南区地域福祉計画・地域福祉活動計画「江南区ふれあい・ささえあいプラン」の推進を図るととも
に、
新たに「高齢者等あんしん見守り活動事業」を通じて、各自治会・町内会、地区社協、コミ協、民生委員
児童委員、福祉施設や行政と連携・協働しながら、住民主体の地域福祉活動の展開を図りました。
■地域福祉活動の推進

・地域福祉活動の支援（各種助成）

・江南区ボランティア・市民活動センターの運営

・地域福祉活動計画の推進

・ボランティア育成事業（各種講座等）の推進

・福祉の学び舎事業への企画参加

・福祉教育・ボランティア学習への支援

・おもいやりのひとかき運動

・福祉用具の貸し出し

■見守り・生活支援事業の推進

・地域の茶の間、子育てサロン活動の推進

・元気力アップサポーター事業

■広報・啓発活動事業の推進

・あったか友愛事業

・広報紙「江南区社協だより」の発行

・おせち料理配食事業

・江南区民福祉大会の実施

・安心袋、緊急情報キット配布事業

・地域福祉推進フォーラムの開催

・心配ごと相談所の運営
・住民参加型在宅福祉サービス事業
（リボンの会）
・生活福祉資金等の貸付、相談事業

地域の茶の間「健康の駅ふなば」の
フリーマーケット

■ボランティア・市民活動事業の推進

■諸福祉活動の推進
・福祉バス運行事業
・共同募金事業への協力

負担金支出
384,405円

雑収入
1,360,826円
寄付金
798,603円

助成金
1,799,000円

・新潟市老人福祉センター横雲荘の管理運営

本部繰越金 一時支出
1,205,795円

本部預け金
受入収入
1,742,252円

会議費
271,960円

事務費
4,133,091円

社協会費収入
5,087,408円

収入

支出

18,979,340円

18,979,340円

共同募金配分金
8,191,251円

事業費
12,984,089円

社会福祉協議会会員会費の納入に、ご協力をお願いします
江南区社会福祉協議会では、皆様からお寄せいただいた会員会費を、地域の特色や魅力を生かし、皆様とともに取り組む地域の
福祉活動に活用させていただいております。
多彩な福祉活動をとおして、
人と人とがつながり、
助け合い・支え合いの輪がひろがっていくこと、
地域の皆さんが参加し、
笑って元
ち さ ん ち しょう
の取り組みをすすめてまいります。このような活動趣旨にご賛同いただき、おひとりでも多くの皆様からのご
気になる“地参地 笑 ″
協力をお願いいたします。

一般会員

１世帯

400円

◆７月１日
（火）より自治会・町内会を通じて、会員会費のお願いをしております。

平成25年度一般会員会費の総額（江南区）

5,911,200円 ご協力ありがとうございました。
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元気力アップ・サポーター募集中！

たし
にいが

新潟市内在住の65歳以上の人が、介護施設などでのサポート活動を
通じて地域貢献や社会参加をすることで、ご自身の介護予防の促進を
目的とした事業です。活動した時間によってポイントが貯まり、獲得
したポイントに応じて翌年度に最大で5,000円の交付金を受け取るこ
とができます。
◆活動内容：お茶出しやお話相手、
施設行事のお手伝い、
レクリェーショ
ンの補助など
◆活動場所：特 別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ショート
ステイ、グループホーム など
●登録説明会のご案内
●開催日・会場（ご都合の良い日に、１回だけ受講してください）
７/18（金） 曽野木地区公民館
８/27（水） 亀田駅前地域交流センター
９/25（木） 横越地区公民館
●時

間／午後１時半～３時

●参加費／無料
●申込み／江南区社会福祉協議会（025-385-4321） 開催日の２日前までにお申込みください。
◎出張研修も可能です。５名以上でお申込みください。サークル、お茶の間などへも伺います。
詳細・日程のご相談について、お気軽にお問い合わせください。

～地域で暮らすお手伝い～ 日常生活自立支援事業のご案内
役所から届く書類をどう書いたらいいのだろう…
日常的な金銭の管理に不安があるのだけれど…
通帳やはんこなど大切なものを無くしてしまいそうで不安…
福祉サービスを使うことになったけど、
支払い方法はどうしたらいいのだろう…

このような不安をお持ちの高齢者や障がい者の方々が、住み慣れた地域で安心
して生活を送ることができるように、生活支援員が定期的な訪問を行って利用
者さんの生活を支援します！
この事業に関するお問い合わせ、
ご利用の相談については江南区社会福祉協議会
（025–385–4321）
までご連絡ください。

生活支援員が不足しています！

～生活支援員の活動をとおして地域福祉に貢献してみませんか？～

生活支援員養成講座を開講します
【日

時】平成26年8月22日㈮、25日㈪

【場

所】新潟市総合福祉会館 ５階 大集会室

10:00～16:00

【条
件】養成講座の全課程に出席できる方

養成講座終了後、生活支援員として月１～２回、１回につき１時間半程度活動できる方
【受 講 料】受講当日、会場でテキスト500円の購入が必要
【申し込み】平成26年7月22日㈫～8月4日㈪
申込書に必要事項を記入の上、新潟市社会福祉協議会までお持ちいただくか、下記宛に郵送してください。
申込書は新潟市社会福祉協議会（新潟市総合福祉会館1階）または江南区社会福祉協議会にあります。
新潟市社会福祉協議会ホームページ（http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/）からもダウンロード可能です。
・登録後、生活支援員として活動した場合には時給710円+別途交通費を支給させていただきます。
【養成講座の申し込み・問い合わせ先】
新潟市社会福祉協議会あんしんサポート新潟（権利擁護推進係）
〒950-0909
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新潟市中央区八千代1-3-1

新潟市総合福祉会館1階

電話

025-243-4416

ボランティア・市民活動センターからのお知らせ
❶ぼら☆活2014
学生の皆さん、夏休みに江南区でボランティア活動をしませんか？
夏の思い出に、ステップアップに、ぼら☆活にGO!
【開催日時】 ①開 校 式

❷親子で地域の工場探検ツアー
“それってこうなん!?”
夏休みは、みんなで工場探検に行こう！
【開催日時】 ①8月20日（水） 8:15～12:30

7月26日（土）14:00～16:30

②8月22日（金） 8:15～12:30

会場：亀田駅前地域交流センター
②活動期間

7月30日（水）～8/29（金）

【対

会場：江南区内の福祉施設等
③閉 校 式

8月30日（土）14:00～16:30
会場：亀田駅前地域交流センター

【対

※子どものみの参加は不可

【参 加 費】 1名300円（昼食代）
【内

象】 新潟市内の学校に通う中・高・大学生、専門学校生

容】 ①塚田牛乳工場見学→山崎製パン新潟工場見学→昼食

②坂井機械製作所工場見学→山崎製パン新潟工場見学→昼食

【協力企業】 株式会社

【参 加 費】 無料

容】 江南区内の各福祉施設・ボランティアグループ等での
活動（受入先による）

新潟工場

坂井機械製作所

様

様

【協力団体】 江南区民生委員児童委員 青少年・児童部会 様
【備

申込書をFAX・郵送または窓口にお持ちください。

申込先

考】 昼食を受け取り後、
自由解散となります。
昼食はタンドリーチキンカレーです。

【申 込 み】 7月22日(火)9:00～7月31日(木)15:00 ※定員に達し次第受付終了

江南区ボランティア・市民活動センター

FAX 025－385－3773

地域福祉事業に役立ててほしいと
あたたかなご寄付をいただきました。
平成26年3月～平成26年5月末

善意のご寄付
ありがとう
ございます

株式会社

様

指定障害福祉サービス事業所 メイプルかめだ 様

【申 込 み】 受付期間：7月1日（火）～7月18日（金）

☎ 025－385－4321

塚田牛乳

山崎製パン株式会社

※ボランティア活動保険未加入者のみ別途300円
【内

象】 江南区在住の小学生とその保護者 各回10組20名（先着）

E－mail：v-kounanku@syakyo-niigatacity.or.jp

「安心・安全・地域の支え合い支援」
助成金募集中
県共同募金会新潟市支会
＜助成対象事業＞

寄付金（敬称略）

１．平成 26 年９月１日～平成 27 年３月 31 日までに実施する事業

◦アピタ新潟亀田店

２．市内における地域福祉活動を推進する事業で、地域住民に共同

「１円玉で愛の手を」募金運動 133,446 円
◦㈱エヌ・エム・アイ

向陽薬局 52,500 円

◦亀田福寿大学探訪部

10,000 円

◦たけのこフェア

15,342 円

フジコマ

募金が地域で活用されていることを広く周知可能な事業。
①地域福祉推進を目的とした生活支援活動
・買い物、ゴミ出し支援、除雪、買い物マップ作成、バリアフ
リーマップ作成等
②地域における防災や減災支援活動
・防災啓発事業、防災マップ作成等
③地域での防犯や見守り活動
・高齢者世帯への声かけ訪問活動、子ども達の見守り活動、安

寄付物品（敬称略）
◦アピタ新潟亀田店 生活日用品雑貨 113 点
◦横越商工会女性部 花のプランター 20 鉢

心・安全マップ作成等
＜対象団体＞
①地域コミュニティ協議会

～横越地区福祉施設 10 施設で飾らせて

②自治会・町内会



③民間の非営利団体（ボランティア団体含む）

いただいております～

④地区社協、地区民協、地区老連等
＜助成基準＞助成総額 300 万円

江南区社協だよりの郵送申し込みを受け付けております。
江南区にお住まいで、新聞未購読等で江南区社協だよりが届いていな
い世帯で、郵送を希望される方は、当会までお申し込みください。

・助成金額：１団体・15 万円以内
・助成率：申請事業費の 90％以内
＜対象経費＞
講師謝礼金、備品・物品購入費、会場使用料、ボランティア行事

◎江南区社会福祉協議会

〒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

（電話）025−385−4321 （ＦＡＸ）

◎江南区心配ごと相談所
◎福祉サービスリボンの会

025−385−3773

（専用電話）025−385−1133

用保険等
＜応募方法＞
・７月 22 日（火）までに江南区社会福祉協議会へ、ご連絡願い
ます。

（専用電話）025−385−1139
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