
　江南区社会福祉協議会では見守り生活支援事業の一環として、70

歳以上の一人暮らし高齢者や、高齢者のみ世帯に、入院・災害など

の緊急時に備えた「あんしんバック」と、かかりつけ医等を記載す

る情報用紙を入れた「緊急情報キット」を配布しています。新たに

該当する方で希望される方はお申し出ください。

対象世帯：�見守りが必要な70歳以上の一人暮らし、もしくは70歳

以上のみの世帯で配布を希望する世帯

　　　　　（平成28年３月31日までに70歳になる方）

申請方法：�担当地区の民生委員児童委員、または江南区社会福祉協

議会に連絡

締　　切：平成27年10月30日（金）

あんしんバック・
緊急情報キット配布のご案内

備えあれば
 安心!
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　今年も赤い羽根共同募金運動が、10月１
日から全国一斉にはじまりました。お寄せい
ただいた募金は、県内全域の福祉活動や江南
区の身近な地域の福祉活動に役立てられま
す。皆様のご理解・ご協力をお願いします。

平成27年度赤い羽根共同募金　新潟市江南区　募金目標額

11，082，000円
☆一般募金　7，082，000円
　〇県全域の福祉のために（障がい者福祉作業所や福祉活動への支援）……………………4,473,000円
　〇新潟市全域の福祉のために（生活支援に関する事業や見守り事業など）………………… 253,000円
　〇江南区の福祉のために（いきいきサロン等の活動支援など）……………………………2,356,000円

☆歳末たすけあい募金　4，000，000円
　〇江南区の歳末たすけあい事業に（おせち料理配食事業や世代間交流事業など）

皆様のご協力よろしくお願いします。
スローガン 「地域の福祉、みんなで参加」

街頭募金の様子（アピタ新潟亀田店）
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　手助けが必要な人と手助けができる人が、一緒に手を取

り合い“安心の輪”を広げていくことを目指しています。

【活動時間】原則　月曜～金曜　９：00～17：00

【利用料金】�１時間700円・１時間以降30分毎に350円（時

間外はプラス50円）

 　　　　　�車で活動される方には、１kmあたり20円のガ

ソリン代を利用会員から負担していただきます。

【年 会 費】�利用会員・協力会員共に1,500円（４月から翌

年３月までの１年間）

【利用会員】�江南区にお住まいのお年寄りや障がいのある人

などで、日常生活において手助けが必要でサー

ビスを利用したい人。

【協力会員】�江南区にお住まいの人で、この事業に理解と熱

意をもってサービスに協力くださる人。�

※募集中

【賛助会員】�この事業の趣旨に賛同し、金品等の活動支援を

してくださる人�

【内　　容】�日常家事援助サービス：買い物、食事づくり、

衣類の洗濯、掃除

 　　　　　�その他サービス：お話し相手、医療機関の薬とり

 　　　　　�※外出介助等については、ご相談ください。

住民参加型在宅福祉支援サービス事業
～住み慣れた地域でともに生きるまちづくり～

　在宅の高齢者や障害者、引きこもりやニートなどが地域で安
心して生活できるよう支援の活動を促進するための助成です。
１．助成対象事業
（１）�新たに立ち上げる事業及び事業拡大に伴う拠点施設整備

事業
　①高齢者のための交流施設を設置する事業
　②�障害者のための就労の場で、地域住民との交流の場を設置

する事業
　③�社会参加への支援を必要とする方々のための就労・交流施

設を設置する事業　
（２）助成対象事業及び運営費
２．対象団体　　社会福祉法人・NPO法人・自治会等の地域団体
３．事業実施期間　平成28年４月１日～平成29年３月31日
４．申請方法
　①�申請書　申請書は江南区社会福祉協議会にあります。ま

た、新潟県共同募金会のホームページからもダウンロード
できます。

　②�提出先　新潟市共同募金委員会江南区分会（江南区社会福
祉協議会内）へ２部提出

　③締　切　　平成27年12月18日（金）消印有効
５．問い合わせ　社会福祉法人新潟県共同募金会
〒950-0994　新潟市中央区上所２-２-２　新潟ユニゾンプラザ３階
TEL　025-281-5532　FAX　025-281-5533
ホームページ　http://www.h7.dion.ne.jp~ni-kyodo

地域福祉活動拠点整備事業助成募集中

平成26年度に行われた事業を紹介します

事業実施期間 ：11月以降　１月まで

事業実施対象者 ：自治会・町内会、地区社会福祉協議会、コミュニティ協議会、福祉施設

助　成　金　額 ：�一事業につき上限５万円～上限20万円のうち必要経費分（但し、事業の実施範囲や実施対象者により助成

額は異なります）

締　　　　　切 �：11月６日（金）　

　歳末時期に福祉施設と地域の交流・協働の機会や地域住民同士の交流の場作りのために、ぜひご活用ください。詳しくは江南

区社会福祉協議会までお問い合わせください。ご相談お待ちしております！

平成26年12月13日（土）開催
「地域交流会」

グループホームおおやちの家

平成26年12月13日（土）開催

「歳末ふれあいお楽しみ会」
曽野木地区社会福祉協議会

今年も12月１日より、多くの皆様のご協力により「歳末たすけあい募金」活動が行われます。この歳末たすけあい募金の

配分金により自治会・町内会、地区社会福祉協議会、コミュニティ協議会、福祉施設、ボランティアの皆様が中心になり、地

域交流のための様々な事業が行われます。

江南区社会福祉協議会では、この歳末たすけあい募金助成事業実施団体の募集をしています。

歳末たすけあい募金
助成事業実施団体を募集しています！
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一緒にやって
みませんか？

ご近所の交流を

応援します



おもいやりの
ひとかき運動

　江南区では、見守りが必要な高齢者の方などを対象に、住み慣れた地

域で安心して暮らせるよう、地域の方による定期的な訪問活動が行われ

ています。

　12月には「歳末たすけあい募金」の配分金で、あたたかいお正月を迎

えていただこうと「おせち料理」をお届けします。

　地域で思いやりと助け合いの心を育む活動の一環と

して始まり、今年で21年目を迎えます。

　バスや信号待ちの方から、設置されたスコップで

“ちょっとずつ”雪かきをしていただく活動です。

　皆さまからのあたたかいご協力をお願いいたしま

す。

＜設置期間＞　平成27年12月～平成28年２月
＜設置場所＞　バス停や横断歩道付近

おせち料理配食のご案内

お問い合わせ先　江南区社会福祉協議会

TEL�025-250-7743　　FAX�025-250-7761

記

対 象 世 帯 ： 見守りが必要な75歳以上の一人暮らし、もしくは75歳以上のみの世帯で�
12月30日におせち料理を受け取ることが出来る世帯

（平成28年3月31日までに75歳になる方）

配 食 数 ： １世帯につき１個

配 食 日 ： 12月30日(水)

申 請 方 法 ： 担当地区の民生委員児童委員、
または江南区社会福祉協議会に連絡

締 切 ： 平成27年11月９日(月)�

平成26年６月〜平成27年９月
寄付金（敬称略）

◦長谷川社中おさらい会� 50,000円
◦曽野木七味の会� 5,000円
◦涌井俊昭� 10,000円
◦（株）エヌ・エム・アイ　向陽薬局� 96,500円
◦横越中地区育成会� 20,000円
◦両川地区文化祭実行委員会� 1,500円
◦亀田福寿大学探訪部� 7,000円
◦新潟向陽高校生徒会� 8,500円
◦アピタ新潟亀田店� 71,617円
◦亀田ライオンズクラブ� 67,600円
◦新栄信用組合� 100,000円
寄付物品

◦アピタ新潟亀田店� 267点

江南区の地域福祉に役立てて欲しいと
あたたかなご寄付をいただきました。

善意のご寄付を
ありがとう
ございます。

善意のご寄付を
ありがとう
ございます。

新栄信用組合様からご寄付をいただきました
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ちょっと
“ひとかき”

おせちには江南区の小学生のみなさんのメッセージが書かれたお手紙がそえられます！



江南区災害ボランティアセンター設置訓練
　８月22日（土）、江南区福祉センターで災害ボランティアセンター設置訓練を実施しました。
　各コミュニティ協議会の安心安全部会を中心に、高校生・ボランティア・役職員等59名が参加し、災害時にボラ
ンティアセンターはどのように機能するのか、また避難所運営の核となる地域組織にどのように活用してもらうの
かを、講義と、実際の災害ボランティアセンターの様子をツアー形式で見学しました。
　講師の李　仁鉄　氏より「地域での平時からの関係性があって災害時のたすけあいにつながる。災害“に”つよ
いまちづくりではなく災害“にも”つよいまちづくりを」とお話をいただきました。

　＜講師＞にいがた災害ボランティアネットワーク　事務局長　李　仁鉄　氏
　＜主催＞江南区災害ボランティアネットワーク委員会・江南区社会福祉協議会

平成27年度 江南区民福祉大会
～みんなで、ささえあい　安心して暮らせるまち“江南区”～
　少子・高齢社会を迎える中、地域の支えあいによって誰もが安心して暮らせるまち“江南区”の実現にむけ、市民および社会福
祉関係者による福祉活動への参加を促進し、相互理解と連携を深めるとともに、多年にわたって社会福祉の発展に功績のあっ
た方々を表彰するため、江南区民福祉大会を開催します。

日　時　11月21日（土）13：30～16：00
会　場　江南区文化会館　音楽演劇ホール
　　　　（江南区茅野山３－１－14）�
定　員　350人　（入場無料）
※応募多数の場合は抽選となります。

プログラム
第１部　13:30～
◦社会福祉功労者および社会福祉事業協力者の表彰
◦�地域福祉活動実践発表　両川地区自治会連絡協議会�会長�江部�勇�さん
　『笑顔の花咲く見守り運動』について
第２部　14:30～
◦記念講演
　講　師　四代目�江

え

戸
ど

家
や

�猫
ねこ

八
はち

�さん
　演　題　「芸も生きがい　人も生きがい」
　　　　　～ものまね芸に生きる～

現在、「文化」「健康」「環境」などをテーマに全国で
講演活動中。
環境保全活動にも積極的に取り組み、2010年に
はCOP10（生物多様性条約第10回締約国会議）
のオープニングセレモニーに出演。国連生物多様
性の10年委員会の地球いきもの応援団の一員と
して生物多様性の普及啓発にも取り組んでいる。
また、2006年より、立教大学21世紀社会デザイ
ン研究科のゲスト講師を務める。

【今までに出演した主な番組・映画など】
ＮＨＫテレビ�「おもしろ漢字ミニ字典」「笑いが一番」「演芸図鑑」
� 「バラエティー生活笑百科」「ごきげん歌謡笑劇団」
ＮＨＫラジオ�「真打競演」、日本テレビ�「笑点」
フジテレビ� 「素人民謡名人戦」「小猫話題にアタック」
テレビ東京� 「ゲーム王国」、映画�「かあちゃん」（市川崑監督）
他、多数出演

◆経歴
1949年� 東京生まれ
1968年� 玉川学園卒業
� 父・猫八に付いて修業
1972年� 落語協会に加入　寄席に出演
2009年� 四代目江戸家猫八を襲名

申込み　�10月21日（水）から11月６日（金）までの間に市
役所コールセンターへ

　　　　電話　025－243－4894
　　　　（受付時間　８：00～21：00）

◎江南区社会福祉協議会
〒950－0155  新潟市江南区泉町３－３－３

（ボランティア・市民活動センター）江南区福祉センター内
☎025-250-7743  FAX：025-250-7761
E-mail：s.kounan@syakyo-niigatacity.or.jp

◎江南区心配ごと相談所
　☎025-250-7823
◎福祉サービスリボンの会
　☎025-250-7768

◎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。
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※�会場には、手話通
訳・車イス用席を
用意してあります。


