江南区ボランティア・市民活動センター 情報誌

８／２２（土）災害ボランティアセンター設置訓練

はじまりますよ！ボランティアサロン
「個人でボランティアしているので他の人がどんなことをしているのか
聞いてみたい」「団体の活動 PR をしたい」、そんな声にお応えして、ボラ
ンティアの交流場が出来ました。
「とりあえず様子をみてみたい」という方もどうぞお越しください！
【開催日時】毎月第 3 金曜日 14:00～16:00
【内 容】 ミニ講座（20 分程度）・自由にお話&お茶飲み
江南区分会長
【対 象】 どなたでも歓迎
（ボランティア登録や活動の有無は問いません）
【参加費】 無料&申込み不要、当日直接お越しください。
【会

場】 江南区福祉センター１F ボランティアルーム

＜10 月＞
○日時 10／16（金）14:00~16:00
○内容 ミニ講座～募金のあれこれ～
自由時間
＜11 月＞
○日時 1１／20（金）14:00~16:00
○内容 ミニ講座～ユニバーサルデザイン～
自由時間

＜発行日＞
平成２７年１０月
偶数月 1 日 発行
＜発 行＞
江南区社会福祉協議会
江南区ボランティア・市民活動センター
〒９５０ー０１５５
新潟市江南区泉町３－３－３
江南区福祉センターきらとぴあ内
ＴＥＬ：０２５－２５０－７７４３
ＦＡＸ：０２５－２５０－７７６１
✉v-kounanku@syakyo-niigatacity.or.jp

２０１５．１０．１（ Vol .１５） 江南区ボランティア・市民活動センター

「地域の福祉、みんなで参加」
赤い羽根共同募金運動スタート！

全国一斉に赤い羽根共同募金運動がはじ
まります。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（障がい児者・住民全般に関わるもの・災
害等準備金）に役立てられます。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

おもちゃ病院 in 江南区

おもちゃドクターが壊れてしまったおも
ちゃの診察と治療をします。
おもちゃの治療をとおして、子ども達に
「物を大切にする心」を育みます。
【日

時】 10／4（日）10:00～12:00

【定期開院】偶数月第 1 日曜日 10:00～12:00
【運動期間】10／1（木）～12／31（木）

【会

場】 江南区福祉センター
１F ボランティアルーム

【費

用】 修理費無料

【街頭募金】
①10／1（木）15:00～16:30
イオン新潟南店（弁天通入口）

【備

②10／3（土）13:00～15:00
アピタ新潟亀田店（専門店南門・南アピタ門）
③10／3（土）13:00～15:00
PLANT5 横越店（園芸側出入り口）
【お問い合せ】
新潟市共同募金委員会 江南区分会 ☎250―7743

※部品・電池代等実費負担あり
考】 ボランティアによる修理です。危険
なもの（銃・刀等）・骨董価値のある
もの等はおことわりさせていただくこ
とがあります。

【お問い合せ】おもちゃ病院にいがた
☎025-378-1613（留守電／折り返し電話）
✉eco@gf.mods.jp

【直前！！】ガイドヘルパー養成研修&介護職員初任者研修

受講者募集

✿✿✿ガイドヘルパー養成研修（知的）✿✿✿
【日

時】全 3 回
①10／2（金）9:00～16:30 ガイドヘルパーの制度・ホームヘルプサービス概論
②10／3（土）9:00～17:00 障がい・疾病の理解・障がい者（児）の心理
③10／4（日）9:00～16:30 移動介助基本技術

【対象者】新潟市（近郊含む）在住・在勤で、原則として障がい者（児）の生活支援に
従事または従事する意欲のある方
【定 員】40 名
【受講料】9,720 円（テキスト等含む）

✿✿✿介護職員初任者研修✿✿✿
【日

【定

時】H27／10／１（木）～H28／3／12（土）
○10 月は自宅学習
○講義・演習 11／7・14・21・28、12／5・12・19・26、1／9・16・23・30
9:30～17:00 ※内容により終了時間が前後します
○実習
2／1～2／29 のうち、３回（１日・半日×２回）
○終了評価等 3／5・12 9:30～16:00 ※内容により終了時間が前後します
員】24 名 【受講料】86,400 円（テキスト代含む）

【会 場】子育て支援センターにこっと 2Ｆ（江南区亀田向陽 2－11－22）
【申込み】（社福）中蒲原福祉会 担当：小林
☎025－382－8251 ＦＡＸ：025－382－8252 ✉nakakan@triton.ocn.ne.jp

会場・申込
先は 2 講座
とも共通

認知症サポーター養成講座
参加者募集

セミナー「ギャンブル依存症って病気なの？」

ギャンブルの問題の影響を受けた家族・友
人のための自助グループ GA・ギャマノンで
は、下記の通り合同セミナーを開催します。
【日

時】10／18（土）10:00～15:30

【講

師】新潟医療福祉大学
社会福祉学部福祉学科准教授
近藤あゆみ

【会

氏

場】新潟ふれ愛プラザ

新潟市社会福祉協議会主催！
この機会に、認知症について学んでみま
せんか？
【日

時】11／18（水）14:00～15:30

【会

場】江南区福祉センター

多目的ホール

【参加費】無料
【お問い合せ】（社福）新潟市社会福祉協議会
経営管理課 在宅事業推進係

（江南区亀田向陽 1－9－1）

担当：吉田・涌井 ☎248-6282

【参加費】無料
【申込み】不要、当日直接会場へお越し下さい。

これって認知症？それとも年相応の物忘れ？

保育ご希望の方はお子様の年齢を明記の上、
10 月 10 日までにメールでお申し込み下さい。

認知症になっても自宅で生活はできる？

保育料 1 名 1,000 円（2 人目以降 500 円）

認知症の人と接するときの心構えは？

【お問い合せ】✉chacha.niigata@gmail.com

素朴な“なぜ？”を聞いてみよう！

発送作業のボランティア募集

ミニ講座 講師募集

サロン・ド・ボラ発送作業のお手伝い！
その日集まった皆で、ワイワイしながら手
作業で紙折り・封筒詰めをします。

表紙でご案内したボランティアの交流場
で、ミニ講座をしてくださる企業・個人・
団体の方を募集しています。

【日

【日

時】毎月第 3 金曜日 14:00～16:00

【内

容】14:00 から 20～30 分程度

時】11／27（金）13:30～16:00

【募集人数】10 名程度
【会
【備

場】江南区福祉センター １F
ボランティアルーム

講話（マメ知識・分野はなんでも OK）

考】申込み不要、当日、直接会場にお越し

活動紹介（デモンストレーション）

体操・レクリエーション
メンバー募集等

ください。
【募

【お問い合せ】
江南区ボランティア・市民活動センター
☎250－7743

集】12 月開催分から募集します。
11／14（金）までにご連絡下さい。
※営業行為はできません。謝礼なし。

【お問い合せ】
江南区ボランティア・市民活動センター
☎250－7743

8・9 月のボラセン報告
江南区災害ボランティアセンター設置訓練
8／22（土）江南区災害ボランティアネットワーク委員会と共催し、災害
ボランティアセンター設置訓練をしました。
午前中は災害ボランティアセンターの機能と活用について講義を受け、
午後からは別室に設け有られた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。
コミュニティ協議会・高校生・役職員等 59 名が参加しました。
講師：にいがた災害ボランティアネットワーク事務局長

ぼら☆活閉校式
9／5（土）ぼら☆活 2015 の閉校式を行い
ました。4 名の参加でしたが、活動中の印象
に残ったことや将来のこと等、和気あいあ
い&のんびりお話ができました。

李 仁鉄 氏

向陽高校

福祉教養コース！

9／10・17（木）向陽高校 3 年生が新潟市総
合福祉会館（中央区八千代）の見学にいきま
した。髙さが調節できる調理台や触地図等、
様々なユニバーサルデザインを学びました。

大江山中学校×大江山地区民生委員児童委員協議会
9／10（木）大江山中学校 3 年生の総合学習に行ってきました。
民生委員の仕事や、地域のお茶の間がはじまったきっかけを地元の方から直接きくことで、
身近な活動の必要性を感じました。高齢者擬似体験では、先生による装着見本が大好評でした。
このあと、施設訪問に向けて、言葉
づかいや人との接し方を学んでいきます。
楽しい交流ができるよう、がんばって
くださいね。
協力：地域教育コーディネーター 茅原 氏
大江山地区民生委員児童委員協議会・大江山のお茶の間
＜編集後記＞
皆さん、他区のボランティア情報誌を見たことはありますか？我らが「きらりん（新潟市）」に始まり
「きらっ☆きた（北区）」「かけはし（東区）」「中央区ボランティア・市民活動センター情報」「ぼら
ちゃん（西区）」等、デザインも異なる情報誌がたくさん出ています。作り手の努力（と個性も）満載の
楽しい内容になっているので、ぜひご一読くださいね。お近くのボラセンで手に入ります！
【発送協力】個人ボランティアの皆さん

