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平成27年10月より、ボランティアサロンをスタートしました。毎回、ボランティア・市民活動センター登録団体
や企業・職員による、皆さんの生活に“ちょっとタメになる”ミニ講座もついてます。

マジックショー

【日時】毎月第３金曜日
14：00～16：00
【内容】ミニ講座（20分）と茶話会
【会場】ボランティアルーム
（江南区福祉センター１階）
【その他】申し込み不要、参加費無料
※３月はお休みします。
リサイクルの仕組み

次回は４月15日（金）です。

輪ゴムで脳トレ

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～

～福祉サービスリボンの会～
【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。

助け合い活動に参加
できる会員さん
“募集中”

合言葉は、

「困ったときは、
お互いさま」です！

“助けられたり、助けたり”の地域の支え合いの心を“か
たち”にしたのが住民相互の会員制で支える住民参加型在
宅福祉サービスです。

【年 会 費】 利
（４月から翌年３月まで
 用会員・協力会員共に1,500円
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
提供会員の

定例会の様子！

【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
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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。

福祉サービスリボンの会

電話 025－250－7768

社協は地域の福祉活動を応援します！！
江南区内の取り組みの紹介
【みんなで、ささえあい安心して暮らせるまち “ 江南区 ”】の実現のため、様々な取り組みや活動を応援します。

【亀田東地区コミュニティ協議会】
～
「アンケート調査」
・
「お茶の間 しののめ」～
亀田東地区コミュニティ協議会では、新潟市の
「高齢者を地域で支えるモデル事業」の一環として
地域の助け合いづくりに向けたアンケート調査を
実施しました。今後、地域でお互いに支え合うため
の検討資料に使われます。また、アンケートにさき
がけて、９月から「お茶の間 しののめ」が亀田地区
コミュニティセンターを会場に月２回
（第２、第４
水曜日）開催されています。
お茶の間 しののめ
アンケート

【両川地区コミュニティ協議会】
～
「笑顔の花咲く見守り運動」～
両川地区コミュニティ協議会では、
地域の人たち
と両川小学校の児童が、お花の世話を通して交流を
深め、安心・安全なまちづくりを願って
「笑顔の花咲
く見守り運動」がスタートしました。
春はサルビア、マリーゴールド、
メランポジウム。
秋はビオラとチューリップの球根を植えました。
毎
週１回、下校時に２、３人で高齢者宅を訪問し、
声を
かけ、お花の世話やお話をしてきます。
今年度は両川中学校の生徒も参加して「酒屋広
場」の花植えもしました。ふるさと両川に笑顔の花

酒屋広場の花植え
花植え

が広がっています。

ご案内

ボランティア保険のお知らせ

ボランティア保険には、ボランティア活動中の様々な事故

ご案内

ボランティアルームに行こう

によるケガや損害賠償責任を補償する「ボランティア活動

江南区福祉センター１階にボランティアルームがありま
す。ボランティア活動やボランティア情報の収集などにご

保険」と、地域福祉活動やボランティア活動に関わる行事で

活用ください。なお、表紙の「ボランティアサロン」もこ

主催者の責任について補償する「ボランティア行事用保険」

ちらで開催しています。

があります。万一の事故に備えて安心してボランティア活動

【開いてる時間】

に取り組んでいただけるよう、この保険の加入を勧めていま

月～土９：00～21：00

す。その他にも
「福祉サービス総合補償」
「送迎サービス補償」

※第２日曜と年末年始はお休み（福祉センターの開館日に
準じる）

などがあり、平成28年度分の各種保険を受付中です。

日・祝９：00～17：00

【室内の様子】

○ボランティア活動保険
プラン名

加入金額（１名／年）

基本A

300円

基本B

450円

天災A

430円

天災B

650円

イベント・ボランティア募
集の掲示板や打ち合わせに
使えるフリースペースがあ
ります。
【情報コーナー】

○ボランティア行事用保険
プラン名

加入金額（１名）
※最低加入人数20名

A（宿泊なし）

28円・126円・248円

※行事内容により加入金額が異なります。
他に宿泊を伴うプランもあります。

団体のチラシや各区のボラ
ンティア情報誌が手に入り
ます！
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ご報告

一般会員・賛助会員にご加入いただきありがとうございました
社会福祉協議会は、皆様から納めていただく会員会費で地域の福祉活動を行っています

一般会費

賛助会費

5,801,400円
賛助会員一覧

（平成28年２月10日現在）

◎ご協力いただいた企業・団体様

※敬称略

（医）枝並歯科クリニック （医）
誠信会

（株）
栗田工務店

コニカミノルタNC（株） （株）
立川屋
（有）
ナガイ商店

194,500円

新潟中央青果
（株）

（株）
松沢商会

山津水産
（株）

（株）
第一印刷所

はせべ呉服店

石本酒造
（株）

（株）
誠晃舎

新潟中央農業共済組合 （福）
中蒲原福祉会

ご報告

（株）
波多野調査設計

（株）
みかづき

（有）
横木組

◎ご協力いただいた個人会員様

（株）
大阪屋

皆様のあたたかい気持ち
が地域づくりにつながり
ます。
地域における困りごとや
こんなことをやってみた
いという声をぜひ届けて
ください！

37名

共同募金にご協力いただいた皆様

ありがとうございました！
江南区 平成27年度共同募金総額

11,203,894円
赤い羽根共同募金

実績額 7,137,477円
社会福祉法人 新潟県共同募金会
TEL：025-281-5532
E-mail：niigatakenkyobo@h8.dion.ne.jp

ご報告

歳末たすけあい募金

実績額 4,066,417円

平成27年10月１日～12月31日まで、３ケ月にわたって実施いたしました
共同募金運動では、江南区内のご家庭・自治会・法人（会社）
・職場・学校・
街頭募金等幅広い活動を展開し、多くの方々よりあたたかいご支援ご協力をい
ただきました。皆様に深く感謝申し上げます。

平成27年度

江南区民福祉大会 が

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。

開催されました。

平成27年10月〜平成28年１月
寄付金（敬称略）

11月21日（土）、江南区文化会館 音楽演劇ホールにて
「平成27年度 江南区民福祉大会」が開催されました。第
１部では福祉功労者の表彰式と、地域福祉活動実践発表
として、両川地区自治会連絡協議会会長江部勇様より「笑
顔の花咲く見守り運動」について、発表していただきま
した。また、第２部では、四代目 江戸家猫八師匠からご
講演をいただきました。大勢のみなさまからご参加いた

善意のご寄付を
ありがとう
ございます。

◦長谷川社中おさらい会 50,000円
◦佐藤

惇

◦新潟向陽高校

100,000円
生徒会 27,500円

◦たけのこフェア

20,588円

寄付物品
◦アピタ新潟亀田店

95点

だきましてありがとうございました。

新潟向陽高校生徒会様よりご寄付をいただきました。
※新潟青果協会様からみかん・りんご、和歌山県海南市役所様から
蔵出しみかんが寄贈され、江南区内の福祉施設等へお届けしました。
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ご報告

歳末たすけあい事業が行われました

地域の皆様から寄せられた歳末たすけあい募金の配分金で、地域住民による福祉活動や福祉施設が地域と協働で
行う事業に対し、助成を行っています。
今年度は、16団体（2,969人）で、様々な事業が行われました。
☆福祉施設 ４か所 参加者： 1,037人
☆地域団体 12か所 参加者： 1,932人

☆曽野木団地第二自治会

１月24日（日）

「もちつき」参加者：88人
※子どもたちの、初体験のもちつきに笑顔がこ
ぼれます。

☆かめだ本町の里

12月25日（金）

かめだ本町の里
「クリスマス会」参加者：91人
※職員余興に参加者みんなで「大笑い」。
こころ
が温かくなります。

ご報告

☆諏訪12区自治会

☆所島自治会 12月６日（日）

「2015年 歳末おたのしみ会」参加者：111人
※イ ケメンマジシャンによるイリュージョン
「うっとり！」
に、
おもわず

☆江口自治会

12月６日（日）

「12区世代交流会」参加者：56人
※子どもたちのにぎった「おにぎり」
と、手づく
りの「豚汁」で、会話もはずみます。

11月11日（水）

「花いっぱいふれあい交流事業」参加者：34名
※パンジー・ビオラ・チューリップの球根の植
え方とその後の管理の仕方を花育マイス
ターから教えていただきました。

おせち料理 をお届けしました！

地域の皆様から寄せられた歳末たすけあい募金の配分金で、75歳以上の一
童委員、自治・町内会等の皆様のご協力で、1,240人の皆様におせち料理を
お届けしました。

対

人暮らしの方等にあたたかいお正月を迎えていただこうと地域の民生委員児

象

方から
の
者
おせち料理が届きました。
ありがたくいただきます。

おせち料理には江南区内の小学校、ひまわりクラブの児童のみなさんから、
あたたかいメッセージが書かれたお手紙が添えられました。
☆実 施 日：12月30日
対象者数：1,240人
協 力 者：民生委員児童委員、自治・町内会等の皆様

◎江南区社会福祉協議会

◎江南区心配ごと相談所
〒950－0155 新潟市江南区泉町３－３－３
☎025-250-7823
（ボランティア・市民活動センター）江南区福祉センター内 ◎福祉サービスリボンの会
☎025-250-7743 FAX：025-250-7761 ☎025-250-7768
E-mail：s.kounan@syakyo-niigatacity.or.jp

かわいらしい「おせち」
いただきました。
みなさんのやさしさがうれしいです。
どうもありがとう。

◎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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