江南区ボランティア・市民活動センター 情報誌

２／１９（金）＠ボランティアサロン

4 月のボランティアサロンは面白い！！
懐かしの or 初めてのちんどん屋さんに会いに行こう！
江南区分会長

【日

時】 ４／1５（金）14:00～16:00

【内

容】 ミニ講座「ちんどん屋さんに体験！？」

●

茶話会（フリートーク）
【会

場】 江南区福祉センター１Ｆ ボランティアルーム

【参加費】 無料
申し込み不要、当日直接会場へお越しください
【お問い合わせ】江南区ボランティア・市民活動センター
(右記参照)
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次回は 5／20（金）14:00～16:00 です

江南区ボランティア・市民活動センター
〒９５０ー０１５５
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おもちゃ病院 in 江南区

のぎくの家

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

夏祭りボランティア募集

地域の皆さんに支えられて、今年も夏まつりの準備を進
めています。

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】 7／23（土）15:30 集合 18:30 解散

【日 時】 4／3（日）10:00～12:00
【会 場】

一緒にお手伝いをしてくださる方を募集中です！

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 ※部品代等実費負担あり
【備 考】 ボランティアによる修理のため、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。

【会 場】 のぎくの家
江南区横越上町４丁目１４−１
【内 容】 軽食販売・バザー品販売補助
【募 集】 10 名程度（軽食付き）
【持ち物】 暑い日の外でのイベントです。エプロン・帽
子・タオル（必要な人は着替えも）を持参ください。
【備 考】 当日はボランティア行事用保険に加入

【お問い合せ】おもちゃ病院にいがた
☎378-1613（留守電／折り返し電話）

【お問合わせ】 （社福）横越のぎく のぎくの家
☎385－3920（9:00～17:00）

✉eco@gf.mods.jp

【余裕あり！！】介護職員初任者研修&ガイドヘルパー養成研修

受講者募集

＜介護職員初任者研修＞
【日

【定

時】H28／4／１（金）～H29／8／31（水）
○4 月は自宅学習
○講義・演習 5／11・18・25、6／1・8・15・22・29 、7／6・13・20・27
9:30～17:00 ※内容により終了時間が前後します
○実習
7／28～8／23 のうち、３回（１日・半日×２回）
○終了評価等 8／24・31 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

＜ガイドヘルパー養成研修（知的障がい）＞
【日

時】全 3 回
①8／5（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
②8／6（土）9:00～17:00 障がい・疾病の理解・障がい者（児）の心理
③8／7（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）

会場・申込
先は 2 講座
とも共通

手話奉仕員養成講座（入門）

誰かのために、自分のために、一緒にお勉強してみません

初級点訳ボランティア養成講習会

“やってみようかな”と考えていた人チャンスです！人気の
点訳について学べます。

か？
【開催日時】5／12～12／1 の毎週木曜日

【開催日時】5／15～9／18 の毎月第 1・3 日曜日

19:30～21:00（全 27 回）

9:30～11:30（全 8 回）

※8／11・9／22・11／3 はお休み

※8／21 はお休み

【内 容】

手話奉仕員養成講座入門課程

【内 容】

初級点訳ボランティア養成講習

【対 象】

新潟市在住の 18 歳以上の方 20 名

【対 象】

点訳に関心のある方 10 名

【参加費】 無料

【参加費】 無料

※テキスト代 1,080 円実費負担あり

※テキスト代 3,240 円他実費負担あり
【会 場】

新津健康センター
秋葉区程島1979−4（秋葉区役所近く）

【会 場】

新津地域交流センター
秋葉区新津本町1‐2‐39（新津駅近く）

【お問い合せ】秋葉区ボランティア・市民活動センター
☎0250－24－8376

【お問い合せ】秋葉区ボランティア・市民活動センター

点訳技術初心者講習会

発送作業のボランティア

てんとう むし

点訳グループ新潟点燈虫では、下記の通り講習会を開

☎0250－24－8376

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

催します。
点訳に関心のある方のご参加をお待ちしています。
【開催日時】5／29～7／31 の毎週日曜日

筒詰めをします。
【日 時】5／31（火）13:30～16:00

13:00～16:00（全 10 回）

【募集人数】10 名程度

【内 容】

点訳技術初心者講習

【会 場】江南区福祉センター１F ボランティアルーム

【対 象】

点訳奉仕を志す一般社会人 10 名

【備 考】申込み不要、当日お越しください。

※学生不可

【お問い合せ】江南区ボランティア・市民活動センター

【参加費】 3,000 円（テキスト代他込み）
【会 場】

新潟市総合福祉会館 503会議室
中央区八千代１－３－ 1

【お問い合せ】NPO 法人点訳グループ新潟点燈虫
☎387－6580（担当：斉藤））
※月～金 17:00～20:00 のみ

☎250－7743

2・3 月のボラセン報告
＜大渕小学校～自分たちにできること～＞

＜ボランティアサロン＞

2／10（水）6 年生 1 クラス

２／19（金）のテーマは“ちょっとタメになる

29 名の総合学習にいってきま

介護技術”。どこの家にもある消耗品で作れる

した。
最初に自分たち（子ども）・先生（大人）・お
年寄りの共通することを書き出してもらいました。
大切なのは違いより先に“同じところ”に目を向け
ること。「地球に住んでいる」「身体がある」「恋をす

介護道具を紹介しました。
ミニ講話のあとは、参加者 11 人で新潟弁か
るたをして遊びました。これが、読み手が上手で
すごいんです。「“おじ”だって」「これ新潟弁？」と
大笑いしていました。

る」「ご飯を食べる」等たくさんの共通項をだし、そこ
から「違うこと→できないこと→工夫すればできるこ
と」を考えてもらいました。
協力：小林地域教育コーディネーター
大江山地区民生委員児童委員協議会

＜ボランティア受入施設担当者研修会＞
3／9（水）江南区内の福祉施設のボランティア担当者を対象に、
ボランティア受入のための基礎研修を開催しました。
地域の歴史と一緒に育つボランティア観や意識、施設側の希望と自分
自身がボランティアだったらできると思うことの差異等を、お話とワークを交え
ながら学びました。
ボランティアさんを送り出すボランティアセンターとしても、気持ちよく活動を
して頂けるよう、視点をあらためていこうと思いました。
講師：（社福）新潟市社会事業協会 特別養護老人ホーム有明園
生活相談係長 堀野様、生活相談員 織田様
参加：15 施設 15 名 会場：江南区福祉センター

＜編集後記＞
春は出会いと別れの季節。江南区ボランティア・市民活動センターでも、ボランティアコーディネータ
ーが交代します。きちんと引き継いで、ボランティアの皆様や関係の皆様にご迷惑をおかけすることがな
いようにしたいと思いますので、何でもお気軽にご相談くださいね。どうぞよろしくお願いします！！
【発送協力】個人ボランティアの皆さん

