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みんなで、ささえあい
安 心して暮らせるまち 江 南区

きらりん

地域の茶の間

29区いきいき
サロンです。
伊夜日子会館にて、
毎月第2火曜日に開催しています。
多くの方からの
ご参加お待ちしています。

地域の茶の間とは…

赤ちゃん・若者・働き盛り・お年寄りまで誰もが気軽に寄り合い、交流できる場所です。孤独感の解消や
地域づくりを目的としており、
「誰かに会いたい」
「行くところが欲しい」
など、お気軽にご参加ください。

江南区社会福祉協議会では、地域の茶の間への助成や立上げ支援等を行っていますので、お気軽にご相談ください！

平成２９年度

共同募金実績報告

ご協力いただいた皆様ありがとうございました！
平成２９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・町
内会・法人
（会社）
・職場・学校・街頭募金等幅広い活動を展開し、
多くの方々より温かいご支援ご協力をいただきました。区民の
皆様に深く感謝申し上げます。ご協力いただいた募金は、平成
30年度県内の福祉事業及び江南区内地域福祉活動を推進す
る事業に活用させていただきます。
江南区
平成２9年度共同募金総額
赤い羽根共同募金 実績額

１１,229,562 円
歳末たすけあい募金 実績額

７,079,715 円 ４,149,847 円

10月8日(日) アピタ新潟亀田店にて街頭募金の様子！
！

平成２９年度江南区災害ボランティアセンター研修会開催
２月１７日
（土）
に江南区福祉センターを会場に、江南区災害ボランティアセンター研修会を開催しました。講師に李仁鉄氏
（NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク理事長）
をお招きし、災害ボランティアセンターの機能や役割、地域・避難所・
災害ボランティアセンターがつながることの意義等を学びました。地域の皆さんから災害ボランティアセンターを知っていただ
く機会になりました。

❶

［有償福祉活動］

掃除・洗濯・調理
江南区
方
在住の

買い物・話し相手

６５歳以上の方の社会参加活動！

ゴミ出し・薬取り

元気力アップ・
サポーター募集中！

江南区社会福祉協議会 福祉サービス リボンの会

住民同士の助け合い活動！

地域のため、だれかのため、出来ることからはじめてみませんか？
“自分らしく暮らしたい”と願う高齢者や障がいのある方の掃除や調理などの
家事援助をしてくださる方を募集しています。

会
リボンの
員
協力会

介護施設等でのサポート活動を通じて、
ご自身の介護予防の推進と、
いきいきした地域社会づくり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、翌年度に最大5,000円の交
付金を受け取ることができます

活動内容は無理なくできることを
お願いします

集
募
大

活動日時は無理なく調整いたします

対象者

お互い様の気持ちで活動しています
利用者を自家用車に乗せることは
ありません
初回の活動日にはコーディネーターと
一緒に訪問するので安心です

市内在住の６５歳以上の方
※介護保険料の滞納のない方

活動内容

お茶出しやお話し相手、
行事のお手伝い、
レクリエーションの補助等

活動場所

高齢者施設・障がい者支援施設・保育所等

登録説明会

4月20日
（金）
13：30〜15：00 曽野木地区公民館
5月24日
（木）
13：30〜15：00 江南区福祉センター

活

動

6月19日
（火）
13：30〜15：00 横越地区公民館

原則 月曜〜金曜
9：00〜17：00の空いている時間

時間、
1日に1 回程度で
3
週に2〜
が
てる方
700円 / 時間
れ
さ
活動
す！
自家用車使用の場合 １キロ×２０円を支給 多くいま

年会費

年度毎に 1500円

謝 礼 金
交 通 費

詳しくは リボンの会事務局 までお問い合わせ下さい

TEL 025-250-7768

たでも
な
ど
迎！
大歓

毎月第３金曜日は
「ボランティアサロンの日」

ボランティア保険のご案内
平成30年度の各種保険の受付を開始しました。加入には
「ボラン
ティア登録」
が必要です。加入方法・ボランティア登録については、江
南区ボランティア・市民活動センターにお問合せ下さい。

ボランティア活動保険

毎回、“ちょっと”タメになるミニ講座と
茶話会を行っています。出入りは自由です。

〜ボランティア一人一人に掛ける保険です〜
ボランティア活動中の事故による
ケガや損害賠償責任を補償します。

時

間

１４時~１６時

内

容

ミニ講座と茶話会

掛け金

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

参加費無料・申込不要・直接会場へお出でください

基本タイプ

Ａ：350円

B：510円

天災タイプ

Ａ：500円

B：710円

ミニ講座の予定

３月16日 「“歌体操”でリフレッシュ」

ボランティア行事用保険

４月20日 「劇団あかつき流 長生きの秘訣 〜ストレス解消法〜」
５月18日 「レクで使えるエコクラフト」

〜行事全体に掛ける保険です〜

・ストローのパンパイプ
・新聞紙とボトルキャップでくるくるコマ

地域福祉活動やボランティア活動の
様々な行事における主催者や参加者のケガ、
主催者の賠償責任を補償します。

ミニ講座の
講 師 募 集 中！

掛け金
日帰り

ン・
リエ ー ショ
豆 知 識・レク
紹介等、
動
活
ア
ィ
ボ ラン テ
由。
ジャンルは自

1人 １日 ２８円から
（最低掛け金 ５６０円）

※行事により加入金額が異なります。
※宿泊を伴うプランもあります。

❷

2月16日「知って納

得 認知症の話」

生活のさまざまな心配ごとや悩みごとに︑相談員
︵民生委員・児童委員︶
が応じています︒電話でも来所でも︑お気軽にご相談ください︒

ご案内

■ 江 南 区 心 配 ごと 相 談 所

ご案内
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

来所または電話相談
︵予約不要︶□
日 毎 週 木 曜日
︵ 祝日 を 除 く︶
午 後 1 時〜4 時 □
場江 南 区 福 祉センター

みんなで、
ささえあい安心して
暮らせるまちづくりを
一緒に考える会

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
一般会費実績額

5,761,230 円

住み慣れたまちで暮らし続けるために
あなたのチカラを地域で活かそう

賛助会員一覧

○ご協力いただいた企業・団体様
●医療法人社団敬光会 祖父江眼科医院
●株式会社 久保モータース
●新潟みらい農業協同組合 亀田支店
●医療法人社団 片桐医院
●有限会社 渡辺農場
●有限会社 つるや自動車
●有限会社 ナガイ商店
●株式会社 小泉石油店
●コニカミノルタＮＣ 株式会社
●株式会社 栗田工務店
●ダスキン ジョウヤマ
●新潟配電工事 株式会社
●有限会社 乙川
●株式会社 宏栄工業
●医療法人社団 おおむら内科クリニック

3回目からの
参加も可能です。

平成３０年３月１
９日（月）
開催場所

江南区福祉センター きらとぴあ
２階多目的ホール

定員対象

先着８０名

参加費
問い合わせ

はるみどり協議会
ご紹介

3号

357,500 円

（平成30年1月31日現在）

“みんなで，
ささえあい安心して暮らせるまち”
を目指して、それぞれのチカラを地域で活かす
方法について学び合います。
どうぞお気軽にご参加ください。

回
第３

賛助会費実績額

（１）
助け合い地域づくりに関心のある方、地域づくりのための
活動に協力したいと思っている方 （２）地域の茶の間運営等
に関わっている方 （３）
その他地域活動に関心のある方

●医療法人社団 枝並歯科クリニック
●有限会社 丸高重量
●株式会社 大橋組
●クラウン建設 株式会社
●東海企業 株式会社
●越後天然ガス 株式会社
●医療法人社団 さとう小児科医院
●二和電設工業 株式会社
●株式会社 裕和
●フィールド観光 株式会社
●渡辺看板塗装 有限会社
●日紘土木工業 株式会社
●有限会社 功和産業
●有限会社 石井鉄骨工業
●株式会社 塚田牛乳

○ご協力いただいた個人会員様

無料

42企業・3団体
●株式会社 松沢商会
●株式会社 みかづき
●株式会社 大阪屋
●石本酒造 株式会社
●新潟中央青果 株式会社
●山津水産 株式会社
●長谷部呉服店
●一富
●株式会社 立川屋
●割烹・魚三
●新潟中央農業共済組合
●中蒲原福祉会
●特定非営利活動法人 にいまーる
他 ２企業
（順不同 敬称略）

49名

ご協力いただきました会費は、様々な地域福祉活動推進のために
活用させていただきます。また、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もぜひお届けください！

江南区支え合いのしくみづくり会議 事務局
ＴＥＬ 025-250-7743
（江南区社会福祉協議会内）

江 南 区 はる み どり協 議 会

ブ
りクラ
ひまわ 紹介
ご

5号 大淵ひまわりクラブ

〜 メイ プ ル か め だ 〜

大淵ひまわりクラブは、大淵小学校から徒歩５分、神社とお寺のすぐそ

□
問江 南 区 社 会 福 祉 協 議 会︻ 相 談 専 用 電 話 ︼☎ 0 2 5・2 5 0・7 8 2 3

「メイプルかめだ」
は、平成２５年４月にＪＲ亀田駅から徒歩１分のとこ
ろにオープンした通所施設です。
現在は就労移行支援１４名・就労継続支援Ｂ型２６名の定員で運営し
ており、主に知的障がいと精神障がいの方が様々な作業に取り組んで
います。中心的なものとして、近隣施設の清掃作業や施設内で行う軽
作業、フード関連の作業を行っています。特にフード部門ではランチを
メインとしたカフェの営業、日替わり弁当の製造販売を行っています
ので、地域の方々とも触れ合う機会が多いことが特徴です。今後とも
「メイプルかめだ」
をよろしくお願いいたします。

ばにあります。夕方５時になると、心地よい響きの鐘の音が聞こえ、心
が落ち着きます。
利用する子どもたちは、現在２５名。とても家庭的な雰囲気のクラブ
です。
子どもたちは、
「ただいま！」
と帰ってくると、宿題を一生懸命に取り組
んでから、ホールで元気いっぱい体を動かして遊びます。学習室では、
ブロックや将棋など好きな遊びをして、ゆったりと過ごします。
5つのグループに分かれて、
２・３年生が1年生のお世話をしたり、

※はるみどり協議会とは、障がいのある
方の就労支援を行っている有志の施
設で結成された協議会です。

ホール遊びをリードしたりして、仲よく過ごしています。
保護者の皆様・学校の先生方・地域のたくさんの方々に温かく見守
られ支えられていることに感謝し、子どもたちが家庭で過ごす時のよ
うに、ゆったりとした穏やかなクラブでありたいと思います。

❸

歳末たすけあい助成事業を実施しました
歳末たすけあい助成事業は、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、18団体
（ 2,642人）
で、様々な事業が行われました。

参加者

「おおやちの家忘年会」

参加者：372人

地域団体 12か所

参加者：2,270人

参加者

71人
12月17日
（日）
おおやちの家

福祉施設 6か所

80人
12月17日
（日）
所島自治会

263人
12月9日
（土）
曽野木地区社会福祉協議会

「第3回所島歳末おたのしみ会」 「曽野木地区ふれあいお楽しみ会」

全員での合唱や余興を楽しみました

焼き芋作りや紙芝居など楽しみました

ありがとうございました。

顔で集える場所〜
〜笑

平成29年5月~平成30年1月
・新潟県労働金庫
・長谷川社中発表会実行委員会代表 長谷川てい子
・たけのこフェア実行委員
・横越地区公民館
・老人デイサービスセンター リバーサイド輝
・亀田盆栽会 広島勝沖

幅広い世代の住民が参加し交流しました

て
気軽に参加し
みませんか

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。

寄付金（敬称略）

参加者

オレンジカフェぷらむ

215,500円
30,000円
28,618円
23,636円
7,800円
3,600円

（認知症カフェ）

場所

亀田地区コミュニティセンター
〒９５０−０１２５ 江南区亀田新明町１−２−３

時間

午後１
：
３０〜午後３
：
３０

開催日・内容 平成30年3月18日（日） 落語を楽しみましょう！

寄付物品

・アピタ新潟亀田店

平成30年4月15日（日） 認知症になってもいきいきと暮らすために
〜本人からのメッセージ〜
平成30年5月20日（日） 講話 〜認知症と運転免許〜
平成30年6月17日（日） ピアノ演奏 一緒に歌いましょう！
7月は8日（日）
になります。

183点

※新潟青果協会様とながみね農業協同組
合様・海南市役所様からりんご・みかん、
日立物流
「まごごろ基金」
様から車椅子
が寄贈されましたので、江南区内の福
祉施設等へお届けしました。

新潟県労働金庫様より
ご寄付をいただきました。

参加費

200円 お茶・お菓子付き

お問い合わせ先
編集・発行

社会福祉法人
新潟市社会福祉協議会

〇住所：〒950-0155

江南区社会福祉協議会

新潟市江南区泉町3-3-3 江南区福祉センター内

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

〇開所時間：午前8時30分〜午後5時15分
（土日・祝日・年末年始を除く）
福祉サービスリボンの会
☎ 025-250-7768

午前8時30分〜午後5時15分（土日・祝日・年末年始を除く）

江南区社会福祉協議会
（江南区福祉センター内）

心配ごと相談所
☎ 025-250-7823

毎週木曜日 午後１時〜午後４時

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。

江南区にお住まいの方で、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、当会までお申込みください。

❹

