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遊びに来てね！
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

会場
時間

江南区福祉センター
13 時～17 時

交流ひろば

江南区福祉センターきらとぴあ内

ＴＥＬ：０２５－２５０－７７４３

≪音楽イベント≫

≪フードコーナー≫

≪あそびのコーナー≫

14:00～17：00
≪工作コーナー≫

・やきそば・から揚げ

・ミニフリーマーケット

・和梨パウンドケーキ

・ゲームコーナー （輪投

・タトゥーシール

・ベーグル・パン

・うちわ作り

≪ゲームコーナー≫
・似顔絵イラスト
・ヨーヨー釣り 等
13:00～16:30

e-mail:v-kounanku
@syakyo-niigatacity.or.jp

げ、ぴょんぴょんかえ

12:00～15:00

等

ＦＡＸ：０２５－２５０－７７６１

る、パターゴルフ）

13:00～15:00

≪フリーマーケット≫
江南区はるみどり協議会の

≪フードドライブ≫

作品や雑貨

食品の寄付コーナー

■開所時間
月曜日～金曜日
８：３０～１７：１５

【問合せ】江南区福祉センター・きらとぴあ
総合案内

☎025-382-9333

【日時】毎月第三金曜日 １４:００～１６:００
【会場】江南区福祉センター １階 ボランティアルーム
【予定】 ８月１７日 遺言と相続について /内藤友先生
（行政書士）

９月２１日

昔語り

【発送協力】
個人ボランティアの皆さん

/横越語り部サークル

【問合せ】江南区ボランティア・市民活動センター☎

025-250-7743

2018.8.1 (vol.

32)

江南区ボランティア・市民活動センター

福祉サービス リボンの会

協力会員 大募集！！

ちょっとした家事で地域の助け合い
高齢者や障がい者の日常生活（掃除、買い物
等）のお手伝いをしてくださる方募集中！
～・～・～・～入会説明会～・～・～・～

情報紙発送作業のボランティア募集♪
予約不要！当日お気軽にお越しください♪
この情報紙「ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ﾎﾞﾗ」を、おしゃべりしな
がら紙折り・封筒詰め・スタンプを押します。
【日時】9 月 28 日（金） 13:30～15:30

【日時】9 月 18 日(火) 13:30～15:00

【対象】どなたでも

【内容】リボンの会

【会場】江南区福祉センター 1 階

活動内容・入会手順

【対象】江南区にお住まいの方どなたでも
【会場】横越出張所コミ二ティルーム

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ

【問合せ】江南区ボランティア・市民活動センター
☎025-250-7743

【問合せ】江南区社会福祉協議会 リボンの会
☎025-250-7768

にじいろ

65 歳以上の方の社会参加活動♪

絵と手紙の会

元気力アップ・サポーター募集

♪ボランティアで一緒に描いてくださる方募集♪

ご自身の介護予防と生きがいづくりを目指
す、ポイント還元制の新潟市の事業です。

地域の茶の間などで、おしゃべりを楽しみなが
ら心の趣くまま一緒に描いてみませんか。

【説明会日時・会場】
8 月 22 日(水) 13:30～15:00 江南区福祉センター
9 月 18 日(火) 13:30～15:00 横越地区公民館

【対象者】市内在住の 65 歳以上の方
【参加費】無料

【活動日】

【申込み・問合せ】

【活動場所】江南区地域の茶の間、施設等

秋葉区ボランティア・市民活動センター

【問合せ】

収集された使用済み切手は、専門の取扱機関によって
換金され、寄付金として被災地支援などに役立てられま
す

【おねがい】
切手の周りを１㎝ほど残して
切り取ってください

【収集された切手のその後】
換金されコレクションやはり絵などに使われます

【受付】江南区ボランティア・市民活動センター
☎025-250-7743

江南区ボランティア・市民活動センター
☎025-250-7743

☎0250-24-8345

使用済み切手を集めています！

月に数回。参加できる時に♪

金属がついている不要の入れ歯を
集めています！
～たった一つが大きな支援

～

収集した入れ歯についている貴重な貴金属で、世界中

不要入れ歯集めてます！
の子どもたちの支援や福祉の支援ができます。
【おねがい】

一つの入れ歯が。。。

1.熱湯をかけて消毒して下さい

・毛布

2.新聞紙に包みビニール袋に

・ノートと鉛筆

入れて下さい

【収集されたその後】

７枚
４６人分

・使い捨て注射器

３５０本

・１０ℓ貯水容器

９個

リサイクルされその益金によりユニセフを通して世界
の子どもたちの支援や福祉に役立てられます

【受付】江南区ボランティア・市民活動センター
☎025-250-7743

遊びに来ませんか？
おしゃべりしながら楽しく過ごしましょう♪

江南区地域の茶の間

お～うん

当日、どなたでも気軽にお入りください！横越の老人福祉センター横雲荘の隣で開催しています
【開催日時】 毎週 火曜日・木曜日 江南区地域包括ケア推進モデルハウス
10:00～15:00
【参加費】

200 円 （小学生以下

無料）

【内容】

お茶・コーヒー等、お菓子が付きます。
別途 300 円でお昼ご飯のご用意も出来ます（11 時までに申込） ※お弁当持参も可能

✿8 月の催し物✿
７日（火）10:30～11:30
9 日（木）10:30～11:30
16 日（木）10:30～11:30
21 日（火）10:30～11:30
28 日（火）10:30～11:30
30 日（木）10:30～11:30

問合せ

夏休み企画！昔の子ども遊びの会
横越地区・阿賀野川風景写真上映会
だんだんダンス（認知症予防体操）
出張介護相談会
昔語りチェリー婆 13:00～15:00 作業療法士による相談会
ギターで歌いましょう♪

：江南区地域の茶の間お～うん☎025－385－4404

横越コミュニティ協議会☎025-385-2111
江南区社会福祉協議会内
でも義援金を受け付けて
おります

「平成３０年７月豪雨災害義援金」のお願い

平成３０年７月の豪雨により各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数の市町村で災害救
助法が発令されました。新潟県共同募金会及び中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金
の募集を実施します。
受付期間 平成３０年７月１０日(火)～平成３０年９月２８日(金) ※延長の場合あり
受入口座

金融機関名 支店名

口座番号

口座名義

第四銀行 白山支店

（普）1660049

社会福祉法人 新潟県共同募金会

北越銀行 県庁支店

（普）2005705

社会福祉法人 新潟県共同募金会

大光銀行 新潟支店

（普）3043002

社会福祉法人 新潟県共同募金会

ゆうちょ銀行

00180-7-634691

中央共同募金会平成３０年７月豪雨災害義援金

（注）上記の同一銀行の本店又は支店間の送金のみが無料です。

問合せ 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) ☎025-250-7743

第 38 回新潟市障がい者大運動会
★障がいのある人ない人誰でも参加できます★

ＲＵＮ 伴（ラントモ） イベント 2018
～認知症の理解を深めましょう♪～

障がい者への理解と、共に支え合うために運動会

認知症の人や家族、支援者、地域の人が少しず

参加者を募集します！ご家族やご友人など、皆様お

つリレーをしながら一本のタスキをつないで日

誘いのうえ是非ご参加ください

本各地を縦断するイベントがＲＵＮ伴です

【日時】

平成 30 年 9 月 17 日（月祝）
10：00～15：30 ※雨天開催

【場所】

東総合スポーツセンター（東区はなみずき）

メッセージカードに認知症イメージを書いて
いただき「希望の木」に葉として貼っていきます
【日時】

【参加費】 無料
【問合せ】

平成 30 年 9 月 2 日（日）
11:00～16:00

新潟市社会福祉協議会 地域活動支援係

【場所】

☎025-248-7165 （担当 仲井）

【問合せ】ＲＵＮ伴 2018 新潟実行委員・ケアプランにじいろ

アピタ新潟亀田店

ニトリ店舗前

090-4946-1816（企画担当 神田）
認知症の方も暮らしや
すい地域にしましょう

平成 30 年度 障がい者ガイドヘルパー養成研修受講者受付中！
どこかに行きたいけど一人ではいけない それをかなえてくれるのがガイドヘルパーです
この研修では、３日間の講義と実習でガイドヘルパーの役割、障がい者の疾病や
心理など、ガイドヘルパーとして働くために必要な知識技能を学びます。

【日時】

受講回数

3回

10/6(土)
10/6(土) 9:00～16:30
9:00～16:30制度と業務、ホームヘルプ概論と職業倫理等
制度と業務、ホームヘルプ概論と職業倫理等
10/7(日)
10/7(日) 9:00～17:00
9:00～17:00障がい・疾病の理解、移動介助の基礎知識等
障がい・疾病の理解、移動介助の基礎知識等
10/8(月祝)
10/8(月祝)9:00～16:30
9:00～16:30移動介助の基本技術
移動介助の基本技術
【対象者】 原則、近郊に在住・在勤の方で障がい者(児)の生活支援に従事している方又は意欲のある方
【会場】

特別養護老人ホーム向陽の里

【申込み】

(社福)中蒲原福祉会

会議室 ※受講料

9,720 円（テキスト代・消費税含）

☎025-382-8251（担当

小林・丸山）

平成 30 年度 生命保険協会ボランティアグループ助成支援の募集
福祉分野で地道な活動を続けているボランティアグループを対象に 1 グ
ループあたり 10 万円を上限として必要な物品に対して助成します。
（過去 3 年間に当助成を受けたグループはご遠慮ください）

【申込方法】必要添付書類を記入し、主に活動している区のボランティア・市民活動センターへ
申請してください。 ※書類は同センターで配布。市社協ホームページの助成金情報にも掲載

【申込書類】①申込書

②希望物品のパンフレット等、見積書

【申込〆切】平成 30 年 8 月 24 日(金)
【問合せ】

江南区社会福祉協議会

③事業内容の分かる資料

必着

☎025-250-7743

このサロン・ド・ボラはボランティアさんや情報が集う場所となれ
るように願いを込め、44 月・6
サロン・ド・ボラは
月・6 月・8
月・8月・10
月・10月・12
月・12 月・2
月・2月に
月
みなさんにお届けしています。施設イベントに来てほしい！地域の
イベントや講座に来てほしい！など情報をお寄せください。無料で
掲載させていただきます。
【後編後記】残暑が続きますね。先日、福祉教育で学校へ行ってまいりました。誰もがふだんのくらし
でしあわせを見つける「ふくし」の授業です。実際に手足におもりをつけたり、車椅子に乗って体の不
自由な方の気持ちを感じます。体験後、子供たちは“自分たちができること”のアイディアを沢山出して
くれました。ほんの少しの声を掛ける勇気と思いやりの行動は立派なボランティアです。福祉教育から未
来のボランティアへ、助け合いの輪が広がり誰もが幸せに暮らせますように。
。
。

