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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

〇第１部では、これまで多年にわたり地域福祉の発展に功績のあった
方々の表彰式を行いました。
デイズビーエルジー
〇第２部のフォーラムでは、ＤＡＹＳ ＢＬＧ！はちおうじの代表守谷さ
んとメンバー中田さんから、当事者としてのお話、社会とのつながり・
役割を持ち「働くこと」を実現しているデイサービスの取組みの基調講
演をしていただきました。パネルディスカッションでは、専門職、介護者、
企業それぞれの立場から認知症に関する取り組み、介護の経験等を
お話ししていただきました。『ピンチはチャンス！！』『同じ目線で同じ
地域で生きている』『心が生きている、住みやすい楽しい町』今回の
フォーラムで印象に残った言葉です！

ボランティアサロン

ＴＥＬ：０２５－２５０－７７４３
ＦＡＸ：０２５－２５０－７７６１

e-mail:v-kounanku
@syakyo-niigatacity.or.jp
■開所時間
月曜日～金曜日
８：３０～１７：１５

誰もが楽しめる交流の場♪

◆１２月２１日（金）１４:００～１６:００
オカリナ演奏 ～クリスマスソング他～
（オカリナドナーティー）

◆１月１８日（金） １４:００～１６:００
ヤクルト健康教室 ～健康はお腹から～
（新潟中央ヤクルト販売株式会社）
会場
： 江南区福祉センター １階 ボランティアルーム
問合せ ： 江南区ボランティア・市民活動センター
☎０２５-２５０-７７４３

【発送協力】
個人ボランティアの皆さん

２０１８．１２．１ （ｖｏｌ.４） 江南区ボランティア・市民活動センター

★ボランティアさん募集★

高齢者や障がい者の日常生活（掃除、買い物 等）の
お手伝いをしていただける方を募集しています！

◆入会説明会◆
日時
１月１５日（火） １３:３０～１５:００
内容
活動内容・入会手順
対象
江南区にお住いの方どなたでも
会場
江南区福祉センター
問合せ 江南区社会福祉協議会 リボンの会
☎０２５-２５０-７７６８

ご自身の介護予防と生きがいづくりを目指
す施設などで活動する事業です
◆説明会◆
日時・会場
1月17日（木）13：30～15：00 曽野木地区公民館
2月13日（水）13：30～15：00 江南区福祉センター
3月12日（水）13：30～15：00 横越地区公民館

活動日時は無理なく調整いたします

利用者を自家用車に乗せることはありません

謝礼金：700円/時間 交通費：1㎞×20円

この情報誌「サロン・ド・ボラ」を、おしゃべり
しながら紙折り・封筒詰め等をしませんか♪
◆発送作業◆
日時
対象
会場
問合せ

１月３１日（金）１３:３０～１５:００
どなたでも
江南区福祉センター１階ボランティアルーム
江南区ボランティア・市民活動センター
☎０２５-２５０-７７４３

対象者
市内在住の６５歳以上の方
申込み・問合せ 秋葉区ボランティア・市民活動センター
☎０２５０-２４-８３７６

★収集ボランティア★
使 わ な くなった衣類などをご寄付ください！

もぐら工房
もぐら工房では機械や自動車の油を拭く布（ウエ
ス）を作っています。綿が入っていれば大丈夫です。
✿適しているもの✿
肌着（パンツ除く）
シーツ
Ｙシャツ
ポロシャツ

タオルケット
フリース
Ｔシャツ
パジャマ 等

✿回収箱設置場所✿
江南区福祉センター内
江南区社会福祉協議会
☎ ０２５－２５０－７７４３

収集した入れ歯についている貴重な貴金属で、
世界中の子どもたちの支援や福祉の支援ができ
ます。
一つの入れ歯が。。。
【おねがい】
①熱湯をかけて消毒して下さい
②新聞紙に包みビニール袋に
入れて下さい

・毛布 ７枚
・ノートと鉛筆 ４６人分
・使い捨て注射器
３５０本
・１０ℓ貯水容器 ９個

【収集されたその後】
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

★情報★
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♪

地域の茶の間

お～うん
◆12月の催し物◆

申し込み不要！当日どな

４日（火） １３：３０～ 絵と手紙の会にじいろ
たでもお気軽にお入りく
６日（木） １０：３０～ 横越地区・阿賀野川風景写真上映会
ださい！
１３：００～ 作業療法士による相談会
横越の老人福祉センター
１８日（火） １０：３０～ 地域包括支援センター相談会
横雲荘の隣です♪
お～うんバザー
２５日（火） １0：３０～ 末広座 クリスマスバージョン
１３：００～ 保健師看護師による相談会
開催日時 毎週火曜日・木曜日 １０:００～１５:００
参加費
２００円（小学生以下無料）
内容
お茶菓子・お茶・コーヒー等が付きます
別途３００円でお昼ご飯のご用意も出来ます（１１時までに申し込み）
※お弁当持参も可能
問合せ
横越コミニュティ協議会 ☎０２５-３８５-２１１１
フ ェ ス

日時
会場

平成３１年 １月２６日（土） １１：００～１４：００
江南区福祉センター きらとぴあ（江南区泉町３－３－３） ☎025-382-9333

✿こどもたちの居場所✿

✿えんでばよこごし✿

かるた大会
福笑い
段ボール迷路

からあげ
やきそば
コーヒー

✿はるみどり協議会✿
各障害者施設の利用者
が作ったハンドメイド雑
貨をはじめ、食品などの
販売

✿江南区社会福祉協議会✿

ゲーム
フリーマーケット
フードバンクにいがた
おもちゃ病院にいがた

協力：江南区はるみどり協議会 えんでばよこごし 江南区社会福祉協議会 シダックス大新東ヒューマンサービス

家族・友人・地域の人たち等々とより良い関係を築ける
ように、聴き方や伝え方の技術を学びボランティアの一
歩を踏み出しませんか。

【全４回】 先着 ２０名 ！！
１回目 １月２４日（木） ボランティア活動・お話と実技①

２回目 １月３１日（木） お話と実技②
３回目 ２月 １週目
活動体験
４回目 ２月１４日（木） お話と実技③
【時間】
１３:３０～１５:３０
【会場】
江南区福祉センター ２階 会議室
【申し込み】 江南区社会福祉協議会
☎０２５－２５０－７７４３ 担当：高橋・若山

申込み不要で、どなたでも気軽に参加することの
できる場所です。
開催日 Ｈ３０年１２月１６日（日） ケーキ作り
Ｈ３１年 １月２０日（日） 笑ヨガ
内容
２月２４日（日） 介護者からのメッセージ
時間
１３：３０～１５：３０
会場
亀田地区コミュニティーセンター
対象
認知症の方・そのご家族・気になる方
参加費 200円（お茶・お菓子付）
問合せ 江南区在宅医療・福祉ネットワーク
事務局 ☎０９０-４９４６-１８１６ 神田

★お知らせ・ご報告★
ボランティアサロンのご報告
～消費者トラブルを防ごう！～
１０月１９日（金）に、消費生活センターから講師を
お招きし、消費者トラブルや犯罪に巻き込まれない
為の知識を教えていただきました。
特に最近多いトラブルは、ＳＮＳやハガキに書いて
ある番号に連絡することで個人情報を取られてしま
うケースが増えているようです。まずは『無視する』
間違っても『連絡しない』不安な時は『聞いてみる』

消費者ホットライン

１８８に相談！

は る みど り
開催日時
場所
内容

今年もイオン新潟南店・アピタ新潟亀田店・ＰＬＡ
ＮＴ５横越店で街頭募金活動を行いました。
買い物に来たご夫婦、ちいさなお子さんも募金を
してくださいました。
募金をしてくださった皆さん、協力してくださった民
生委員児童委員協議会・ボランティア・新潟明訓高
校インターアクト部・老人クラブ・
ボーイスカウト・会場をお
貸しくださった企業の皆
さんありがとうございま
した。

✿障害者施設で作成した商品を販売いたします✿

１2月21日（金）１１:３０～１４:００
江南区福祉センター

きらとぴあ

✿江南区はるみどり協議会コーナー✿
★各施設の利用者が作ったハンドメイド雑貨を始め
食品などの販売を行います。
★お気に入りの一品に出会えるかもしれません。

✿飲食コーナー✿
★コーヒーや江南区の特産品販売
★カレーライス（ミニサラダ付き）４００円
（１００円追加でから揚げトッピング！）※数に限りがございます

問合せ・お弁当ご予約

特定非営利活動法人えんでば ☎025-250-0200（山本美幸）

★・。・。・★・。・ボランティア活動の様子・。・。・★・。・。・★・。・。・★・。・。・★・。・。・★・。・。・★・。・。・

認知症カフェ

大樹・のぎくの家合同運動会

施設でボランティア

ＪＡ収穫祭

【編集後記】 冬のおとづれが近付いてまいりました。今年はたくさんの方に出会い、支えられての江南区ボ
ランティア・市民活動センターでした。４月に入職し、色々なボランティア活動に携わることができました。誰
かの為に自分の時間を使うことで得られる充実感、「ありがとう」と感謝される喜び、参画しなければ出会え
なかった仲間。。。ボランティアは魅力がいっぱいです。来年も引き続きよろしくお願いいたします。それでは、
良いお年をお迎えください♪

