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【発送協力】 

個人ボランティアの皆さん 

                          ２０１９．２．１ （ｖｏｌ.３５） 江南区ボランティア・市民活動センター 

◆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 

絵と手紙の会 にじいろ 
 
 
高齢者施設や地域の茶の間を訪問して、簡単な絵に３色くらいの絵具をぬ

ります。自然と会話もはずみ、楽しくボランティアをしています。 
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活動内容 

定例会 

日時：毎月 第３火曜日 13：00～14：00 

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 

ボランティアサロン 14：00～１６:００ 

ミニ講座と茶話会♪どなたでも予約なしで参加できます。 

【ミニ講座】 

★２月１５日（金） 14：00～15：00 

  災害から自分や家族を守るために 
  （江南区役所 地域総務課 網干 聡 様） 

★３月１５日（金） 14：00～15：00 

  夜間頻尿 過活動膀胱 
  （新潟医療福祉大学  教授 今西 里佳 先生） 

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― ☎025-250-7743 

きらりん 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1525330708/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wbmcucG5ndHJlZS5jb20vZWxlbWVudF9vcmlnaW5fbWluX3BpYy8xNi8xMi8xNC8zOGFiNzE4OTM4ODJjZDhlMjdjYzBkNTJhYThlN2UyZS5qcGc-/RS=^ADBDnc8KfevMNu7sFD9s_rFXdwXrQ0-;_ylt=A2RCA.SUYelagVYAxAeU3uV7


★ボランティアさん募集★ 

  
  

  

  

  

～ちょっとした家事のお手伝いで地域の助け合い～ 

リボンの会（福祉サービス）

 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   ３月１５日（金） 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 ２階 和室２ 

 問合せ   

                 ☎０２５-２５０-７７６８ 

利用者を自家用車に乗せることはありません 

活動日時は無理なく調整いたします 

謝礼金：700円/時間 交通費：1㎞×20円 

65歳以上の方の社会参加活動♪ 

元気力アップ・サポーター募集
  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 

  
 
 

 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 

 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  ３月２９日（金）１３:３０～１５:００ 

 対象  どなたでも 

 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 

  江南区の高齢者施設で囲碁のお相手をして

くださる方を探しています。あなたの趣味や特

技を活かして利用者さんと楽しく交流しません

か？ 

 
 

 

 

 

ボランティアを希望される方は、お気軽にご連絡

ください。よろしくお願いします。 

◇問合せ◇ 
江南区ボランティア・市民活動センター 

                               ☎025-250-7743 

平成３１年度ボランティア登録・  

  ボランティア保険のご案内  

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 

江南区社会福祉協議会 リボンの会 

◇火・木・土の中で週に１回程度 
 

◇２０１９年４月から活動できる方 

 今年度（平成３０年度）の登録団体及び個人には、
新年度用の登録票とボランティア活動保険加入申

込書をお送りします。（２月中旬頃） 

 保険加入申し込みと同時に必ずボランティア登

録をお願いいたします。 

【ボランティア活動保険】一人一人に掛ける保険です。 

ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害

賠償を補償します。 

保険料 基本タイプ Ａ：３５０円  Ｂ：５１０円 

    天災タイプ Ａ：５００円  Ｂ：７１０円  

【ボランティア行事用保険】行事全体に掛ける保険です。 

地域福祉活動などの行事における主催者や参加者のケガ、

主催者責任を補償します。  

保険料 ２８円/1人 （２０人以上から） 

問合せ 江南区ボランティア・市民活動センター 

3/1受付
開始！ 

☎０２５-２５０-７７４３ 



◇２月の催し物◇ 

12日（火） 10：30～ チェリー婆 暖かくなる語りの会 

14日（木） 10：30～ 横越・阿賀野川風景写真上映会 

19日（火） 10：30～ チェリー婆 暖かくなる語りの会 

26日（火） 13：30～ 保健師作業療法士による合同相談会 
 

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 ☎025-250-7810（山本） 

★情報★ 

                                                                                                                              

ｔ  
日時 平成３１年３月９日（土） 

会場 江南区福祉センター 多目的ホール 

内容  
   

 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。              
 

～笑顔で集える場所  認知症カフェ～  

オレンジカフェぷらむ

     

開催日 

 ・内容 

時間 

会場 

対象 

参加費 

問合せ 

きらとぴあ ４周年祭  子どもたちの居場所ＦＥＳ～  主催：江南区福祉センター  

  

平成３１年２月２４日（日）介護者からのメッセージ 

平成３１年３月１７日（日）ピアノ演奏  

１３：３０～１５：３０ 

亀田地区コミュニティーセンター 

認知症の方・そのご家族・気になる方 

200円（お茶・お菓子付） 

江南区在宅医療・福祉ネットワーク 

事務局 ☎０９０-４９４６-１８１６ 神田 

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 

 

地域の茶の間 お～うん 
気軽に遊びに来ませんか？ 

おしゃべりしながら楽しく過ごしましょう♪ 

申し込み不要！当日どな

たでもお気軽にお入りく
ださい！ 
横越の老人福祉センター
横雲荘の隣です♪ 

日時 平成３１年 ３月１６日（土） １１:３０～１５:３０（予定） 

会場 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 

★マジックショー  
（プロフェッサーマサト） 

★バンド演奏 
（新潟バンド係）（セツナ）（Ｐｅａｃｈ）

（ミック＆ひとみ） 

★はるみどり協議会 

 各障がい者施設の利用者が
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 

①避難所とは？災害ボランティアセンターとは？ 

②災害時避難所はどんな状況 

③避難所と災害ボランティアセンターのかかわり 

講師：ＮＰＯ法人にいがた災害ボランティアネットワーク 

   理事長 李 仁鉄 氏 

ボランティア＆サポーター交流会 
日時 平成３１年３月６日（水）13:30～15:45 

会場 江南区福祉センター 多目的ホール 

内容 グループの活動発表と体験、交流会 

予告 

※ご案内は、対象の皆様に直接お送りいたします。 
  江南区ボランティア・市民活動センター ☎250-7743 



★お知らせ・ご報告★ 

 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。 
 
◆お願い 

 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 

  
 
 
 
 
 
 

このたび業者に使用済み切手を売却し、益金を被

災地支援などの為に新潟市社会福祉協議会の災

害支援資金基金に積み立てました。 

  使用済み切手 ３３，７５０円 
  （回収期間 平成３０年１月～１１月） 
 

開催日時 2月15日（金）１１:３０～１４:００ 
場所   江南区福祉センター きらとぴあ 

内容   ✿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✿ 

      ★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 

使用済み切手を集めています！  

は る み ど り ✿障がい者施設で作成した商品を販売いたします✿ 

【編集後記】 ２０１９年雪も少なく過ごしやすいお正月でしたね。さて、月に一度のボランティアサロンへ遊び

に来ませんか♪お役立ち情報や楽しめそうな内容をご用意させていただきます。また、終わってから好きな

飲み物を飲みながらおしゃべりカフェのような時間を過ごしていただけます。出入り自由・参加費無料・予約

もいりません。この街が好き。誰かとつながりたい。まずは仲間を作ることから始めませんか？とりあえず様

子をみてみたいという方もどうぞお越しください！ 

福祉教育 オレンジカフェ 施設でボランティア ひきこもり研修会 

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

ご協力いただき 

ありがとうございました 

今後も引き続きご協力くださいます

よう、よろしくお願いいたします。 


