
　きらりん

江南区ボランティア・市民活動センター　情報紙

サロン・ド・ボラ　第３8号

                         ２０１９．８．１ （ｖｏｌ.３８）  江南区ボランティア・市民活動センター 

           

  お盆の為お休みさせていただきます        
               

         14：00～16：00   

  家庭に潜む火災の危険 

   江南消防署 市民安全課 予防調査係 

    

 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  

                            

〈発行日〉 

令和元年8月 

  
偶数月 １日 発行 

 

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 

〒950-0155 

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） 
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 

 

【問合せ先】 

江南区ボランティア・ 

    市民活動センター 
ＴＥＬ：０２５-２５０-７７４３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【発送協力】 
個人ボランティアの皆さん 

ボランティアサロン  

ミニ講座＆茶話会の交流の場♪ 

申込み不要！無料です！ 

 出入り自由です！ 

8月17日（土） 

11:00～15:30 
ステージイベント 
12：00～14：45 
◆高校生バンド、亀田西中吹奏楽部、けん玉、作るフォトスポット 

 スタンプで手型や足型をとります。ステージ上に貼り付けたら花火のようなフォトス

ポットが完成！ぜひ撮影してみてね♪ 

あそびのイベント 
11：00～15：00 

軽食・催し物 
11：00～15：00 

◆ゲームコーナー 

 射的、くじ引きで景品ＧＥＴ！ 

◆はるみどり協議会ブース 

  ハンドメイド雑貨や食品の販売を行います 

◆フードコーナー（有料）＆工作ブース 

◆江南区社会福祉協議会ブース 

  あそびのコーナー、フリーマーケット 

◆フードバンクにいがたブース 

 ご家庭で使いきれない食品集めてます 

問合せ：江南区福祉センター（きらとぴあ） 総合案内０２５-３８２-９３３３ 

焼きそば、唐揚げ、和梨パウンドケーキや工作

体験も出来ます 



★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！ 

 

◆協力会員 入会説明会◆ 
 日時  9月 17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  両川公民館 会議室 

 問合せ 江南区社会福祉協議会 リボンの会  

     ☎０２５-２５０-７７６８ 

利用者を自家用車に乗せることはありません 

活動日時は無理のないよう調整いたします 

謝礼金：700円/時間 交通費：1㎞×20円 

  ご自身の介護予防と生きがいづくりを目

指し、施設などで活動する事業です 

 

◆説明会◆ 
 日時・会場 

  

 
 

 対象者     新潟市内在住の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  9月３0日（月）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 

 高齢者施設（亀田地区）で歌の時間に簡単な

ピアノ伴奏をして下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？ 

 

 

 

 

 

 

日時 ：週に一回程度（要相談）    

問合せ：江南区ボランティア・市民活動センター 

 

 
 
 
 

江南区社会福祉協議会 江南区ボランティア・

市民活動センターにご登録いただいているボラ

ンティアグループでの活動の様子、メンバー募

集、イベント紹介などの情報を小さな手紙でお

伝えしています！ 

8 月19日（月）13：30～15：00 江南区福祉センター 

9 月17日（火）13：30～15：00 横越地区公民館 

 

ちょっとした家事で地域の助け合いをしませんか？ 

福祉サービス リボンの会  

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 
 

ちょっと気軽にお手伝い 

情報発送作業ボランティア募集 

高齢者施設でのお手伝い 

ピアノ伴奏ボランティア募集 ボランティアグループの紹介 

タペストリーは出入り口にて

掲示しておりますので、ご自

由に小さな手紙をお持ちくだ

さい！ 

 
 

江南区社会福祉協議会出入り口 



 
  

 

新潟市内の福祉施設等で有効に活用させていた

だきます。 

 

 ✿パイプ椅子  ３脚 

 ✿ＣＤラジカセ  １個 

 ✿カセットラジカセ １個 

 

ゆずっていただける方は 

ご連絡ください。 

よろしくお願いいたします。 

 
問合せ 

江南区ボランティア・市民活動センター 

８月２４日（土）１３:３０～１６:００ 

 
       
第１部 

第２部 

ゆずってください！ 
保存可能な食品を集めています！ 
「もったいない」から「ありがとう」へ♡ 

高次脳機能障害 

リハビリテーション講習会 

★催し物★ 

★収集ボランティア★ 

～笑顔で集える場所 認知症カフェ～ 

オレンジカフェぷらむ 
 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。気軽に相談もできます。             
開催日：8月18日（日）大学生による催し物 

＆内容 9月 8日（日）排尿障がい（尿失禁など） 

    10月20日（日）元気に過ごせる食事について  

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 

    ☎090-4946-1816 神田 

家庭、農家、企業で寄付できる保存可能食品を

持ち寄り、福祉施設や生活に困っている方の支

援施設に寄付する活動です。 

 

◆保存可能食品◆ 

 ・お米   ・レトルト食品 

 ・缶詰   ・インスタント食品 

 ・お菓子  ・災害用食品 等 

◆受付箱設置場所◆ 

 江南区ボランティア・市民活動センター 

◆問合せ◆ 

 フードバンクにいがた ☎025-384-4466 

食べ物を集める運動 

高次脳機能障害の理解の促進と社会

参加に向けて 

８月２６日（月）１３:３０～１５:45 

今年度も江南区内福祉施設等でのボランティア受入

担当者を対象に、ボランティア受入れの意義などを

一緒に考える研修会を開催いたします。 

当日は、新潟医療福祉大学の先生のお話や、実際に

活動されているボランティアの方からお越しいただ

き活動体験をお話しいただきます。 

会場  ：江南区福祉センター２階 多目的ホール 

対象  ：福祉施設等の職員 

問合せ ：江南区ボランティア・市民活動センター 

  

講師：新潟医療福祉大学 リハビリテーション

学部 作業療法学科 北上 守俊 氏 

高次脳機能障害、その理解と受容 
講師：分筆業 鈴木大介 氏 

聞き手：社会福祉士 武田一光 氏 

会場 ：新潟県立生涯学習推進センター 

問合せ：高次脳機能障害友の会「スワン」 

    ＴＥＬ025-250-5845 

ボランティア受入施設研修会 ～ＲＵＮ伴（ランとも）～ 

９月１５日（日）新潟エリア 

大空の下でバーベキュ―をしませんか？認知症の

方と地域の方の交流で、認知症になっても安心し

て暮らせる地域をつくるはじめの一歩となります。 

会場 ：亀田公園 

集合 ：11：00 亀田公園入口 

解散 ：15：00 

対象 ：認知症の方・そのご家族・気になる方 

参加費：一般1,000円 ボランティア500円 

申込み：オレンジカフェぷらむ事務局 

    ☎090-4946-1816 神田 

  ※お申し込みをお願いします 



★催し物★ 

 

開催日時  9月20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 5００円 （有料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） 

は る み ど り ✿障害者施設で作成した商品を販売いたします✿ 

【編集後記】いよいよ夏本番です。こまめな水分補給と少量の塩分補給を心がけて元気に夏をすごしましょ

うね！今号のサロン・ド・ボラではボランティアグループのタペストリーをご紹介しましたが、他にも色々な

方々が色々なボランティア活動をして、地域で支え合っています。小中学校での福祉教育のサポートをして下

さる方、福祉施設でのお話し相手をして下さる方、古い切手や古着、食料などをご寄付下さる収集ボランティ

アの方．．．お会いするたびに素敵な生き方をされている方だなぁと感じます。私も相手を思いやりお互い様

の心で行動に移していきたいと思います。若山 

車椅子体験 認知症カフェ 曽野木多世代交流会 ひきこもり支援セミナー 

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

江南区地域の茶の間「お～うん」は、子供も、大人も、おじい

ちゃんも、おばあちゃんも、赤ちゃんも、誰でも気軽に遊びに来

ることのできる地域の『居場所』です。おしゃべりしたり、遊ん

だり、困っているときは助け合いながら「お互い様」の気持ちで

自分の好きなことをして過ごしています。 

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♪ 

開催日時：毎週火・木曜日 １０：００～１５：００ 

参加費 ：２００円 ※小学生以下無料 

     ★お菓子・お茶・コーヒー等が付きます 

     ★別途３００円でお昼ご飯もご用意できます 

      （申し込みは１１時まで） 

     ★お弁当持参も可能 

問合せ ：お～うん ☎０２５-３８５-４４０４ 

★・★イベント情報★・★・★・★・★ 

  健康相談会                     

  昔語り 

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♪ 

8/13,15はお盆休みです 


