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江南区社会福祉協議会
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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

支え合い のしくみづくり
新潟市では、支え合いのしくみづくりを推進するため、各地域の課題を把握し、

きらりん

足りない支援は何か等について話し合いを進めています。

「困ったときは助けて！」
と言い合える地域づくりに取り組んでいます。

生活支援

介護予防

地縁組織、ボランティア、
NPO等による
生活支援・日常の助け合い
（ごみ出し、買い物、見守り、掃除等）

地域の茶の間、体操教室、
健康教室、老人クラブ 等

住まい

江南区全域対象

〜生活支援（有償）活動団体の紹介〜

住民主体の訪問型生活支援団体「きぼうの手」

NPO法人

日常生活で困ったことはありませんか？ ご相談ください。

住民参加型在宅福祉サービス「安心生活応援隊」

買い物代行、調理、室内片付清掃、洗濯、ゴミ分別引取、
通院同行（タクシーにて）、ガラス清掃、草取り、庭清掃、除雪 など
年会費 ： なし
利用料 ： 各サービス1回 30分 500円

ボランティア亀田

薬とり、買い物、玄関先の除雪、除草、花の水やり、ゴミ捨て、電球替え、
灯油入れ、家具の移動、粗大ゴミ出し、掃除、洗濯、見守り・話相手、
食事介助、トイレ介助、通院外出介助 など お見積りは無料

※二人で作業する場合は1,000円

年会費 ： 3,000円

問い合わせ 〒950-0107 新潟市江南区三百地2255−7
TEL/FAX：025−277−4789
携帯：090−8853−4148

利用料 ： 随時相談

問い合わせ 〒950-0127 新潟市江南区諏訪３−６−６
TEL/FAX：025−384−0121
E-mail：kamedavolunt@m2.tlp.ne.jp

江南区社会福祉協議会 住民参加型在宅福祉サービス

リボンの会

江南区在住の高齢者や障がいのある方の日常生活（掃除、洗濯、買い物等）
を手助けができる人がお互い様の気持ちで、助け合いの活動を行っています。
困っていませんか？

❸サービスの提供

協力会員

掃除、洗濯、買い物、調理、ゴミ出し、薬取り、話し相手 など
年 会 費：１,５００円
利用時間：原則 月曜〜金曜
9：00 〜 17：00

協力会員
入会説明会

利用料：１時間 ７００円
１時間以降 ３０分 ３５０円
9：00 〜 17：00以外の時間 30分 ４００円
交通費・ガソリン代：１キロ×２０円（利用会員負担）

日時：11月15日（金）午後1時30分〜午後3時
会場：江南区横越出張所

利用会員

❶サービス依頼

❷協力依頼

❹利用者負担１時間
につき７００円

❺謝金受取１時間
につき７００円

内容：活動内容や入会の流れ
対象：江南区にお住まいの方どなたでも

問い合わせ 詳しくはリボンの会 事務局までお問い合わせください

リボンの会
※気兼ねなく利用できるように利用料金をいただいています

TEL：025−250−7768

お手伝いできる方募集しています。 詳しくは各問い合わせへお願いします。
令和元年度

8月8日（木）

〜江南区助け合いの学校を開催しました〜
手助けが必要な人と手助けができる人とが「お互いさま」
と気軽に助け合いができるように、支え合い・
助け合いの心構えやマナーを学ぶことを目的に開催しました。
今後も、地域での見守り活動・地域の茶の間・助け合いの活動を進めていきます。

❶

じぶんの町を良くするしくみ。

10月1日 〜 12月31日

赤い羽根共同募金運動 に

ご協力をお願いします！

赤い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、子どもたちなどへの、地域の福祉活動を支援
する募金です。災害時には、
「災害ボランティアセンター」
の設置や運営など、被災地支援に
も役立っています。みなさまの優しい気持ちがたすけあいの輪を広げる運動です。赤い羽
根共同募金にご協力をお願いいたします。

11,506,０００円

令和元年度

赤い羽根共同募金 新潟市江南区 募金目標額

7,506,０００円

一般募金

5,366,０００円
375,０００円
1,765,０００円

〇県全域の福祉のために
（障がい者の福祉事業や福祉活動への支援）
〇新潟市全域の福祉のために
（生活支援に関する事業や見守り事業など）
〇江南区の福祉のために
（いきいきサロン等の活動支援など）

4,000,０００円

歳末たすけあい募金
〇江南区の歳末たすけあい事業に
（おせち料理配食事業や世代間交流事業など）

歳末たすけあい募金による

おせち料理配食の
ご案内

歳末たすけあい助成事業
実施団体を募集しています！
例年、歳末時期に多くの皆様のご協力により
「歳末たすけあ
い募金」
活動が行われます。この歳末たすけあい募金の配分金
により自治会・町内会、福祉団体、福祉施設、ボランティアの皆
様が中心になり、地域交流
のための様々な事業が行わ
れています。
江南区社会福祉協議会で
は、この歳末たすけあい募
金助成事業実施団体を募集
しています。

江南区では、見守りが必要な一人暮らしの高齢者や高齢者の

みの世帯に、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、安否確

認や孤独感の解消を図ることを目的に、地域の民生委員児童委
員が訪問し、おせち料理をお届けしています。

このおせち料理は、歳末たすけあい募金を活用しています。

対象世帯

事 業 実 施 期 間 11月〜1月中旬頃まで
事業実施対象者 自治会・町内会、コミュニティ協議会、
地区社協、福祉団体、福祉施設

見守りが必要な

①７５歳以上の一人暮らし世帯
②75歳以上の高齢者のみ世帯
※令和2年3月31日までに75歳になる方
※１２月３０日(月)の午後１時から３時の間で
おせち料理を受け取れる方

助 成 金 額 一事業につき下記金額のうち必要経費分
自治会・町内会
：上限 50,000円
複数自治会・町内会 ：上限100,000円
小・中学校区
：上限150,000円
施設
：上限150,000円
申請書提出締切 １０月２３日
（水）
歳末時期に福祉施設と地域の交流・協働の機会として、
また地域住民
同士の交流の場作りのために、ぜひご活用ください。

❷

配 食 数

１世帯につき１食

配食日時

１２月３０日(月) 午後１時から３時の間

申込方法

担当地区の民生委員児童委員、
または江南区社会福祉協議会に連絡

締

令和元年１１月２9日(金)

切

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

おもいやりの
ひとかき運動

緊急情報キット配布のご案内

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

江南区社会福祉協議会では見守り生活支援事
業の一環として、70歳以上の一人暮らし高齢者
や70歳以上の高齢者のみ世帯などに、かかり
つけ医等を記載する情報用紙を入れた「緊急情
報キット」を配布しています。新たに該当する方
で希望される方はお申し出ください。

対象世帯

①70歳以上の一人暮らし世帯
②70歳以上の高齢者のみ世帯

申請方法

担当地区の民生委員児童委員、または 江南区社会福祉協議会に連絡

締

令和元年10月31日
（木）

切

バス停や横断歩道付近の適当な場所に
除雪用スコップを設置し、バスや信号待ち
の人たちから除雪に協力いただく運動で
す。地域でお互いのおもいやりと助け合い
の心を育む活動の一環として実施し、今年
で２５年目を迎えます。
皆さまからのあたたかいご協力をお願
いいたします。

③障がい者世帯
④見守りが必要な世帯

※民生委員児童委員を通じて、申請及び受け渡しを行います。

※一人暮らしの方が玄関先で倒れており、救急隊員が、駆け付け
た際に緊急情報キットがあり、ご親族への連絡がすぐにできた
ケースが江南区でもありました。

目印は、2ヶ所のきらりんシールです！
シールは発見しやすいよう、❶玄関の内側及び❷冷蔵庫の扉の2ヶ所に
必ず貼ってください。玄関の内側にシールが貼られていないと、救助者
や緊急事態発見者が、
「緊急情報キット」があることに気付きません！

きらりん

新潟市

江南区社会福祉協議会

❶玄関の内側

新潟市

きらりん

江南区社会福祉協議会

❷冷蔵庫の扉

※悪用防止のため
必ず内側に
貼ってください！

新潟市

きらりん

江南区社会福祉協議会

設 置 期 間 令和元年１２月１日〜令和２年３月下旬
設 置 場 所 バス停や横断歩道付近

※シールの破損や粘着性の低下、紛失、
または新規情報用紙が必要な場合等は、新しい
シール、情報用紙を送りますので、江南区社会福祉協議会までご連絡ください。

はるみどり協議会
ご紹介

8号

ブ
りクラ
ひまわ 紹介
ご

江南区はるみどり協議会

10号 亀田ひまわりクラブ第3

〜あおぞらポコレーション〜

□
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

亀 田 ひまわりクラブ 第３
は、亀田小学校体育館脇に
ある建物の２階にあります。
クラブでは、ホール全体
を使って運動遊びに力を入
れています。毎日多くの子
どもたちが参加しています。
人気はドッジボールです。投
げる順番や、両手投げや片
手投げなど、低学年も高学年も楽しく安全にできるようにルールを守っ
て活動しています。
夏休みは、朝から長い時間をクラブで過ごすので、いつもの遊び
のほかに、工作やボードゲーム、立体迷路、ジグソーパズル等、じっ
くり取り組める遊びを増やしました。その結果、学年を超えた遊びの
輪が広がっていきました。区社協をはじめ、地域からご協力もいただ
き、薬剤師の方からお薬教室、ボラ
ンティアの昔語り、スクールサポー
ターの方の防犯教室、ヤクルトのお
なか元気教室、移動児童館と普段で
きない様々な体験を楽しむことがで
きました。
これからも、ひまわりクラブにかか
わってくださる皆様と連携しなが
ら、安心安全に過ごせるように支
援していきたいと思っています。

あおぞらポコレーションは
「楽しく働き、楽しく暮らそう」
をめざし
て活動している障がい者就労支援施設です。施設外の企業様に出
向いて働いています。ここでは４つのグループを紹介させていただ
きます。

クロスウェーブ洗浄事業部

（応用電業社様より）

小松菜調整事業部

（坂井ファームクリエイト様より）

青果物加工事業部

（新潟市中央卸売市場

角三青果様より）

久遠チョコレート新潟

（新潟市上古町商店街にて
チョコレート製造、販売）

18歳〜 75歳くらいまでの幅広い年齢の方が働いています。一緒
に働く仲間を募集中です。お問合せ、見学、相談をお待ちしています。
お気軽にご連絡ください。
あおぞらポコレーション 石井

TEL 025-280-7655

❸

令和元年度

江南区民福祉大会

毎月 第３金曜日は
「ボランティアサロンの日」

地域福祉推進フォーラム 〜地域で子育て 見守る目、見守る心〜
日 時
会 場

令和元年

10月19日（土）午後1時〜午後4時（開場午後0時30分）

江南区文化会館 音楽演劇ホール

どなたでもお気軽にお越しください

（新潟市江南区茅野山3丁目1番14号）

第1部 社会福祉功労者表彰式（午後1時〜）
第2部 フォーラム（午後1時20分〜）

基調講演 「 ななめの関係が人・まちを育てる

〜他育て、他孫（たまご）育てのすすめ〜」

講師

棒田 明子 氏

時 間

毎月第３金曜日 午後２時 〜 午後４時

会 場

江南区福祉センター
１階ボランティアルーム

内 容

ミニ講座と茶話会

NPO法人 孫育て・ニッポン理事長

申込不要
出入り自由♪

誰かとつながりたい
まずは仲間を
作ることから
はじめませんか？

ミニ講座の予定

パネルディスカッション

劇：嫁ぐ前夜〜結婚式、スコップ三味線、フラダンス他

１０/１８
（金） （末広座）

コーディネーター 棒田 明子 氏

パネリスト 湯田昭子 氏（江南区民生委員児童委員連絡協議会 副会長・主任児童委員）
本間ひとみ 氏（新潟市ファミリー・サポート・センター 提供会員）
山本卓也 氏（江南区小中学校PTA連絡協議会 会員）

主催 新潟市・新潟市江南区社会福祉協議会
共催 江南区小中学校PTA連絡協議会

骨粗しょう症の原因と骨を丈夫にするために

11/15（金） （新潟中央ヤクルト販売株式会社）

申し込み及びお問い合わせ
江南区社会福祉協議会 TEL 025-250-7743

クリスマス手品

12/20（金） （プロフェッサーマサト）

※江南区小中学校PTA連絡協議会研究大会と併せての開催となります。

で集える場所〜
〜笑顔

地域包括
支援センター
ご紹介

高齢者の
総合相談窓口のご案内

オレンジカフェぷらむ
（認知症カフェ）

江南区には高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、大江山と横越、
曽野木と両川、かめだの3カ所に地域包括支援センターが設置されています。高齢
者の方に関してお困りのことがあれば、なんでもご相談ください！

〒950-0125 江南区亀田新明町1-2-3

午後１時３０分 〜 午後３時３０分

時間
開催日
内容

●いろいろな相談ごと
・ 近所に住む一人暮らしの高齢者が、最近姿が見えなくて心配
・ 近所にある高齢者のサークルを知りたい など

講演

●介護や健康について

に
気軽
て
参加し か
ん
みませ

亀田地区コミュニティセンター

場所

令和元年 10月 20日（日） これからも元気に過ごせる食事について
令和元年 12月 15日（日） みんなでクリスマスケーキをつくりましょう！
令和2年 1月 19日（日） 参加者からの特技披露
令和2年 2月 16日（日） ピアノ演奏 一緒に歌いましょう！

認知症の僕が皆に伝えたいこと

質問コーナー 〜丹野さんに何でも聞いてみよう〜

講師 丹野 智文さん

日時：令和元年 11月 17日（日）午後1時30分〜午後3時30分
会場：江南区福祉センター2階 多目的ホール

・ 介護保険を利用したい、申請をしたい
・ 体調が悪く、寝たきりへの不安がある
・ 今の健康を維持したい など

参加費

●高齢者の権利を守ることについて

200円 お茶、
コーヒー、お菓子付き

江南区在宅医療・介護の区民公開講座

・ 振り込め詐欺の被害にあってしまった
・ 虐待にあっている高齢者を知っているが、どうすればよいかわからない など

新潟市在宅医療・介護連携推進事業

テーマ

成年後見制度とは？？ 〜将来のお金の管理考えてみませんか〜

成年後見制度とは認知症等で判断能力が衰えてしまった方やまたは判断能力の衰えに備えて代理
人をたてることができる制度です。地域の皆さんからのご参加をお願いします。

地域包括支援センター

地域包括支援センター

曽野木両川

かめだ

江南区丸山ノ内善之丞組352番地3

江南区鍋潟新田382番地

江南区早通6丁目7番34号

大江山・横越

☎025-278-7860

お問い合わせ先
編集・発行

☎025-280-3636

〜

理念

新潟医療福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科

日時

令和元年11月9日
（土） 午後2時 〜 午後3時30分

場所

江南区福祉センター2階 多目的ホール

申し込み

准教授

渡邊 豊 様

10月31日
（木）
までに下記へ電話またはＦＡＸにてお申込みください。

新潟市在宅医療介護連携ステーション江南（亀田第一病院内） Tel 025-383-6780 Fax 025-382-7311

☎025-383-1780

見逃さず 受けとめ つなぎ 共に創る社協 〜

社会福祉法人
新潟市社会福祉協議会

〇住所：〒950-0155

地域包括支援センター

講師

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、江南区社協だよりが届いていない世帯の郵送を希望される方は、当会までお申込みください。

❹

