江南区ボランティア・市民活動センター

サロン・ド・ボラ

情報紙

第３9号
きらりん

令和元年度

江南区民福祉大会

地域福祉推進フォーラム

入場
無料

～地域で子育て 見守る目、見守る心～
日時

令和元年１０月１９日（土）13：00～16：00

会場

江南区文化会館 音楽演劇ホール

申込問合せ

１０月１０日（木）までに市役所コールセンター
電話

025-243-4894（8：00～21：00）

｜第１部｜社会福祉功労者表彰式（13：00～）
｜第２部｜フォーラム（13：20～）
基調講演

パネルディスカッション
コーディネーター
パネリスト

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）
ＦＡＸ：０２５-２５０-７７６１
Ｅ－ｍａｉｌ：
v-kounanku@syakyoniigatacity.or.jp

～他育て、他孫（たまご）育てのすすめ～」

明子（ぼうだ

偶数月 １日 発行

ＴＥＬ：０２５-２５０-７７４３

「ななめの関係が人・まちを育てる
講師：棒田

〈発行日〉
令和元年10月

あきこ）氏

ＮＰＯ法人孫育て・ニッポン理事長

棒田 明子 氏
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

【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

申込み不要！無料です！
出入り自由です！
情報がほしい！誰かと繋がりたい！ ミニ講座＆茶話会の交流の場です♪

ボランティアサロン

14：00～16：00
劇 嫁ぐ前夜～結婚式 スコップ三味線 フラダンス他
末広座

14：00～16：00
骨粗しょう症の原因と骨を丈夫にするために
新潟中央ヤクルト販売株式会社

【発送協力】
個人ボランティアの皆さん

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
２０１９．１０．１ （ｖｏｌ.３９）

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
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
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！

活動日時は無理のないよう調整いたします
◆協力会員 入会説明会◆
日時
内容
対象
会場
問合せ

11月15日（金）１３:３０～１５:００
活動内容・入会手順
江南区にお住いの方どなたでも
横越出張所 コミュニティルーム
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

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♪

ちょっと気軽にお手伝い

元気力アップ サポーター募集

情報発送作業ボランティア募集

ご自身の介護予防と生きがいづくりを目指して、
施設などでサポーター活動を始めてみませんか？
まずは登録説明会を覗いてみませんか？

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

◆説明会◆
日時・会場
10月18日（金）13：30～15：00 曽野木地区公民館
11月12日（火）13：30～15：00 江南区福祉センター
12月 9日（月）13：30～15：00 横越地区公民館

11月29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
問合せ 江南区ボランティア・市民活動センター
☎０２５-２５０-７７４３

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

報告
ボランティア受入施設担当者研修会

ボランティア行きます❕
タオル体操と遊びの健康講座

を開催しました！
８月２６日（月）に福祉施設等でのボランティア
受入担当者を対象に開催しました。新潟医療福祉大
学の渡邊豊准教授からは他区の実例を画像でご紹介
いただき、理論的で大変わかりやすかったと大好評
でした。また、ボランティア活動者である佐藤さん
のインタビューからは、「施設の方々と共に盛り上
がっていくことが必要。ボランティアするときは笑
顔で接することを心掛けたい」など、ボランティア
側からの生の声を伝えることができました。

膝、肩、腰が痛い、気分がすぐれない方、認知
症や寝たきり予防をしたい方に、タオル体操、
自助互助体操、風船や玉入れの遊びを入れた健
康講座を行います。地域の茶の間、サロン、自
治会、コミュニティ協議会、老人会などの集ま
りで、ぜひご活用ください！
※持ち物はありません。
講師：大西 曉美（劇団あかつき）
コミュニティオーガナイザー
参加費 100円/1人 ※１０名以上で申込受付ます加
問合せ 劇団ＢＯＢＬＥＥＤ
賀優 070-6671-4088

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！

金属がついている
不要の入れ歯を集めています！

もぐら工房

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】
・毛布 ７枚
①熱湯をかけて消毒して下さい
・ノートと鉛筆 ４６人分
②新聞紙に包みビニール袋に
・使い捨て注射器３５０本
入れて下さい
・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
【回収箱設置場所】
江南区福祉センター内
江南区ボランティア・市民活動センター

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
江南区ボランティア・市民活動センター

催し物
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」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。
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11:00まで）
★お弁当持参も可能です
問合せ ：お～うん ☎０２５-３８５-４４０４

ボランティア募集！

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♪

～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

１０月２０日（日）13：30～15：30

日

時

内

容 これからも元気に過ごせる食事について

日

時

内

容

開催場所 亀田地区コミュニティーセンター
日

時

１2月15日（日）13：30～15：30

日

時

みんなでクリスマスケーキを作りましょ
う！
亀田地区コミュニティーセンター

開催場所

開催場所

11月17日（日）13：30～15：30
講演：認知症の僕が皆に伝えたいこと
講師：丹野智文さん
質問コーナー
～丹野さんに何でも聞いてみよう～
江南区福祉センター
２Ｆ 多目的ホール

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

★催し物★

はるみどり
開催日時
場所
内容

✿障害者施設で作成した商品を販売いたします✿

10月18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】
★江南区の特産品販売
★おこわ弁当

☆野菜や果物の販売☆
採れたての新鮮野菜や果物をご用意しています。
数に限りがございますのでお早めにご来場ください

※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
山本 美幸

電話 025-250-0200
ＦＡＸ 025-383-8526

「特別企画 Ｍｙアートコレクション」 同時開催
みなさまからお預かりしたステキなアートの展示を行います。
美しく珍しい作品に心癒されてみませんか？

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

地域の茶の間お～うんの説明

視覚障がい者の日常を知る

めぐみこども食堂のテント張り

認知症サポーター養成講座

サンライフ舞のお祭り説明

高齢者疑似セットをつけて豆つかみ

【編集後記】「ボランティアをしたことがなく様子がわからないので参加するふんぎりがつかない
のですが。。。」と相談がありました。参加することに、はじめはためらいを感じる人は少なくあ
りません。多くの団体では見学を受け入れていますので、一度活動の様子をみてから参加を検討す
るのもいいと思います。「活動を始めてみたら、事前に考えていたものと違った」という場合もあ
ります。ボランティアに興味のある方、連絡調整いたしますのでお気軽にお声掛けください。若山

