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江南区民福祉大会を開催しました！

偶数月 １日 発行

10月19日（土）に今年度は「子育て」に焦点をあて、子育てを地域全体で見守
り、支え合うことの必要性を考える機会として開催いたしました。
第一部では、江南区における地域福祉の増進に貢献し、功績のあった方を表彰し
ました。
第二部では、ＮＰＯ法人孫育てニッポン理事長の棒田明子氏から「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～と題して講演をし
ていただきました。
パネルディスカッションでは、民生委員児童委員・ファミリーサポートセンター
提供会員・小中学校ＰＴＡ連絡協議会会員から活動状況と今後の地域の目指す姿を
話していただきました。これからもお互い様の気持ちで子育てを見守り、助け合う
地域づくりを進めていきたいと思います。

参加されたみなさまの声
いろいろな立
場からお話が
きけてとても
有意義な時間
を過ごすこと
ができた

改めて子ど
もたちは地
域の方々に
見守られて
成長してい
ると思った

自分自身も、
もう一歩踏み
出す勇気を持
ちたい
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【開所時間】
月曜日～金曜日
８：３０～１７：１５

“ほめる”と
“認める”の
違いから認め
ることの大切
さに気づいた

【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！

クリスマス手品
♬マジックお楽しみ体験♬ プロフェッサーマサトさん

認知症サポーター養成講座
♬認知症に関する知識と理解♬

神田和美さん

【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

２０１９．１２．１ （ｖｏｌ.４０）

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

令和2年1月15日(水)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
曽野木連絡所 会議室
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
予約いりません。
ボランティアのはじめの
一歩としておすすめです

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
などでサポート活動を始めてみませんか？
主にお手伝いとして話し相手、レクレーションの補助
などを行います。まずは登録説明会に参加してみません
か？

ポイント還元制
翌年度最大5000円の
交付金が受け取れます

◆説明会◆
日時・会場

12月 9日（月）13：30～15：00 横越地区公民館
1月21日（火）13：30～15：00 曽野木地区公民館
2月14日（金）13：30～15：00 江南区福祉センター

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

令和2年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
問合せ 江南区ボランティア・市民活動センター

色々なボランティア
をされている方のお
話も聞けます♪

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

メンバー募集

支援してくださる
ボランティア募集！

ボランティア行きます❕
カラオケで懐かしい歌を歌いましょう

やってみよう！サウンドテーブルテニス♬
みんな知ってる？ ＳＴＴ（サウンドテーブルテニス）
視覚障がい者も行える卓球です。ネットの下が開
いており、そのネットの下にボールを通して転がし
ます。音をたよりにしてラケットにあてる競技です。

【活動日時】
毎月第1・3火曜日
【活動場所】
新潟ふれ愛プラザ 2階 卓球室
【問合せ】

皆さんのリクエストにお応えして、一緒に楽
しく歌います♬
地域の茶の間、施設などへ出向いて歌います。
ご利用者さんをはじめスタッフの方も一緒に
なって楽しい時間を過ごしませんか？

カラオケ道具お
持ちします！

サウンドテーブルテニスを広める実行委員会

加

℡090-2212-4674

問合せ 田中俊男＆ブルースカイズ
090-3148-6686

収集ボランティア
使用済み切手を集めています！
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
◆受付箱設置場所◆
江南区ボランティア・市民活動センター

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♡
ご家庭、農家、企業で寄付できる保存可能食品を
集めています。フードバンクにいがたは、福祉施設
や生活に困っている方に集めた食品を寄付する活動
をしています。
◆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

催し物
地域の茶の間「お～うん」

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

～笑顔で集える場所 認知症カフェ～

オレンジカフェぷらむ
日

時

内

容

お茶出しなどのお手伝い
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♪

ボランティアグループの
作品が展示されました！

12月15日（日）13：30～15：30
みんなでクリスマスケーキを作りましょう🎄

開催場所 亀田地区コミュニティーセンター
申込み不要です！気軽に参
加してみませんか？

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

１０月１８日（金）の売店はる
みどり特別企画“Ｍｙアートコ
レクション”に、絵と手紙の会
にじいろのメンバー作品が展示
されました。
作品からは、日ごろ施設等で
心趣くまま描くボランティアを
楽しんでいらっしゃる様子が伝
わります。
ボランティアルームにしばら
く展示させていただきますので
皆さんご覧ください。

一緒に楽しむメン
バー募集中！

ご報告

ご報告

７月７日（日）のひき
こもり支援セミナーで居
場所づくりメンバーを募
り、9月10月とひきこ
もりの方等が一歩あゆみ
だすためにどんな居場所
を求めているのかなどを
話し合いました。
江南区に誰でも気軽に行ける居場所があるこ
とで、少しでも前向きな気持ちになって更なる
ステップアップの一つにつながるような居場所
にしたいと考えています。

９月２９日（日）に三条市社会福祉協議会総務管
理係の係長 鍋嶋弘樹氏をお迎えし、協働型災害ボ
ランティアセンターの運営意義や活動内容等を分か
り易くお話しくださいました。
災害ボランティアセンターとは、被災地支援を行
うために集まるたくさんのボランティアさんを、効
率的に活動してもらうために設置される拠点です。
近年、自然災害が多発する中、
地域や様々な団体との平時にお
ける顔の見えるお付き合いが、
より良い支援につながることを
学びました。

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✿

12月20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
★豚丼

問合せ・お弁当ご予約

☆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

特定非営利活動法人えんでば
山本 美幸

電話 025-383-8432
fax 025-383-8526

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

芸能ボランティア

街頭募金ボランティア

大正琴のボランティア

【編集後記】今年もあと少しですね。先日高齢者施設でボランティアさんから大正琴の演奏を披露
していただきました。紅葉の季節にふさわしい“赤とんぼ”に始まり、最後“ふるさと”を歌った
頃にはたくさんの方が涙されていました。ボランティアさんの「誰かの役に立ちたい」「楽しい時
間を共に共有したい」と言う、志を同じくした方々の思いが形になったひと時でした。来年は四季
折々の風景がゆっくり眺められるような災害のない穏やかな年になることを願っています。 若山

