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41号
きらりん

ボランティアきっかけづくり講座

①

視覚障がい者の暮らしとサポートを知ろう！
（月）10：00～12：00
日時： 令和2年2月17日（月）10：00～12：00
内容：

★視覚障がい者の暮らしを知る
★誘導の仕方
★ボランティアの種類・心得

ボランティアきっかけづくり講座

②

令和2年2月28日（金）13：30～15：30
★ボランティアを始めたきっかけと活動の様子
★心の趣くまま描いてみましょう！
★ボランティアの種類・心得

会場
対象

江南区福祉センターきらとぴあ ２階 会議室
ボランティアに興味のある方 各先着２０名
※当日は動きやすい服装でお越しください

申込み

江南区社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター

☎

025-250-7743

偶数月 １日 発行
江南区社会福祉協議会

「絵と手紙をきっかけに楽しく
ボランティア！」
日時：
内容：

〈発行日〉
令和2年2月

担当：若山・髙橋

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@syakyoniigatacity.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

申込み不要！無料です！出入り自由です！

①骨の強度チェックについて
②肌年齢について
③ＡＧＥs（終末糖化産物）について
共創未来市民薬局 山寺徹先生

【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

２０２０．２．１ （ｖｏｌ.４１）

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3月16日(月)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
江南区福祉センター 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？

◆説明会◆
日時・会場

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

2月14日（金）13：30～15：00 江南区福祉センター
3月16日（月）13：30～15：00 横越地区公民館

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3月31日（火）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

お知らせ
令和2年度ボランティア登録 の
受付をはじめます！

３/2（月）
同時受付開始！

ボランティア登録すると。。。(⋈◍＞◡＜◍)。✧
この情報誌「サロン・ド・ボラ」等の情報を
お届けします。
ご希望の活動依頼があった場合、ご連絡して
調整します。
空いているときに無料でボランティアルーム
を使えます。
年度ごとの登録となります
ので、継続して活動される
団体、個人のみなさんも登
録をお願いいたします。

問合せ 江南区ボランティア・市民活動センター

令和2年度ボランティア活動保険の
受付をはじめます！

ボランティア活動保険は、日本国内でのボラン
ティア活動中の事故によるケガや損害賠償を補償
する保険です。ボランティア登録と同時に保険に
加入して、安心して活動しましょう！
継続して活動される団体、個人のみなさんも準
備をお願いします。
加入プラン

基本プラン

天災・地震補
償プラン

保険料 ３５０円 ５００円

令和２年度
より二つの
プランに変
更です

他に、地域福祉活動やボランティア活動の様々な行事に
かける「ボランティア行事用保険」もあります。
問合せ 江南区ボランティア・市民活動センター

貸し出し
車いすの貸し出しをしています！
目

的

緊急または一時的（遠方への外出等）に車いすが必要な方に貸し出しています。

利用できる人

江南区内に居住し、日常生活において車いすを必要とする方や福祉活動を行う団体
等、会長が適当と認める方。
※緊急時を除き介護保険制度の福祉用具貸与サービスを優先します

貸出期間

１カ月（延長は要相談）

利用料

無料

申込方法

江南区ボランティア・市民活動センターにお問い合わせください。

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
２月１６日（日）１３：３０～15：30

ピアノコンサート♪
３月１５日（日）１３：３０～15：30

笑いヨガ♪
会場
対象
参加費
問合せ

申込み不要です！気軽に
参加してみませんか？

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
☎090-4946-1816 神田

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♪

地域の茶の間・いきいきサロ
ン・子育てサロン交流会の開催をします！
令和元年度

日時
会場
内容

令和２年3月3日（火）13：30～15：45
江南区福祉センター ２階 多目的ホール
①民謡披露 五葉会様
②笑いヨガ 村山昭子様
③申請様式・ボランティア
保険様式の配布と説明
④交流会
※案内は対象の皆様に直接お送りいたします。

問合せ 江南区社会福祉協議会（担当：髙橋）

ボランティアグループの紹介コーナー
（タペストリー）を設置しています！

予告

日時

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はがきサイズの紙でお
伝えしています！

3月１７日（火）
１３時３０分～１５時４５分

会場

江南区福祉センター
２階 多目的ホール

ご自由にお持ち
いただきご活用
ください！

使用済み切手の収集
ボランティア

内容 腸トレで元気にボランティア♪
活動紹介、情報交換＆交流会
※案内は対象のみなさんに直接お送り致します
江南区社会福祉協議会出入口

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✿

2月21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

☆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

★二色そぼろ弁当 ※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 025-383-8432
fax 025-383-8526

ボランティア活動の様子・

施設ボランティア

おもちゃ病院

餅つき大会

福祉教育

【編集後記】今回の紙面で紹介させていただきました“きっかけづくり講座①②”ですが、「どんなきっ
かけでボランティアを始めたの？」「これもボランティアなんだ！」など、まずは知ることから始めて、
やってみよう！と一歩踏み出し、自然にボランティア活動ができる人が増えたらいいなぁという思いで開
催します。ボランティア活動は、やさしく言うと「自然な思いやりのやりとり」ということでしょうか。
私が子供のころ経験した、ベルマーク集めや近所のイベントのチラシ配りなど、わくわくしながらできる
ボランティア情報をみなさんにお伝えしていけたらと思います。今年もよろしくおねがいします。 若山

