令和 2年 10月 11日 発行

江南区社協だより

編集・発行
社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

RO

CO

CO

江南区社会福祉協議会

37

No.

http://niigatakounanku-syakyo.jp/

コロナ禍での取り組みについて

江南区社会福祉協議会の

マスクでつながろうプロジェクト 〜新しい「つながり」の形・マスクを通じた支え合い〜
手づくりマスクや家で眠っている未使用マスクなどを集めて、
必要としている区民、地域の茶の間、施設等、
マスクが手に入
りにくい方々へ、
マスクを通じて「支え合いの心」をおつなぎし
ています。

新潟向陽高校
ボランティア部の手づくりマスク

手作りマスク
ボランティアさん

亀田東小学校PTAさんから
生地の寄付

色々な活躍の場があります！ ぜひお問い合わせください。

普段の暮らしの中で、
何かお困りごとや不安はありませんか？
新型コロナウイルス感染症により、
不安な日々を過ごしている方が多くいらっしゃる
と思います。今まで当たり前にできていたことができなくなり、
「人と人とのつながり」
が
断たれてしまったことで、
様々なストレスを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

例えばこんな困りごとはありませんか？

色々なことが自粛になり、
心もからだも不調。
なんとなく不安な毎日…。

家族のことで相談したいけど、
どこに相談したらいいのか
わからない。

ゴミ出しや除雪が大変になってきた。
誰かに手伝ってもらえると
助かるんだけど…。

江南区社会福祉協議会では、皆様の困りごとに対し、地域住民の皆さん、専門機関
（福祉ー医療ー介護）、行政機関など様々な方と連携することで、困りごとの解決を
目指します。どんな小さなことでも構いません。お気軽にご相談ください。

1．話し合い
リメイクでサイ
ズ変更したり、
季節感を出した
り、親子コーデ
も楽しいね♪

2．社会貢献

目的の共有
周知の仕方
配布先の検討

集める
必要な素材の提供
ボランティア募集

支え合いの計画

社会貢献、人との協働

4．支援

3．活躍の場

届ける

つくる
ボランティアの活躍や
訪問活動のきっかけ

新たな課題の気づき
（年齢による衰え）、
閉じこもり等

各専門機関
との連携

コロナとうまくつきあうために！！
地域の茶の間・いきいきサロン・子育てサロンwithコロナ

「地域の茶の間・いきいきサロン」
とは、
子
どもから高齢者まで障がいのあるなしに関
わらず誰もが参加できる居場所です。
「新しい生活様式」
を重視し、
「三密」
にな
らない活動や運営を検討しコロナ対策をし
ながら地域の茶の間・いきいきサロンを実
施しています。
江南区自治協議会が作成
したほっこりマップ（地域
の茶の間マップ）を全世
帯配付する予定です。

開催にあたっては、
●体温測定・健康チェック
●手洗い・うがい
●マスク着用・咳エチケット
●手で触る場所の消毒
●換気
など気を付けています。

宅配/生活支援サービスガイドブックの作成に取り組んでいます！
ガイドブックの活用と

②注文受付
③宅配/サービスの提供

①電話注文
④宅配/サービスの利用

しては、宅配/生活支援

支え合いの地域づくり
〜見守りのネットワーク〜

サービスの利用だけで
なく、利用する方・事業

「江南区宅配/生活支援
サービスガイドブック」
登録店を募集します。
ぜひ、ご連絡をお待ち
しております。

者・関 係 機 関 が 連 携
し、見守りのネットワー

⑤関係機関へ連絡

クができることを目指
しています。

⑥状況に応じた
支援を行う

・区役所
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会

利用者の方の気になる事
例えば…
・お弁当の食べ残しがある
・部屋がモノであふれている

宅配や御用聞きなどをしてくれるお店の一覧「江南区宅配/生活支援サービスガイドブック」を作成することで、サービスを必要として
いる人の助けになればと考えます。ガイドブックには、食材・弁当・日用品・灯油などの宅配サービス、掃除や買い物などの生活支援
サービス、家電製品の修理や住宅改修、出張理美容など、生活が便利になるお店の情報を掲載する予定です。

❶

〜みんなで、ささえあい安心して暮らせるまち「江南区」〜
令和2年度事業計画
重点目標

令和2年度

①地域福祉活動の推進

②見守り生活支援の推進

④広報・啓発活動の推進

⑤組織運営の充実強化

予算

事業収入
1,122,000円

入ってくるお金
令和2年度収入の内訳

令和元年度
※雑収入
316,000円

繰越金収入
554,000円

収入

会費収入
4,812,308円

受託金収入
2,769,669円

寄付金収入
25,000円

お金の使い道
令和2年度支出の内訳

地域福祉
活動推進事業
5,531,000円

運営費
5,378,000円

住民参加型
有償福祉
サービス事業
1,234,263円

ボランティア・
市民活動事業
978,000円

期間：１０月１日〜１２月３１日

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根
共同募金運動

赤い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、子

地域福祉
活動推進事業
5,019,567円

支出

支出

運営費
20,967,701円
5,324,456円
見守り・
生活支援事業
5,709,308円

見守り・
生活支援事業
6,612,000円

令和2年度 新潟市社会福祉協議会
事業計画・予算
令和2年度事業計画
重点目標

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
気持ちがたすけあいの輪を広げる

①支えあい、助けあい、育ちあう住民主体の地域づくり
②地域のあらゆる生活課題の解決に向けた
新たな社会資源の創造と支援システムの構築・実現
③住み慣れた地域での暮らしを支える在宅サービスの推進
④地域住民に信頼され、安定した法人経営
共同募金配分金収入
1.2%

会費収入
1.7%

その他収入
5.6%

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。
令和２年度赤い羽根共同募金 新潟市江南区

11,890,000 円
7,790,000 円
4,100,000 円

ボランティア・
市民活動事業
730,683円

広報・啓発事業
1,291,474円

地域の茶の間の開催

どもたちなどへの、地域の福祉活動を支援する

立っています。みなさまの優しい

補助金収入
3,825,340円

繰越金
1,657,950円

災害ボランティア
センター設置訓練

20,998,000円

❷

20,967,701円

お金の使い道
令和元年度支出の内訳

江南区民福祉大会の様子

歳末たすけあい募金

収入

共同募金収入
5,787,575円

※負担金+まごころ会費
+貸付利息+基金

住民参加型
有償福祉
サービス事業
1,321,000円

一般募金

寄付金収入
226,986円

補助金収入
4,625,000円

共同募金収入
6,228,000円

募金目標額

繰越金収入
1,755,000円

入ってくるお金
令和元年度収入の内訳

事業収入
1,090,245円

20,998,000円

広報・啓発事業
1,178,000円

決算報告

雑収入
700,578円

会費収入
4,932,000円

受託金収入
3,196,000円

企業、学校、地域の皆
様からもご寄付をい
ただいています。

③ボランティア・市民活動の推進

事業収入
4.2%

障害福祉
サービス等
事業収入
10.0%
新潟市等
からの
補助金収入
12.3%

収入計
4,826,392
千円
受託金収入
34.8%

助成金支出
1.6%

事務費支出
2.0%

その他支出
2.2%

法人運営
人件費支出
9.9%

介護保険
事業収入
30.3%

事業費支出
20.5%

令和2年度予算

支出計

介護事業
人件費支出
33.7%

4,826,392
千円
受託事業等
人件費支出
30.1%

※収入・支出割合で四捨五入の関係上、100％にならない場合があります。

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︒

令和2年度 江南区社会福祉協議会 事業計画・予算

■江南区心配ごと相談所 来所または電話相談︵予約不要︶

緊急情報キット配布のご案内

目印は、2ヶ所のきらりんシールです！

江南区社会福祉協議会では見守り生活

新潟市

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

江南区社会福祉協議会

支援事業の一環として、70歳以上の一人

❶玄関の内側

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

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！

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。また、情報用

新潟市

きらりん

江南区社会福祉協議会

紙の内容は随時修正し、最新の状態に更新願います。情報用紙が追加で必要
な方はご連絡ください。

対象世帯
申請方法

日毎週木曜日
︵祝日を除く︶午後１時〜４時

締

切

①70歳以上の一人暮らし世帯

③障がい者世帯

②70歳以上の高齢者のみ世帯

④見守りが必要な世帯

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
※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。

※シールの破損や粘着性の低下、紛失等があった場合は、新しいシールをお渡ししま
すので、江南区社会福祉協議会までご連絡ください。
※一人暮らしの方が倒れており、救急隊員が、駆け付けた際に緊急情報キットがあり、
ご親族や関係機関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。

令和2年10月30日（金）

おもいやりのひとかき運動
バス停や横断歩道付近等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。
「ひとかきの除雪」の協力を呼びかけることで、地域のおもい
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26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。
設置期間

令和2年12月1日〜令和3年3月下旬

設置場所

場江南区福祉センター

おせち料理
配食のご案内

問江南区社会福祉協議会︻相談専用電話︼☎０２５・２５０・７８２３

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地域の民生委
員児童委員が訪問し、安否確認や孤独感の解消を図ることを目的
に友愛訪問等の見守り活動が行われています。

バス停や横断歩道付近

江南区社会福祉協議会の取り組み紹介

～福祉教育～

江南区社会福祉協議会では、地域の福祉課題の発見や共有、解決に
向けた取り組みができるようお互いに地域で助けあいながら、
よりよく
暮らす共生力を育む福祉教育を学校・地域・企業等で実施しています。
亀田東小学校5年生の総合学習の授業にて、
「福祉講話」
と
「ユニバー
サルデザインとバリアフリー」
のお話と新潟県視覚障害者福祉協会の
木村理事長様から
「視覚障がいについて」
、地域包括支援センターかめ
だ様からは
「認知症サポーター養成講座」
の授業を実施しました。

年末の12月には歳末たすけあい運動の一環として、
「歳末たす
けあい募金」の配分金で、あたたかいお正月を迎えていただくた
め、声掛け・安否確認を兼ねて
「おせち料理」
をお届けしています。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、新しい生活様式により配食いたします。

対象世帯

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3年3月31日までに75歳になる方
※12月30日（水）の午後1時から3時の間で
おせち料理を受け取れる方

配 食 数

１世帯につき１食

配 食 日

12月30日（水）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

申込期限

令和2年11月30日（月）

子ども達からの感想
〇街中には、
利用する人全員に優しい工夫があったり、
認知症の人を支え
る仕事がある事が心に残りました。
〇ふくしの言葉は
「ふだんのくらしのしあわせ」
なので、
困っている人がい
たら助けたいと思います。
〇視覚障がいの方からの話しを聞き、
「お手伝いすることはありません
か。」
と声をかけたいと思いました。
〇
「認知症になっても自分らしく」
を合言葉にしていきます。
学校や地域団体（コミュニティ協議会・自治会等）、企業等のボランティ
ア学習や福祉体験について相談に応じています。コロナ禍において工夫し
ながら実施しておりますので、ぜひお声掛けいただければと思います。

❸

江南区民福祉大会 地域福祉推進講演会

令和２年度

〜障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり「これからの発達障がい児者支援を考える」〜
日時

令和2年11月28日（土） 午後2時から午後3時30分

会場

江南区文化会館 音楽演劇ホール（江南区茅野山3丁目1番14号）

内容

第1部 社会福祉功労者表彰式（14：00〜）

共催

新潟市江南区・新潟市江南区社会福祉協議会

第2部 講演会（14：30〜）

申し込み及び
お問い合わせ

人を育てて地域が育つ
〜発達の視点で発達凸凹に対応する方法を知ろう〜

講師：発達クリニックぱすてる

江南区
在住の方

掃除・洗濯・調理

医師

買い物・話し相手

和田有子

氏

江南区社会福祉協議会

TEL：025-250-7743

Mail：s.kounan@syakyo-niigatacity.or.jp

ゴミ出し・薬取り

住民同士の助け合い活動！

福祉サービスリボンの会

地域のため、だれかのため、出来ることからはじめてみませんか？
“自分らしく暮らしたい” と願う 高齢者や障がいのある方の掃除や調理などの
家事援助をしてくださる方を募集しています。
活 動

原則 月曜〜金曜 9：00〜17：00 の空いている時間

謝礼金

700円/時間

年会費

年度毎に 1500円

活動内容は無理なくできることをお願いします
会
ンの
リボ
員
会
協力

集
大募

自家用車使用の場合 1キロ×20円

交通費

1日に1時間、週に2〜3回程度で
活動されてる方が多くいます！

活動日時は無理なく調整いたします
お互い様の気持ちで活動しています
利用者を自家用車に乗せることはありません

初回の活動日にはコーディネーターと一緒に訪問するので安心です

詳しくは リボンの会事務局 までお問い合わせ下さい TEL

地域包括支援センターご紹介

025-250-7768
令和2年2月~令和2年9月

認知症サポーターになりませんか
●こんなことありませんか？

同じことを何度も言うと周囲から指摘される。

みなさまのご寄付と
ご支援に感謝いたします。
江南区の地域福祉に役立てて欲しいとあたたかなご寄付をいただきました。

置き忘れやしまい忘れが増え、よく探しものをする。

寄付金

好きだった趣味などへの興味がなくなった。
認知症は誰でもなる可能性のある病気です。

山﨑孝之 様

認知症への対応はその人ごとに違い、様々な配慮が必要です。

807,716円

●認知症を理解し、備えましょう

グループを対象に、認知症について楽しく学べる出張講座「認知症サポーター養成講
座」を行っています。認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して、あなたも認
知症の人やその家族の「応援者」になりませんか？
講座をご希望の方は下記までお問い合わせください。
地域包括支援センターでは、地域の高齢者に関する様々な相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。
地域包括支援センター大江山・横越
江南区三百地2312番地1

☎025−278−7860

お問い合わせ先
編集・発行

〜

地域包括支援センターかめだ
江南区早通6丁目7番34号

☎025−383−1780

法人理念

☎025−282−7295

ユニー(株)「小さな善意で大きな愛の輪」運動 アピタ新潟亀田店 様

41,115円

横越忠誠クラブ 様

30,000円

新潟県労働金庫 東新潟支店 様

30,000円

寄付物品
ユニー(株) アピタ新潟亀田店 様 令和2年8月

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曽野木両川
江南区曽川甲1326番地

令和 2 年 7 月に急逝されたご子息様の使途がわからない貯金缶のお金を、
お父様の山崎孝之様よりご寄付いただきました。ご子息様のご冥福を心
よりお祈りいたします。

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）

心配ごと相談所
☎ 025-250-7823

毎週木曜日 午後１時〜午後４時（祝日・年末年始を除く）

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。

❹

江南区社会福祉協議会
（江南区福祉センター内）

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。

179点

