
　きらりん

江南区ボランティア・市民活動センター　情報紙

サロン・ド・ボラ　第45号

２０２０．１０．０１ （ｖｏｌ.４５） 江南区ボランティア・市民活動センター

10月16日（金）オカリナ演奏 14：00～15：00
♪星のフラメンコ♪ ♪カチューシャ♪♪珍島物語♪ 他

演奏者 オカリナ・ドナー

〈発行日〉

令和2年10月

偶数月 １日 発行

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）
ＴＥＬ：０２５-２５０-７７４３

ＦＡＸ：０２５-２５０-７７６１

Ｅ－ｍａｉｌ：

v-kounanku@syakyo-

niigatacity.or.jp

【開所時間】

月曜日～金曜日

８：３０～１７：１５

【発送協力】
個人ボランティアの皆さん

ボランティアサロン
ちょっとためになるミニ講座♪

申込み不要！無料です！

【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

～新型コロナウイルス

感染拡大予防の為～

参加の「新しい生活様式」

・終始マスクの使用

・体調不安時の参加は控える

・参加前後の手洗い消毒

・人との間隔出来るだけ空ける

11月20日（金）薬剤師と話そう！ 14：00～15：00

～薬と健康 アフターコロナを上手に生き抜くために～

①お薬何でも相談 ②ロコモ体操 ③コロナ対策（電話再診）

薬剤師 本間太郎 様

問合せ 江南区ボランティア・市民活動センター

8月25日（火）に、新型コロナウイルス感染拡大防止の為延期しておりまし

た「令和２年度ボランティアきっかけづくり講座」を実施しました。平成30年

度きっかけづくり講座で誕生した『絵と手紙の会にじいろ』のボランティア活動

を通じて、ボランティアの楽しさを伝え、ボランティア活動を始める一歩になる

ようお話しくださいました。。

「何十年ぶりの絵の具で楽しかったです。」「にじいろの方達の気配り、優し

さに感心しました。」等、嬉しい声をたくさん聴くことができました。

これからも皆さまのより良い活動が楽しく続けられるように支援して参ります。

講座終了後、参加者対象にミニフリーマーケットを開催致します。

収益金は災害義援金として活用させていただきます。

お薬お持ち

ください！



ボランティアさん募集

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！

◆入会説明会◆
日時 11月１6日（月） １３:３０～1時間程度

内容 活動内容・入会手順

対象 江南区にお住いの方どなたでも

会場 両川公民館 会議室

問合せ 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

活動日時は無理のないよう調整いたします

謝礼金：700円/時間 交通費：1㎞×20円

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

なお手伝いとして話し相手、レクリエーションの

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？

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 令和2年11月30日（月）13:30～15:00

対象 どなたでも

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

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。今後も安定したウエス材料を

確保するためにご協力をお願いいたします。

✿適しているもの✿

肌着（パンツ除く） タオルケット

シーツ パジャマ フリース

Ｙシャツ トレーナー Ｔシャツ

ポロシャツ ネクタイ その他混綿製品 等

✿回収箱設置場所✿

江南区福祉センター内

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

６５歳以上の方の社会参加活動♪

元気力アップ・サポーター募集
ちょっと気軽にお手伝い

情報発送作業ボランティア募集

◆説明会◆
日時・会場 13：30～15：00

10月19日(月)曽野木地区公民館

11月16日(月)江南区福祉センター

12月18日(金)横越地区公民館

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

ＴＥＬ ０２５０-２４-８３７６

ポイント還元制翌
年度最大5,000
円の交付金が受け
取れます 色々なボランティア

をされている方のお
話も聞けます♪

求む！マスク作成ボランティア！

マスク回収箱に集まったマスクを解体、違う形に作

成、ラッピングするなど、配布用マスクの作成をし

ていただけるボランティアさんを求めています。空

いた時間にちょっとお手伝いしてみませんか？

使わなくなった衣類などをご寄附ください！

もぐら工房

【スタイル１】

好きな時間に材料を取りに来

ていただき、自宅で作業。出

来上がり次第おもちいただく。

【スタイル２】
ボランティアルームでおしゃべりしな

がら楽しく作業

１０：００～１１：００

１０月 ８日(木) １０月２２日(木)

１１月１２日(木) １１月２６日(木)

問合せ

江南区ボランティア・

市民活動センター

問合せ

江南区ボランティア・

市民活動センター



マスクで繋がろうプロジェクト途中報告

9月17日（木）ボランティア運営委員会では

福祉教育の協同実践に向けたヒントをテーマに、

新潟医療福祉大学 社会福祉学科 准教授 渡邊

豊様にご講義を頂きました。それぞれの委員に向

けて、協同実践の具体的な提案や実例などをご紹

介いただき、終了後には委員同士がお互いの協同

実践について話し合う光景が印象的でした。

障がいのある方の幸せに繋がるボランティア団

体・サークル等の活動をされている方々に助成をい

たします。助成を希望するボランティア団体・サー

クル等には、当財団より直接募集要項（冊子）をお

送りしますので、下記ホームページもしくはＦＡＸ

等にてご請求ください。
助成総額 1,000万円

対象事業 会議・講演会、ボランティア活動、スポー

ツ活動・文化活動、調査・研究・出版

申込締切 11月30日（月）当日消印有効

問合せ 公益財団法人ヤマト福祉財団 助成金事務局宛

ＴＥＬ 03-3248-0691

ＦＡＸ 03-3542-5165

ＨＰ http://www.yamato-fukushi.jp

公益財団法人 ヤマト福祉財団

障がい者福祉助成金募集のお知らせ

令和２年度 第2回ボランティア運営委員会

福祉教育とボランティア活動の学び

ご案内

ユニーク川柳紹介コーナー ★コロナに負けるな！★

友愛訪問ご利用の皆様からいただいた川柳をご紹介いたします。

窓の外 鳥さいずる コロナ節

日に一度 顔出す孫に 力得て

ハンカチで マスクを作る 針いらず

鬼コロナ 子どもにすがる 長電話

元気だかね まだ生きとるよ ８０の友

紙面の都合上、一

部の掲載となりま

すことをご了承く

ださい。

これからも、多くの諸団体

や地域住民に参加する機会を

提供しボランティア運営委員

会の皆様と共にさらに住みや

すい地域となるようにボラン

ティア・市民活動の推進に努

めて参ります。

ご報告

ギャンブル依存症

基礎講座 in niigata
依存症に対する理解と効果的な対応方法を学び

ます。当事者、家族から援助職一般の方まで広く

ご参加いただけます。

日 時 11月15日（日）13：00～16：00

会 場 新潟市総合福祉会館 401～404号室

新潟市中央区八千代1-3-1

講 師

申込み ギャンブル依存症問題を考える会新潟支部

問合せ ＴＥＬ 080-9555-6332

★高知東生（たかちのぼる）俳優

覚醒剤取締法違反容疑で逮捕、回復を続けなが

ら依存症問題の啓発に取り組んでいる。

★田中紀子（たなかのりこ）代表

祖父、父、夫がギャンブル依存症という3代目

ギャンブラーの妻。ギャンブル依存症問題を考える

コロナ禍で始まった「マスクでつながろうプロ

ジェクト」皆様の温かいご寄付と、手作りマスクボ

ランティアさん、配布にご協力いただいている民生

委員児童委員の皆様、ご協力いただいているすべて

の方々に感謝申し上げます。ありがとうございます。

【寄付枚数】 966枚

【作成枚数】 717枚

【配布枚数】 504袋

引き続きご協力をお願いいたします。

ラッピング



催し物

★・。・。・★・。・新しい生活様式の様子・。・。・★・。・。・★・。・。・★・。・。・

江南区地域の茶の間「お～うん」は、子どもも、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 １０：００～１2：００

参加費 ：1００円 ※小学生以下無料

★お菓子・お茶・コーヒー等が付きます

★新型コロナウイルス感染拡大防止の為、

当面の間、お昼ご飯の用意はありません。

問合せ ：お～うん ☎０２５-３８５-４４０４

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♪

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♪

家庭菜園をはじめました。育てているのは、トマトとナスとピーマン。トマトはジャングルになり、ナス

は、虫に食われてどうなるかとハラハラドキドキしながら、自分で丹精込めて育てた野菜を食べることに喜

びを感じています☺今年、江南区は新潟の住み良い街2位になりました、嬉しいですね。家庭菜園で育て

るおすすめの野菜や育て方を教えていただければ！畑をしながら自然と暮らすライフスタイルを目指してい

ます。（連）

亀田西中学校高齢者擬似体験 亀田東小学校視覚障がい 大淵小学校聴覚障がい

友愛訪問の研修会 ボランティアサロン末広座

ほっこりコーナー

「講師の言葉“感染したら負

けですか？」

西区で受講した研修会での講

師の一言です。新型コロナウ

イルス感染症の防止と予防に

ついてはよく聞きますが、コ

ロナ感染の不安から起こる差

別・排除意識の防止と予防も

大切だと思いました。


