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～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

新型コロナウイルスの状況

により、事業が中止や変更

となる可能性がありますの

でご了承ください。

問合せ 江南区ボランティア・市民活動センター

講座終了後、参加者対象にミニフリーマーケットを予定しています。

収益金は災害義援金として活用させていただきます。

アピタ新潟亀田店様のご厚意により、江南区で活躍中のボ

ランティア団体「絵と手紙の会にじいろ」の皆さんが作成し

た絵と手紙の魅力に触れていただき、多くの方にボランティ

ア活動への想いや願いを感じていただきたく企画しました。

× ×
ボランティア

団体

アピタ新潟

亀田店

江南区社会

福祉協議会

メンバーの心趣くままに描

かれた個性豊かな絵と手紙。

見る方々がほっこり笑顔に

なれたら幸いです。

ボランティアサロン
毎月第３金曜日のちょっとためになるミニ講座♪

申込み不要！無料です！

12月18日（金）

14:00～15:00
トイレ・サッシのお手入れの

仕方

大掃除のやること

チェックポイント

（LIXILトータルサービス様）

1月15日（金）

14:00～15:00
ｎｅｗ ｙｅａｒ コンサート

🎤北国の春

🎤上を向いて歩こう

🎤バスストップ 他

（シンガーソングライター

ｓｕｍｉｔｏ様）

😊発送協力😊
個人ボランティアのみなさん

中止



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 1月１5日（金） 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 亀田地区コミュニティセンター 会議室1

問合せ 江南区社会福祉協議会 リボンの会

ＴＥＬ 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

～登録説明会～

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３年１月29日（金）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

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
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

日時・会場 13：30～15：00

1月19日(火) 曽野木地区公民館

2月15日(月) 江南区福祉センター

3月19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♪

～活動内容～
江南区の多くの福祉施設では、現在、新型コロ

ナウイルス感染拡大予防に伴い、ボランティア活

動の受入を休止しています。現在は代替えとして、

上記登録説明会と同じ日時・会場で下記内容のボ

ランティア活動を行い、作成したものを施設等に

お届けしています。

ぜひ、電話で上記にお申し込みの上ご参加くだ

さい。スタンプが付きますので手帳をお持ちくだ

さい！

ゆずってください

上記活動をするための布を集めています！キレイな

使わなくなったＴシャツなどの綿製品やタオルなどご

ざいましたら、ゆずっていただけると嬉しいです。

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。

おねがい
①熱湯をかけて消毒して下さい

②新聞紙に包みビニール袋に入

れて下さい

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。ま

た、益金の４０％が災害支援資金基金として被災地

支援等に活用します。

回収箱設置場所
江南区ボランティア・市民活動センター

老人福祉センター横雲荘

金属がついている

不要の入れ歯を集めています！

一つの入れ歯が。。。

・毛布 ７枚

・ノートと鉛筆 ４６人分

・使い捨て注射器３５０本

・１０ℓ貯水容器 ９個

清拭用布切り、ウエス作り、雑巾縫い 等
活動内容



令和２年度 災害ボランティアセンター

設置訓練を開催しました！

ご案内

ご報告

手作りマスクボランティア

ボランティアルームで楽しく作

業しませんか？12月の2回で終

了とさせていただきます。

12月10日(木)

12月24日(木)

10：00～11：00

令和２年度 ボランティアきっかけづくり講座③

『聴覚障害がある方の暮らしとサポートを知ろう！』

地域や学校や職場など、

身近にも耳が聞こえない方や

聞きとりにくい方がいます。生活

面での工夫の話や挨拶などの手話を

通して、私たちが出来ること（ボラ

ンティア）を一緒に考えながら

ボランティアの一歩を踏み

だしてみませんか？

令和３年１月１８日（月）10：00～11：30

江南区福祉センター ２階 多目的ホール

渡邉 正 様

無料

先着 ２０名

ボランティアに

興味のある方

日 時

会 場

ろう者

参加費

定 員

対 象

申し込み・問合せ

江南区社会福祉協議会

ボランティア・

市民活動センター

Tel 025-250-7743

マスクでつながろうプロジェクト

コロナ禍で始まった「マスクでつながろうプロジェクト」は皆様の温かいご寄付と、手作りでマスク

を作ってくださるボランティアさんや配布にご協力いただいている民生委員児童委員の皆様等、この活

動に関わる全ての方々に感謝申し上げます。

第２弾の配布先として、見守りが必要な方を

定期的に訪問する際に手作りマスクを配布予定

です。江南区民の「ささえあいの心」で新型コ

ロナウイルスに打ち勝てますように☆彡

マスク回収ＢＯＸについて

江南区社会福祉協議会事務所前

のマスク回収ＢＯＸは、１２月

２８日を持ちまして

終了させていただき

ます。ご協力ありが

とうございました。

講義

入場者への

検温や消毒

被災者が災害ボラン

ティアセンターを探す

ボランティアが活

動を終えて帰る

講評と閉会

挨拶

11月8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、災害ボランティアセン

ター設置訓練を曽野木地区公民館で実施しました。今年度は、江南区の本部から離れた地域のでの開催とし、

ＮＰＯや異業種と連携して災害ボランティアセンターを運営する意義や活動内容をお話いただきました。また、

役割を想定しながら模擬の災害ボランティアセンターを通して分かり易く説明していただきました。

災害ボランティアネットワーク委員や職員が、災害ボランティアセンターのスタッフ役やボランティア役に

わかれて、模擬の災害ボランティアセンターの様子を地域の自治会長さんなどに伝えることが出来ました。

『当日の様子』

災害ボランティアセンターとは、被災地支援を行う為に、

全国から集まる沢山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。



催し物

絵と手紙の会にじいろ

アピタ作品展に向けて！

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

年末 １２月２４日（木）まで

年始 １月 ５日（火）から開始

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♪

我が家の愛犬「きなこ」は、2015年6月14日に、生後4カ月で家族になりました。みずがめ座のパピヨ

ンの女の子です。なんと長男と同じ誕生日なのです。体が小さくて獣医の先生もチワワと間違えるくらいで

した。そんな「きなこ」もようやく、パピヨンのシンボルの耳毛がふわふわしてきて、それらしく見られる

ようになりました。毎月通っているトリミングでは、チワワの「ミルク」ちゃんと、いつも仲良くつるんで

いるそうです。🐕（鶴）

打ち合わせ 色付け 文字入れ 押印

アピタ新潟亀田店

ラミネート 最終仕上げ 四季折々の台紙作成

ほっこりコーナー

赤い羽根共同募金

今年は新型コロナ感染拡大防

止対策をし、規模を縮小し街頭

募金を開催しました。赤い羽根

共同募金は、高齢者、障がい者、

子どもたち等への、地域の福祉

活動を支援する募金です。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

災地支援にも役立っています。

みなさまの温かいご支援ありが

とうございました。


