
7月30日㈮ 13：30～15：30
7月13日㈫ 10：00～12：00 ボランティアルーム
8月10日㈫ 10：00～12：00 ボランティアルーム 切手切り、雑巾作成等

9月14日㈫ 10：00～12：00 ボランティアルーム 切手切り、雑巾作成等

9月30日㈭ 13：30～15：30

切手切り、雑巾作成等

会議室 発送作業

発送作業会議室

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49号

日　時 会　場
（江南区福祉センター内）

作　業
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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：
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【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

【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。

❆発送協力❆

個人ボランティアのみなさん

14：00～15：00

江南区福祉センター２階 多目的ホール

健康講座（医療と介護の市民講座）
★上手な医療のかかり方

★ボランティア活動を楽しむための

心と体の準備

新潟市在宅医療・介護連携センター

気軽に参加できるミニ講座♪ どなたでも予約なしで参加できます。

誰かと繋がりたい！どんなボランティアがあるの？

まずは仲間を作ることから始めませんか？

14：00～15：00

江南区福祉センター２階 和室

笑って落語で免疫力アップ
かめだ落語会

申し込み不要！

「元気力アップ・サポーター応援事業＆ボランティア」

コロナ禍で、福祉施設等でのボランティア活動が難しくなっている今、使用済

み切手の整理作業、雑巾作成、施設から依頼された作業などのボランティア活動

を行い、必要な施設などにお届けしています。

6月までは、元気力アップ・サポーターの登録説明会と同じ日時・会場で「元

気力アップ・サポーター応援事業」をしていましたが、7月からは第2火曜日に変

更いたします。さらに、このボランティア情報紙の発送作業（奇数月末日）も、

「元気力アップ・サポター応援事業」活動の対象となります。

また、年齢問わずボランティアに興味のある方もご参加いただけますので、ボ

ランティアに興味のある方、空いたお時間を有効利用されたい方、手ぶらでご参

加ください！喜んでお待ちしております！

※元気力の手帳をお持ちの方はスタンプがつきますので手帳をお忘れなく！

※予約なしでお気軽にご参加ください。

きらりん

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♬

特別開催の
第4金曜日



　

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 7月１5日（木） 13:30～14:30

内容 活動内容・入会手順の説明

対象 江南区にお住いの方どなたでも

会場 江南区福祉センター 会議室

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、話し相手やレクリエーションの補助など

を行います。

現在、コロナ禍で施設への出入りが難しくなってお

りますが、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 7月30日（金）13:30～15:30

対象 どなたでも（年齢問わず）

会場 江南区福祉センター１階 会議室

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

6月18日(金) 横越地区公民館

7月16日(金) 曽野木地区公民館

8月16日(月) 江南区福祉センター

対象者 新潟市内在住の６５歳以上の方

申込み・問合せ 中央区ボランティア・市民活動センター

ＴＥＬ 025-210-8720

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

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。

「元気力アップ応援事業について」
6月までは、上記元気力アップ・サポーターの登録

説明会と同じ日時・会場で活動をします。

雑巾縫いや使用済み切手の整理作業などをしてスタ

ンプを集めませんか？

事前申し込みが必要です。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！

イベント

第5回かめだ落語会講演会

日時 令和3年6月16日（水）

会場13：40 開演14：00

場所 江南区文化会館 多目的ルーム

江南区茅野山3-1-4

木戸銭 無料

出演 潟来亭新三 笑々亭花子

小熊家春五郎 東々亭金東

なんくる亭あらま

電話申し込み

かめだ落語会 090-5848-1424（松本）



ご案内

福祉施設 企業×

江南区ボランティア・市民活動センター運営委員会のみなさまと相互につながりながら共に進み始めた

福祉教育推進事業。今回は、障がい者福祉施設「のぎくの家」の商品を、企業「雪国科学」様で販売して

いる様子です。魅力的な商品がいっぱい！障がい者が社会との豊かなつながりを持つことができ、地域に

根差したさまざまな人々と協同のもとで、これからも新しいつながりを広げていきます。

収集ボランティア
「もったいない」から「ありがとう」へ♡

保存可能な食品を集めています！
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 災害用食品

お菓子 インスタント食品 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

江南区社会福祉協議会入口

金属がついている

不要の入れ歯を集めています！
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

用されます。

回収箱設置場所
江南区ボランティア・市民活動センター

2016.11～2020.7までに

集まった入れ歯を換金

したところ、市社協全体

で¥65,000でした。

ありがとうございました。

使わなくなった衣類などをご寄附ください！

もぐら工房
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

ちょっと気軽にボランティア初めてみませんか♪

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。

切手の切り方
切手の周りを１㎝ほど残して切り取りま

す。郵便局のスタンプは気にしません。

収集されたその後
国内外の切手コレクターなどがコラー

ジュにしたり、大量の切手が必要な貼り絵

などに使われます。

設置場所
江南区社会福祉協議会内

問合せ
江南区ボランティア・市民活動センター



地域の居場所

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♪

ほっこりコーナー

地域の茶の間「お～うん」

ご案内

売店 は る み ど り

日時 6月１8日（金）11:15～13:45

会場 江南区福祉センター きらとぴあ

内容 障がい者施設で作成した商品や江南区特産品等の販売をいたします。お気に入りの一品に出会えるかも★

はるみどり弁当のご案内
ランチにいかがですか？

★シャケ弁 ￥５００

※当日は数に限りがございます

お弁当のご予約

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

廃油石鹸やた
わし、ハンド
メイド雑貨等

採れたて新
鮮野菜等

亀田縞を使っ
た各商品

和梨のパウ
ンドケーキ
や梨入り焼
き肉のタレ

6月22日（火）

7月29日（木）

保健師さんに
健康相談でき
ます！

事前予約で

５０円引

趣味で野菜作りを数十年続けてきた母が「もう畑やめようか。」とポツリ。面倒になったし難儀になったというので

す。一人暮らしの母はこのままでは本当に畑をやめてしまい、生きがいを失くしてしまうのではないかととても心配

になりました。面倒で難儀なら母に教えてもらい、実家で一緒に野菜作りをしよう。今まで野菜作りなど自分では思

ってもみなかった事でした。先日早速ナス、ピーマン、トマトなどの苗を植えました。暑い夏がきて夏野菜の収穫と、

母が作る大好物のナス炒めを今からとても楽しみにしています。(H)

＊ 。 ・ ゜ ・ 。 ※ 。 ・ ゜ 福祉活動の様子 ・ 。＊ 。 ・ ゜ ・ 。 ※ 。 ・ ゜ ・ 。＊ 。 ・ ゜

フジトモ茶の間菜園 ボランティアサロン 認知症サポーター養成講座 高齢者疑似体験


