
　

江南区ボランティア・市民活動センター（江南区ボラセン）　情報紙

サロン・ド・ボラ　第54号

ご寄付いただいた遺失物

を基に、フリーマーケッ

トとボランティアサロン

を月一回、定期的に同時

開催することでマンネリ

化せず、参加者にもご好

評いただいております。

２０２２．4．０１ （ｖｏｌ.５４） 江南区ボランティア・市民活動センター

〈発行日〉

令和4年4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

（江南区ボラセン）

〒950-0155

新潟市江南区泉町3-3-3

江南区福祉センター内
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

〈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

4月27日（水）
13：30～14：30

江南区福祉センター２階 多目的ホール

新潟県内外の民謡（唄と踊り）

を楽しみましょう♪

どなたでも予約なしで気軽に参加できます。

誰かと繋がりたい！ボランティアに興味があるけど、どこに相談したらいいの？

まずは仲間を作ることから始めませんか？

5月25日（水）
13：30～14：30

江南区福祉センター２階 会議室

健康教室

～健康は

おなかから～

申し込み不要！

きらりん

第４水曜は ボランティアサロン
ボランティア活動の披露やちょっとためになるミニ講座を開催します♪

企業と取り組む
循環型の地域福祉活動を目指した取り組みをご紹介いたします。SDGsとは、

世界共通の持続可能な開発目標。頭文字“S”＝サスティナブル（持続可能）な

形で、何か社会に役立つ活動をしたいとの思いで取り組んでいます。

これからも有効活用できるものが、誰かにとって価値のあるものになり、災害義援

金と言う形で被災者の暮らしが豊になるよう支援していきたいと思います。

新潟笹だんご節

もあるよ♪
おみやげ付き

エスディージーズ

新潟中央ヤクルト販売株式会社様五葉会様

江南区のボランティア・

市民活動センター運営委

員を務めていただいてい

るアピタ新潟亀田店様の

ご協力のもと、遺失物

（忘れられて放置された

もの）を定期的にご寄付

いただいております。

災害時の備えとして、フ

リーマーケットの売り上

げは、被災者の幸せな暮

らしが取り戻せるよう、

責任をもって災害義援金

として収めさせていただ

きます。

令和3年度災害義援金 33,420円



　

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

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 入会説明会

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！

日時 5月１6日（月）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 横越農村環境改善センター

問合せ 江南区社会福祉協議会 リボンの会

ＴＥＬ ０２５-２５０-７７６８

活動日時は無理のないよう調整いたします

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

６５歳以上の方の社会参加活動♪

元気力アップ・サポーター

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？ 登

録すると年度ごとに手帳が交付され、指定のサポー

ト活動を行った場合にスタンプが押されます。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？

日時・会場 申し込みが必要です！

4月20日(水) 13:30～15:00 江南区福祉センター

5月16日(月) 13:30～15:00 江南区福祉センター

6月 7日(火) 13:30～15:00   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

中央区ボランティア・市民活動センター

ＴＥＬ 025-210-8730

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
この情報紙「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♪

日時 5月31日（火）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 2階 会議室

問合せ 江南区ボランティア・市民活動センター

☚で交付された

手帳をお持ちい

ただくと、スタ

ンプがつきます

県民たすけあい基金 ～助成事業募集のお知らせ～令和４年度

新潟県における地域福祉の向上をめざし、福祉活動に関わる地域住民・民間団体の活動資金を助成します。

助成対象事業

助成額

申込み締切

申込み方法

１ 福祉分野（障がい者、高齢者、子育て等）を対象とする活動

２ 災害を対象とした活動

３ 地域住民が主体となった地域力向上に直結する活動

10万円以上で、50万円以内（助成率は対象経費の9/10）

令和4年5月2日（月）江南区ボラセンへ必着

新潟県社会福祉協議会のHPから「申請書」をダウンロードし、所要事項をご入力

（ご記入）の上、江南区ボラセンにご提出ください。



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

す居場所です。

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（火・木）

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

ボランティア相談を受けたり、活

動先との調整をします。また毎月

ボランティアサロンを開催し、気

軽にボランティアに興味を持って

いただけるような取り組みをして

います。

ボランティアを学ぶ機会として、講

座や研修会を企画・開催しています。

ボラランティアを始めるきっかけに

なるような講座や当センターとのつ

ながりを深める為の研修会を開催し

ています。

ボランティアの情報を伝える広報活

動をしています。江南区ではこの情

報紙「サロン・ド・ボラ」やホーム

ページ等で発信し、地域の方と繋が

る工夫をしています。

福祉教育の推進や啓発・普及など

も、ボランティア活動の役割の一

つです。特定の誰かではなく、ひ

とりひとりの幸せを考え、地域の

中でも支え合い安心して暮らすこ

とのできる街になるように推進し

ています。

様々な分野の方から、地域に根差

したボランティア運営ができるよ

う委員を務めていただき、地域の

方により開かれたセンター運営を

目指しています。また、企業の地

域活動への参画や地域の様々な社

会資源との連携も大切にしていま

す。

ボランティアの活動をささえる支

援として、安心して活動する為に

もボランティア保険の加入をお勧

めしており、助成金の申請や各種

手続きの相談も受けています。ボ

ランティア同士の交流会も開催し

ています。

４月２６日（火）

５月２６日（木）
は健康相談日ぜひお越しください！

うけとめてつなぐ まなぶ つたえる

ひろめる ささえる ネットワーク

令和3年度 江南区ボランティア・市民活動センター事業の様子
コロナ禍で多くの制約を受ける中、新たなボランティアの可能性を考えながら活動した一年でした。ボラン

ティア・市民活動センターでは、ボランティア活動に「興味がある！」「やってみたい！」「披露したい！」な

どの相談窓口として、ボランティア活動を応援していますので、令和4年度も引き続きよろしくお願いいたします。



福祉活動の様子 一人一人の ふだんのくらしのしあわせを みんなで支え合い創っていく活動です

障がい者の『好きなところへ行きたい』『買い物をしたいけれど一人ではできない』など、それを叶えること

ができるのがガイドヘルパーです。この研修では、３日間の講義と実習でガイドヘルパーの役割、知的障がい者

の方の疾病や心理、移動介助の基本技術など、移動支援業務に必要な知識や技術を学びます。

ほっこりコーナー

廃油石鹸やたわし、
ハンドメイド雑貨

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

～移動が困難な障がい者に、情報提供をする為の知識や技術を学びませんか？～

令和４年度 知的障がい者 ガイドヘルパー養成研修 受講者募集！

日 時 ５月２４日（火）9：30～17：00

５月２５日（水）9：30～17：30

５月２７日（金）9：30～17：00

対象者 原則として障がい者（児）の生活支援に

従事している方、または従事したいとい

う意欲のある方。

会 場 新潟ふれ愛プラザ 会議室

定 員 20名 定員になり次第締め切り

（屋外の実習は新潟ふれ愛プラザ周辺）

受講料 9,900円 （テキスト代・消費税含む）

〒950-0121

江南区亀田向陽２丁目６番１号

中蒲原福祉会 法人事務局

～新型コロナウイルス感染症

対策のお願い～
２週間以内に県外へ往復された方や県

外の方と飲食を伴うなどの機会があっ

た時は受講をご遠慮ください。

私の住む町内会では、住民の共同作業として、花壇の花植えを実施しています。毎年、80代から50代の老

若男女が25名程度参加します。町内の花壇に集合し、先ずは全員で草取りから始まります。土を耕し、肥料

を入れて花の苗を植えます。マリーゴールドやサルビア等３～４種類をどう並べたら見栄えがするか、皆でワ

イワイ、ガヤガヤ。約90分程度の作業で、心地良い汗をかくことができます。私は、この花植え作業が毎年

楽しみです。同じ町内に住む者が、同じ目的を持って集まり、力を合わせて体を動かし、一つのことを成し遂

げる。充実感と楽しさを実感します。たくさんの笑顔に癒されます。まもなく、その花の季節がやってきます。

（S・Ｉ）

※２日目と３日目の間は１日

あきますので、ご注意くだ

さい。

売店 はるみどり

４月１５日（金）

11:15～13:45

会場 江南区福祉センター きらとぴあ

内容 江南区内の障がい者施設で作成した

商品の紹介や販売。

地域の皆様との交流。

こんにちは♪

江南区はるみどり協議会です

はるみどり弁当のご案内

三食そぼろ弁当 ￥５００

（事前予約で50円引き）

ご予約

特定非営利活動法人えんでば 山本

電話 025-383-8432

ｆａｘ 025-383-8526

ボランティアサロン

ベルサイユの薔薇

ほのぼの江南

プレオープン
曽野木地区社協

宅配給食
福祉センター

きらとぴあ7周年祭


