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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。

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。営利目的の転売は、ご遠慮いただいて

おりますのでご協力をお願い申し上げます。

～発送協力～

個人ボランティアのみなさん

6月22日（水）13:30～14:30
江南区福祉センター 多目的ホール

落語でコロナを笑い飛ばそう！

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？

きらりん

江南区社会福祉協議会かめだ落語会と水都家艶笑師匠様

令和４年度 ボランティア講座

第４水曜13時30分は

ボランティアサロンの日
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♪

ラインのあれこ

れ知りたい

QRコードをよみ

とりたい

令和４年 ７月 ３１日（日）
10：00～12：00

関心のあることからはじめられるボランティア活動。お孫さんと一緒

に貯金箱づくりをきっかけに、誰かの役に立つあらたな発見や喜びを感

じてみませんか？

会場 江南区文化会館 多目的ルーム 定員 10組

内容 貯金箱づくり（お孫さんの人数分）

定員 3年生以上のお孫さんと 先着10組

講師 建築職人集団 新潟八輝会 代表 市川隆志 様

申し込み

江南区ボランティア・市民活動センター

℡ 025-250-7743 お電話でお申し込みください。

おじいちゃんも

おばあちゃんも！

申込締切

6月30日（木）

7月27日（水）13:30～14:30
江南区福祉センター 会議室

第１弾 やさしいスマホ教室
被災地支援

のチャリ

ティー募金

行います！



　

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 7月１5日（金）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 両川公民館 2階 講座室

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！

7月7日(木) 13:30～15:00 江南区福祉センター

8月9日(火) 13:30～15:00 江南区福祉センター

9月8日(木) 13:30～15:00   曽野木地区公民館

対象者 新潟市内在住の６５歳以上の方

申込み 中央区ボランティア・市民活動センター

問合せ ℡ 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 7月29日（金）9:00～12:00

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

午前中
開催です

元気力アップ・サポーター 応援事業

新型コロナウイルスの感染拡大の防止から、現在も未だ多くの施設で活動できない状況

が続いています。ボランティアの受け入れ施設と繋がる為に、今年度も応援事業を開催い

たします。ちょっと何かしてみたい。どなたでも気軽に参加できるボランティアです！

一般ボランティア

さんの参加おも待

ちしています！

日時

6月30日（木） 13：30～15：30

8月31日（水） 13：30～15：30

10月31日（月） 13：30～15：30

12月27日（火） 13：30～15：30

2月20日（月） 13：30～15：30

☆どなたでもお申込みなしで参加できます。

会場

江南区福祉センター

２階 会議室

活動内容

切手切り

雑巾作成

ウエス切り

施設から要望されたもの等

スタンプ

1時間作業 ⇒ スタンプ1個

2時間作業 ⇒ スタンプ2個

手帳のある方

は当日お持ち

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

健康相談日

6月28日（火）

7月28日（木）
は健康相談日。ぜひお越しください！

日時

6月 8日（水） 10:00～16:00

7月13日（水） 10:00～16:00

会場

江南区福祉センター ２階 会議室

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

社会福祉法人の車両を

活用した両川の買い物

支援。助け合いによる

買い物送迎は、「とて

も良かった」と好評で

した。

4月のボランティアサロン。

五葉会様による新潟県内外

の民謡（唄と踊り）を披露

していただき、みなさま優

雅な時を過ごされていまし

た。

ＮＰＯ法人プエルタ・ハル

様によるごみ拾い活動。普

段何気なく通り過ぎている

道路には沢山のゴミがあっ

たそうです。環境を意識し

たステキな取り組みですね。

5月のボランティアサロン。

ヤクルト様による健康教室

を開催していただきました。

腸の模型で長さを知ると驚

きの声が！腸内環境が体に

及ぼす影響は大きいですね。

昨年ご好評いただいたボラン

ティアサロンでのスマホ教室。今年はさら

に人それぞれの悩みに対応できるよう、学生ボラン

ティアさんにご協力をいただき、安心してスマホを

使いこなせるよう企画しました。夏休みにボラン

ティア活動をしてみませんか？

ひきこもりや不登校など生きづらさ

を抱え、社会と繋がることに不安を感じて

いる人、人とのコミュニケーションが苦手な人のための、

安心して自由に過ごせる居場所「ほのぼの江南」。お

しゃべりをしたり、お茶を飲んだり、自分のやりたいこ

とをして過ごせる居場所です。申し込みは必要ありませ

んので、どうぞお気軽にお越しください。
日時 7月27日（水） 13:00～14:30

（オリエンテーション15分）

会場 江南区福祉センター 2階 会議室

活動内容 受付や案内、スマホ動作の付き添い。

申し込み 江南区ボランティア・市民活動センター

℡ 025-250-7743

mail v-kounanku@syakyo-niigatacity.or.jp



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

売店はるみどり

6月１7日（金）

11:15～13:30

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。

はるみどり弁当のご案内

唐揚げ弁当 ￥５００

（事前予約で50円引き）

事前予約・問合せ

特定非営利活動法人えんでば 山本

電話 025-383-8432

ｆａｘ 025-383-8526

施設の方から嬉しいお声をいただきました！
コロナ禍で施設に入ることが難しい中、絵と手紙の

会にじいろさんより、ボランティア活動を通して「何

かお役に立てれば」の思いで施設に絵と手紙の展示を

させていただきました。

グループホーム酒屋さんでは、ホールの壁紙に飾っ

ていただき、利用者さんが近づいて見られていたり、

車いすの方が通りすがりに止まって楽しまれている様

子を伺いました。
施設の癒しゾーンとして

これからも楽しまれるそう

です♪絵と手紙の会にじい

ろさん、本当にありがとう

ございました！

先日、横雲の里で、草取りのボランティア依頼をいた

だきました。今年度ボランティア登録のある方等に声を

掛けさせていただきボランティア活動をしていただきま

した。

コロナ禍でも外での活動が出

来るようになり、施設の方も喜

んでおられました。また、施設

の困りごとをボランティアさん

の力で解決することができ、施

設とボランティアさんの新しい

つながりが出来ました。草取り

をこころよくお引き受けいただ

いたボランティアの皆様、本当

にありがとうございました！

私はこの4月より江南区社協勤務になり、まず感じたことは、非常に穏やかで整理整頓された職場だと感じま

した。そこには、職員一人ひとりの気遣いとお互いが助け合いながら仕事をしている事で、チームとして成り

立っているのだと思いました。私もこの素晴らしいチームの一員として、誇りを持って頑張っていきたいと思

います。

私はいま、コロナ感染症で家に居る時間が増

えた中で、何か始めようと思い特に『熱帯植物

』の育成を始めました。元々アクアリュウムで

水草や熱帯魚をしていて、その延長線状に関連

があったので、抵抗なく始められました。しか

し熱帯植物は、高温多湿の環境でないと育たな

く、四苦八苦しながらも日々成長することを願

いながら楽しんでいます。 T/T


