「災害ボランティアセンター研修会」開催報告
去る11月3日
（祝）
新潟青陵大学キャンパス、5日
（土）
ハードオフエコスタジア
ム、23日
（祝）
ほんぽーと中央図書館にて、「中央区災害ボランティアセンター
研修会」を開催しました。自治町内会関係者や民生児童委員・青年会議所・大学
生など、3会場あわせて249名の方にご参加いただきました。
にいがた災害ボランティアネットワーク 李仁鉄様による講義やDVD・寸劇
鑑賞を通して、災害ボランティアセンターって何？どんなことをするところ？ど
うやって利用するの？を学びました。
ご参加いただいた方からは、・「災害時の困った時に対応してもらえる災害ボ
ランティアセンターが立ち上がることが分かった」・「災害ボランティアセン
ターの役割と必要性が分かった」・「災害ボランティアセンターについて、もっ
と大勢の人が学べる場が欲しい」といった感想をいただきました。
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中央区災害ボランティアセンター研修会
ボランティアフェア２０１６
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金にご協力いただきありがとうございました

ボランティアフェア2016の報告
10月23日
（日）
ボランティアフェア2016を日報メディアシップで開催しまし
た。雨が降り風の強い日でしたが、たくさんの方にお越しいただきました。ボラ
ンティア団体の活動紹介には、障がい者のサポートをする要約筆記、手話やス
ポーツの団体、高校生のボランティア同好会など20団体にご協力いただきまし
た。楽器演奏やコーラスグループの歌では、季節を感じながら、ご覧の方々も
一緒に歌を口ずさんでいました。こども向けの工作グループによる体験コーナー
は、親子が笑顔で物作りに参加していました。たくさんの学生ボランティアさん
にも参加いただき、縁の下の力持ちとして盛り上げていただきました。ボラン
ティアフェアにご協力、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

日和山小学校５年生の総合学習に協力しました。

「災害ボランティアセンター研修会」開催報告
ボランティアフェア2016の報告
インフォメーション

にいがたし元気力アップ・サポーター登録説明会のご案内
中央区まごころヘルプ入会説明会のご案内

会員会費へのご協力ありがとうございます。
ボランティア・市民活動センターからお知らせ

中央区災害ボランティアセンター研修会

インフォメーション

にいがたし元気力アップ・
サポーター登録説明会のご案内

中央区まごころヘルプ
入会説明会のご案内

高齢者施設等でのお茶出しや話し相手などのサポー
ト活動を通してご自身の元気力もアップしませんか？
まずは説明会にご参加ください！お問い合わせは中
央区社協まで。(都合の良い日に１回ご参加ください)

まごころヘルプは、手助けのできる人（提供会員）が、
手助けを必要としている人（利用会員）の いつもの暮
らし を有償でお手伝いしています。
「まごころヘルプって何だろう？」
「まごころヘルプで
活動をしたい！」と思った方は、入会説明会にご参加く
ださい。まずは、まごころヘルプにお電話ください。

開催日
会

場

2月14日（火）・3月15日
（水）
中央区社会福祉協議会

※5名以上集まれば、出張説明会に伺います。お問い合わせください。

対

象

持ち物

新潟市内在住の65歳以上の方
筆記用具

時

間

10：00〜11：30

日

時

場

所

中央区社会福祉協議会

お問い合わせは… 中央区まごころヘルプ

（中央区社会福祉協議会事務所内）

電話：025-210-8736

善意のご寄付をありがとうございます！
・真如苑
・匿名

中央区社協
いろいろやってます

３月９日（木）10：00〜12：00

お問い合わせは… 中央区社会福祉協議会まで

・匿名
100,000円
・桜が丘小学校３年生小松菜プロジェクト 20,000円

ボランティアフェア２０１６

200,000円
2,055円

新潟市内や中央区内の地域福祉の推進に、
大切に活用いたします。

新潟市社協の運営費の一部は、新潟市からの補助金を受けています

中央区災害ボランティアセンター研修・
ボランティアフェア２０１６の報告は
４ページをご覧ください。

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金にご協力いただきありがとうございました
今回70回目を迎えた赤い羽根共同募金運動が、10月１日から12月31日まで行われました。
ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。皆様の温かい心が「じぶんの町を良く
するしくみ」を支えます。今後とも赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金へのご協力をよろ
しくお願いいたします。

日和山小学校５年生の総合学習に協力しました。
中央区社会福祉協議会では、日和山小学校５年生の総合学習「共に生きる〜地域の一員として〜」
において、北部総合コミュニティセンターにあるしもまち地域社協活動センターで開催している
「地域の茶の間」、65歳以上の方の社会参加活動「にいがたし元気力アップサポーター」などの
取り組みや、日和山小学校区における高齢化についての情報提供の協力をしました。総合学習の内容
等の紹介をします。

して〜
総合学習 共に生きる〜地域の一員と
日和山小学校区は高齢者の方々が多く生活していることが特色の一つとしてあげられます。そこで、日和
山小学校の５年生では、テーマを「共に生きる」と設定し、身近な高齢者の方々とかかわることを通して、
地域を知り、地域の一員であることの自覚を深めることをねらいとして、総合学習を行なっています。
55人の子どもたちが、地域で活動している団体や、高齢者福祉施設等を訪問し、人と人とのつながりか
ら多くの学びを得ています。

訪問の様子と子ども達の感想
大きな声で話をして
いるつもりだけど、
相手に伝わらない
ことがありました。
伝えることのむずか
しさを感じました。

「よりそう」
こと
を意 識して活
動してきました。
相手のことを考
え、
自分ででき
ることを進んで
行いたいです。
初めて訪問した時は、
お互いさまくらぶ
通信を配るだけで終わってしまい、
全然
話もできませんでした。
そこで次は手紙
を用意して行きました。訪問先の方が
顔を覚えていてくれてうれしかったです。
自分たちが楽しいと思ったゲームが楽し
いとは限らないことが分かりました。
もっ
と一緒にできる活動を考えたいです。

訪問先として、長寿の会・しもまちお互いさまくらぶ・愛広苑壱番館・信濃倶楽部・ケアプランひだまり・
デイサービスセンターほたる・デイサービスセンター早川町・なじみの家きなせや・しもまち地域社協活動
センター地域の茶の間の皆様にご協力いただきました。

訪問先の皆様の感想
●はじめはなかなかイメージ通りに活動できない様子でしたが、回数を重ねるごとに、「高齢者によりそう」
活動になっていきました。優しい笑顔に包まれた素晴らしい時間でした。
●徐々に緊張もほぐれ、表情良く活動に取り組んでいました。センターのご利用者様は小学生とかかわる機会
が少なく、触れ合いを大変喜んでいました。
●理解ができない利用者様にも一生懸命説明し、向き合ってくれました。最後は握手で小学生のパワーをいた
だきました。
●この地域の現状と課題を主体的に考え、実践していくこの活動は、とても大切なことだと思います。今後も
継続していただければと思います。

訪問先をはじめ、総合学習にご協力いただいた皆様ありがとうございました。
〜日和山小学校５年生担任一同・地域教育コーディネーター〜

会員会費へのご協力ありがとうございます。
社会福祉協議会の事業・活動は、
「一般会員」
「賛助会員」
「特別会員」として会費というかたちでご協力をいただいて
おります。今年度も「一般会費」は自治・町内会を通じて、
「賛助会員」は企業・団体、
「特別会員」は福祉施設・福祉団体に
ご協力をいただきました。今年度ご協力いただいた賛助会員の企業・団体をご紹介いたします。
（平成29年1月31日現在）
新潟県民共済生活協同組合
(有)市川屋
上村神経科内科医院
(株)ＣＳコーポレイション
新潟市電設業協同組合
新潟市公衆浴場協同組合
稲田清掃工業(株)
らう造景(株)
(株)アクアプラン
公認会計士 富岡清嗣事務所
(株)百花園
丸隆建設(株)
石本商事(株)
第一石油販売(株)
(株)堤建築設計事務所
新潟県労働金庫
東和造船(株)
新潟デンカ輸送(株)
(株)信越測量設計
(株)石津組
(株)高田建築事務所新潟営業所
ひろさわ内科医院
奈良心療クリニック
(株)井浦測量設計事務所
(株)応用電業社
大明電業(株)
(株)中元組新潟支店
新潟県生コンクリート工業組合
新潟ニッタン(株)
(有)野沢書店
(株)福田組
藤田金属(株)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)新潟支店
ヨコセAVシステム(株)
(株)石六石材店
(株)シナゼン
(株)たなか建築設計
全国信用協同組合連合会新潟支店
よいこの小児科さとう
(合)鍋茶屋
新潟県火災共済協同組合

新潟市個人タクシー事業協同組合
信濃土地(株)
(株)ウメザワドライ
(株)ウオロク
オヤケ医院
(株)北日本ビルサービス
三社神社
JR新潟鉄道サービス(株)
(公社)新潟県介護福祉士会
(医社)片桐歯科医院
(株)里仙
新潟プレハブ工業(株)
(医)さくら皮膚科医院
(株)ダスキン万代
(社)新潟県看護協会
(有)新潟たけうち
(医)猫山宮尾病院
(株)新潟富士薬品
全国共済農業協同組合連合会新潟県本部
にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん
源川医科器械(株)
(株)本多オート
(株)川崎農園
(社)新潟市薬剤師会
新潟配管(株)
(株)新潟ビルサービス
ネッツトヨタ新潟(株)
(株)ホームテック・旭
アクア歯科クリニック
青木建塗工業(有)
(株)山内葬祭
新潟酒販協同組合
（医社）
ふかまち歯科矯正
星野電気(株)
遠藤胃腸科内科医院
新潟地下開発(株)
(株)エム・エス・シー
（医社）
高瀬歯科
(株)ナルサワコンサルタント
(株)フジ・クリエイティブセンター
(株)たかだ

新潟日産モーター(株)
福田石材(株)
(株)新宣
(株)新潟タキザワ
(株)福光産業
新潟中央水産市場(株)
リスロン(株)新潟支店
(株)建設速報社
(医社)井上内科医院
研冷工業(株)
(財)新潟県自動車標板協会
新潟信用金庫
北陸電々(株)
インペックスビジネスサービス(株)新潟営業所
永光建設(株)
(株)高助
デンカ工販(株)
新潟県民エフエム放送(株)
(株)新潟三越伊勢丹
農林中央金庫新潟営業所
(株)リンコーコーポレーション
大山内科医院
東西化学産業(株)新潟営業所
(一社)新潟県医師会
(学)新潟青陵学園 新潟青陵大学
日南ホーム(株)
(株)モリタ装芸
(株)山口製作所
(株)シアンス
(株)新潟東新電機
(株)ミスターパイプレンチ
(株)民電社
新潟太平洋生コン(株)
新潟ノーミ(株)
高井金物店
ケミカル産業(株)
(株)興電社
(株)新潟テレビ２１
(株)アクティオ北陸支店
第一生命保険(株)新潟支社
(株)ヨロイ

(株)カンダ
(株)シーキューブ
日本サミコン(株)
(株)保険ジャパン新潟
(一社)新潟県労働者福祉協議会
(株)弁天プラザ
新潟医療福祉カレッジ
東大通内科クリニック
（株）
新潟クボタ
新潟縣護國神社
(株)日本フードリンク
(株)NKSコーポレーション新潟支店
EIC保険エージェンシー(株)
清水皮膚科
石本金属
（株）
(医)恒仁会新潟南病院
(株)田村義肢製作所
東邦産業(株)
新潟市ハイヤータクシー協会
マルタケ不動産(株)
(株)和光ベンディング
(有)ときわフーズサービス
新潟県総合生活協同組合
(株)マルス
和光物産(株)
(株)小田新潟営業所
(株)ドコモCS 新潟支店
佐渡汽船観光(株)
第一タクシー(株)
新潟市管工事業協同組合
新潟市職員生活協同組合
(株)ＢＳＮアイネット
(株)田中石油
(株)新潟科学
新潟トヨペット(株)
(株)野村質店
川崎地質(株)北陸支店
(株)考古堂書店
（株）
アヅマテクノス
国際こども・福祉カレッジ
新潟県自動車整備商工組合

耳鼻咽喉科 木村医院
野村歯科医院
(株)エフエムラジオ新潟
鹿島建設(株)北陸支店
クシヤ(株)
(株)テレビ新潟放送網
(社)新潟県建築組合連合会
(株)新潟ジェイエイバンクサービス
(株)トッキー
(株)新潟総合テレビ
北陸ガス(株)
(株)本間組
久住電気(株)
(株)電通東日本新潟支社
(財)新潟水道サービス
(株)富士通新潟システムズ
鹿島建物総合管理(株)北陸営業所
(株)三愛ビル管理
NPO法人 にいまーる
(株)ビーエム企画
小沢商店
堀歯科医院
中田会計事務所
(株)シルバーホテル
グリーン産業(株)
（財）
日本不動産研究所新潟支所
(株)イタバ 新潟営業所
新潟福祉囲碁協会
(株)水嶋海事工業
(株)いやしライフ
丸新電機照明(株)
あおやまメディカル(株)
コーエイ印刷(株)
(有)ナマラエンターテイメント
(一社)新潟市医師会
国際メディカル専門学校
NPO法人 あさひの家
株式会社 S・S新潟
合資会社 鷲尾角一商店
(株)新潟日報社

※新たに賛助会員会費へのご協力をお考えの企業・団体は、中央区社会福祉協議会までご連絡をお願いします。

ボランティア・市民活動センターからお知らせ
視覚障がい者サポートボランティア講座 （平日夜間編）
視覚障がいの方が安心して外出できるために、お手伝いの方法を学びます。
【日
【会
【内

【定 員】10名
【参加費】無料
【申 込】万代ボランティア・市民活動センター
電話：025-243-4379（締切2/27
（月））

時】平成29年3月3日（金）18：30〜20：30
場】新潟市総合福祉会館4階 401・2会議室
容】・視覚障がい者の理解のためのお話
・どのようにお手伝いしたらよいかを学ぶ実技

ボランティアランチ調理ボランティア募集！
＜ボランティアランチ＞とは高齢者や障がい者のお宅に見守り・声掛けを兼ねて手作りお弁当をお届けする活動
です。お料理が好きな方、ぜひご協力下さい。
【活動日時】毎週木曜日 午前９時から正午位まで
【活動場所】新潟市総合福祉会館（新潟市中央区八千代１−３−１）２階 調理実習室
【お願いしたい活動頻度】月に１回から２回の活動をお願いしたいと考えています。

※活動の前にオリエンテーション（ミニ研修・見学等）がありますので、安心して活動を始められます。

【申込・お問い合わせ】万代ボランティア・市民活動センター

電話：025-243-4379

平成29年度ボランティア保険、3月1日(水)より受付開始！
・平成29年度は、ボランティア活動中のケガや賠償事
故が補償される「ボランティア活動保険」の保険料が
改定しますので、パンフレット等でご確認下さい。
・「ボランティア行事用保険」には新プランが加わりま
す。詳しい内容についてはお問い合わせください。
【お問い合わせ】古町ボランティア・市民活動センター

＜ボランティア活動保険＞
Ｈ28

Aプラン Bプラン

Ｈ29

Aプラン Bプラン

基本

300円

450円

基本

350円

510円

天災

430円

650円

天災

500円

710円

電話：025-210-8730

