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ご参加ください ! TEL.210-8730

TEL.210-8720

出会いのきっかけづくり
パーティー

ボランティアきっかけづ
くり講座

「ボランティアってなんだろう？」
これからボランティア活動をはじめようと思っているみなさん、

一緒に考えてみませんか？日　時：11月25日（金）、
　　　　平成24年1月27日（金）、3月23日（金）
　　　　13：30～16：00（隔月第4金曜日に開催）
会　場：中央区社協交流スペース
内　容：・お話「ボランティアってなんだろう？」
　　　　・コミュニケーショントレーニング
　　　　・活動の実践にあたって（各回同じ）
定　員：20名（前日までに要申込み）
参加費：500円

子育てサロン
子育て真っ最中のパパ、ママはもちろんのこと、
おじいちゃん、おばあちゃんもお孫さんと一緒に

遊びにいらっしゃいませんか？
①古町型☆子育てサロン  ぴょんぴょん
　毎月第1金曜日（中央区社協交流スペース）
②都市型☆子育てサロン
　毎月第1火曜日（新潟市総合福祉会館　多目的ホール）　
　毎月第3金曜日（新潟市総合福祉会館　技能習得室）
※時間は10：00～ 12：00（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　　　　　　　参加費：1組100円
　　　　　　　　　　　　　（申込不要、直接会場へ） 今年で3回目の開催となります。

昨年は、4組のカップルが誕生しました。
ぜひ、お気軽にご参加ください。

日　　時：平成23年12月23日（金・祝）　
　　　　　15：00～17：00
会　　場：新潟Joia  mia（ジョイアミーア）
　　　　　中央区東堀通７
参 加 費：3,500円
参加対象：25～45歳の男女各20名
申 込 み：12月9日（金）締切り　応募多数の場合は抽選
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「みんなでささえあうあったかい地域づくり」

今年も12月1日から1か月間、歳末たすけあい募金運動が始まります。
お寄せいただく募金は、11月中旬から1月末までに行われる福祉施設や地域の
交流活動、高齢者や障がい者等の見守り活動に活用されます。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

昨年実績

1世帯 300円 10,595,921円昨年実績（中央区）
募金めやす

歳末たすけあい募金に
ご協力をお願いします

12月

1日～31日

この広報紙は歳末たすけあい募金の配分金により発行しています。

平成22年度
歳末たすけあい事業のひとコマより
↑ 鏡淵コミ協「三世代交流新春文化フェスティバル」H23.1.30㊐
← 女池東第三自治会「歳末たすけあいもちつき大会」H22.12.12㊐

中央区ボランティア・
市民活動センター

ご寄付ありがとうございます。

地域福祉、介護事業の推進に、活用させていただきます。

夢のダンス新潟友の会様 26,896円
匿名様 5,000円
匿名様 5,000円

匿名様 5,000円
新柳会様 24,931円
匿名様 2,000円

6月1日～10月31日現在
ホームページ

ラジオ放送

中央区社協の最新情報、講座・
イベント情報など新鮮な情報を掲載していきます。

子育て中のママが毎回ゲストを
招いて情報を発信中です!
毎月 第3土曜日 9:20～9:40
FM Kento 76.5MHz 「920@Community」

新潟市中央区社協 検索 http://syakyo-niigatacity-ward.jp/chuou/

八千代1-3-1（新潟市総合福祉会館3階）

八千代1-3-1（新潟市総合福祉会館2階）



ふれあいティールームをご利用ください!ふれあいティールームをご利用ください!
　閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等の介護予防事業の一環として生きがい対応型通所事業
（通称：ふれあいティールーム）を行っています。
　簡単な運動やレクリエーション等を通して仲間づくりや生きがいづくりのきっかけになります。
各ティールームにはプログラムなどがあります。利用料金は、週1回のご利用で200円です。

　この夏、ボランティア体験として「サマー・チャレンジボラン
ティア２０１１」に、中学生から大学生まで延べ21名が参加しまし
た。活動先リスト・メニューから中央区内の福祉施設や企業・団体
など自分で活動先を選択し、体験しました。活動にあたって事前
説明会、9月10日には事後報告会を開催し、それぞれの体験談や
感想などを発表しました。また、今回の体験で将来の進路が明確
になったという感想も参加者の中から寄せられています。

※中央地区は、12月末まで会場を大畑少年センターで開設しています。

お問い合わせは、中央区社会福祉協議会 TEL.025-210-8720へお願いします。

 地　　区 場　　　　所 開設日
 中　央 ※寄居コミュニティハウス 水・木・金曜日
 南 南地域保健福祉センター 月・木・金曜日
 東 新潟市総合福祉会館 水・木・金曜日

白山浦2丁目町内会白山浦2丁目町内会

「白二みまもりネットワーク」「白二みまもりネットワーク」
あったかネットワーク助成事業を活用しています。

あったかネットワーク助成事業とは

地域の
活動紹介
地域の
活動紹介

　人　口 約 2,400 人
　世帯数 約 820 世帯
　70歳以上 約 340 人
　独居高齢者 52 人
　お茶の間 2 か所
　自主防災組織 平成 16年立ち上げ
　福祉協力員 30 人

データ

「安全安心なまちづくり
　　 　　　　　 住んでよかった白山浦」

あいことば

お隣りご近所仲良くしよう！ゆるやかな見守りをしよう！

近所で見守りができることが目標
強制しないこと
（見守りはいいですよ、という人の所へは行かない）

▼

森 啓祐会長

適宜の訪問（安否確認等）
（一人が数名の要援護者を担当）
　・資格は特になし
　・プライバシーに配慮

一人暮らし高齢者や障がい者等の方々の地域における見守りの必要性

ささえあい、たすけあいの住みよいまちづくりのための活動として
福祉協力員（ボランティア）を立ち上げました。（平成21年 10月 10日）

▼

福祉協力員
（ボランティア） ・友愛訪問

・地域の茶の間
・防災リュック（全世帯配布）
・安心カード（70歳以上）
　　　　　　　
町内で作成した高齢者名簿に
基づいて現状把握や情報の
共有化を図るため、
定例会を開催している。
　　　　　　　

　・後継者の育成
　・若年懇談会（男女別）の開催

森会長山崎さん 藤崎さん 栗谷川さん

活動の取り組み

課題と今後の展望

中央区社会福
祉協議会

地域貢献事業

明日葉まつり

より身近に！！ 中央区社会福祉協議会の窓口を新潟市総合福祉会館（新潟市ボランティアセンター内）に設置しました。 TEL 025-243-4379

　「ワッショイ！つながる　ひろがる　みんなの輪！」9
月 23 日 ( 金・祝 )、新潟市総合福祉会館を会場に開催し
ました。多目的ステージでは、新潟中央高校ダンス部の
演技や宮浦中学校万代太鼓委員会の演奏などがあり会場
は熱気であふれていました。
　キーホルダー作りやひまわりクラブ出展のスライム作
りも人気でした。また、8 月から募集していた福祉川柳
の表彰式も行いました。

出張します！
介護なんでも教室
　中央区社協の介護の専門集団（ケアマネージャー、ホー
ムヘルパー、生活相談員、デイサービス介護職員など）
が自治・町内会、地域のお茶の間、お友達同士の集まり
に「介護」や「福祉」について、お話をさせていただきます。
お気軽にご相談、お問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　 中央区中央介護支援センタ－
　　　　　　　　　　　　 TEL.025-210-8710

11月1日 新潟市総合福
祉会館1階

新潟市ボランティアセン
ター内に設置しました。

中央区社会福祉協議会 組織図

中央区社会福祉協議会
 組織図

設置名称
中央区社会福祉協議会

火曜～金曜 9 : 00～17 : 00

中央区ボランティア・市民活動センターのサテライト機能

火曜～金曜 13 : 00～17 : 00

江東地域の地区社協の拠点

1. ボランティア市民活動の相談
2. ボランティア保険の受付
3. 講座・イベント等の開催
4. 本部ボラセンとの連絡・調整

1. 地区社協の連絡窓口・活動拠点
2. 各種申請（ふれあい事業、友愛訪問事業など）
3. 地域活動の相談窓口

休み／会館休館日、土・日・祝祭日・年末年始

ボランティア・市民活動センター
会館サテライト

中央区社会福祉協議会
江東地域社協活動センター

開設時間

主　　な
業務内容

中央区ボランティア・市民活動センター

中央区中央介護支援センター

中央区中央訪問介護センター

日常住活自立支援事業（あんしんサポート新潟）

中央区まごころヘルプ

中央区南訪問介護センター

中央区東訪問介護センター

障がい者訪問介護センター

障がい者デイサポートセンター明日葉

老人デイサービスセンター本町

中央区社会福祉協議会 本部
（Co-C.G 3F）

中央区社会福祉協議会

中央区社会福祉協議会

①中央区ボランティア・
　市民活動センター会館サテライト
　（通称／中央区ボラセン会館サテライト）

②江東地域社協活動センター
　【江東地域内の地区社協の拠点】
　TEL.025-243-4379
　TEL.025-248-7180

①しもまち地域
　ボランティアセンター
　（通称／しもまちボラセン）

　新潟市中央区附船町 1-4385-1
　TEL.025-229-7103

←  地域の茶の間「てんめい」にて。
参加者で楽しむ「レクリエーション」
についてを実践中。

事後報告会にて。どの顔も充実感にあふれています。

森会長と協力員として活躍 →
されている方から、お話を
伺いました。

※中央区社協では、自治・町内会を範囲として、ひとり暮らし高齢者等を地域で見守る“住民同士によるささえあいのネッ
トワークづくり”を応援しています。（助成額：年額 2万円）
　事業にかかるボランティア活動保険を中央区社協で負担します。

※中央区社協では、自治・町内会を範囲として、ひとり暮らし高齢者等を地域で見守る“住民同士に
　よるささえあいのネットワークづくり”を応援しています。（助成額：年額2万円）
　事業にかかるボランティア活動保険を中央区社協で負担します。

　「自分に何かできるか。やる気になれば何でもで
きる。まずやろう！半歩でも前進しよう！」と、みまも
りネットワーク活動をスタート。声かけあいさつが
大事。どんな情報でも（ガセねたでも）大事。それ
を整理する。
　3月11日、あの大震災当時西区にいた。
　町内へ戻ると福祉協力員の皆さんから「安否確
認済み」との連絡をもらったときは「涙が出るほど
うれしかった。ありがたかった。一にも二にも“安全
安心なまちづくり住んでよかった白山浦”みんなで
支え合っていかなければならない」と熱く語ってお
られました。

サマー・チャレンジボ
ランティア 2011


