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中央区社協 検　索　

毎月 第3土曜日 9：20～9：40
FM Kento 76.5MHz
「920＠Community」
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！
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・中央区中央訪問介護センター
関屋下川原町1-3-11

TEL 025-234-0533

・中央区南訪問介護センター
新和3-3-1

TEL 025-284-6780

・中央区東訪問介護センター
明石2-3-25

TEL 025-242-3411

・障がい者訪問介護センター
八千代1-3-1 新潟市総合福祉会館３階

TEL 025-248-6555

・障がい者デイサポートセンター明日葉
八千代1-3-1　新潟市総合福祉会館２階

TEL 025-248-6281

・老人デイサービスセンター本町
本町通1-168-2

TEL 025-227-5802

・江東地域社協活動センター
八千代1-3-1　新潟市総合福祉会館

・中央区万代ボランティア・市民活動センター TEL 025-243-4379

・しもまち地域社協活動センター
附船町1-4385-1（北部コミセン入舟健康センター内）

TEL 025-229-7103

　７月26日（木）に、東日本大震災による避難者同士の交流会「第５回
中央区きずな・元気交流会」が、新潟市食育・花育センターで開催さ
れました。
　茶話会のほか、キッズスペース、カイロプラクティックコーナーな
どが設けられ、食育・花育センターの館内ガイドやじゃが芋ほり体験
も行われ、袋いっぱいのお芋を収穫されていました。

 中央区社協だよりの所々に登場するこのキャラ。中央区社会福祉協議会の宣伝係の
“ちょちょらくん”です。
 「ちょちょら」は新潟弁で「適当」という意味です。「適当」には ①いい加減 とい
う意味だけではありません。②ぴったり合う、ほどよいという意味があります。
　福祉って難しいこと、すごいことではありません。誰もがいつも感じていること、
知らないうちにやっていること。もっと気楽に「適当に！」、そんな思いが込められ
ています。
　今後ともよろしくお願いします！　ついでに、“ついでちゃん”もよろしくね！

中央区きずな・元気 交流会中央区きずな・元気 交流会

・中央区社会福祉協議会（代表）
・中央区古町ボランティア・市民活動センター
・中央区中央介護支援センター
・中央区まごころヘルプ
・日常生活自立支援事業

TEL 025-210-8720　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8730　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8710　FAX 025-210-8715
TEL 025-210-8736　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8733　FAX 025-210-8722

〒951―8062　新潟市中央区西堀前通6番町909番地 Co-C.G.（コシジ）3階

　今年の夏やすみも、おともだちやご家
族と一緒に、宿題や自由な時間を過ごす
フリースペースを設けました。
　開催中には、たのしい催し物などもあ
り、みなさん思い思いの時間を過ごして
いたようです。

さわさわさわさわさわさわさわさわ夏やすみ
　避暑スペー
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　避暑スペー
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　避暑スペー
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みなさんと話をし、楽しむことで
前向きに物事を考えられたり、
ストレスをため込まなくなるので、
こういう場は必要です。

同じ境遇の方とお話しでき、
とても楽しい時間を
過ごすことができました。

母子避難していますが、
新潟に親戚・友人もなく、
交流会が心の支えです。
毎回本当に楽しみにしています。
託児をしていただけるのも
大変リフレッシュになり、
ありがたいです。

宣伝係「ちょちょらくん」のご紹介宣伝係「ちょちょらくん」のご紹介

中央区社協の事業をわかりやすく紹介していま
す。最新情報、助成情報、講座・イベント情報を
随時更新し、新鮮な情報をお伝えしたいと思って
います。ちょちょらのブログもお楽しみに！！

中央区社会福祉協議会では中央区内のさまざ
まな団体の皆様と『つながっていきたい』と
思っております。学校、幼稚園、保育園、福
祉施設、団体、コミュニティ協議会、地区社
会福祉協議会、自治・町内会などにおじゃま
させていただいて、ホームページに活動を紹
介させていただければと考えております。ご
協力いただける団体の方々、ご連絡をお待ち
しております。

第１回目からのアンケートより、参加された方の声を紹介します。

募集していますホームページ ラジオ放送



あなたの町や被災地で
ありがとうの気持ちがあふれています
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あなたの町や被災地で
ありがとうの気持ちがあふれています

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！

　赤い羽根共同募金運動が10月1日から12月31日
の3か月間実施されます。
　赤い羽根共同募金は、県内の福祉事業、お住いの地
域の福祉事業の推進や災害支援活動にも使われます。

今年もご協力よろしく
お願いいたします。

福祉施設が行うバリアフリー工事に
（地域活動支援センターさんろーど）

中央区社会福祉協議会が行う、
子育て支援事業に

災害ボランティアセンターへの
支援やボランティアバスの運行に

たとえばあなたの町のこんな事業や災害支援活動に使われています。

2012親子でなかよく映画をみよう！！

ボランティア・市民活動センターボランティア・市民活動センター

ボランティアきっかけづくり講座

９月

10月

それいけ！アンパンマン
「すくえ！ココリンと奇跡の星」

１ （9:30～10:40／13:00～14:10）

ドラえもん
「のび太の恐竜2006」

２ （10:55～12:45）

クレヨンしんちゃん
「嵐を呼ぶアッパレ！戦国大作戦」

３ （14:25～16:00）

福祉・ボランティアの歴史と意味１ ボランティア活動の種類・事故予防2 ちょこっと体験「車イス・アイマスク」3

日 時

日 時

定 員 参加費

出張します！まちなか総合相
談

インフォメーション

サマーチャレンジボランティア 2012サマーチャレンジボランティア 2012

入場無料

　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。

2012夏！出会いのきっかけづくりパーティー

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

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。

見学も
可能です！！

　夏休み期間を利用した中学生から大学・専門学校生
を対象にした「ボランティア活動」を企画しました。
　今年は90名以上のご参加をいただき、主に中央区内
の福祉施設や団体、企業等27カ所で、それぞれボラン
ティア体験を行いました。
　この体験を通して、楽しか
ったこと、大変だったことを
参加者自らが気付き、今後の
ボランティア活動につながれ
ばと願っています。

参加無料
先着50名 夫（妻）の介護、

誰か教えて！  
腰が痛くて…
着替えって大変～

こんな便利なもの
あったのね！
介護便利グッズの紹介

認知症の母…
お金の管理はどうする！？

成年後見制度について知りたい！

さあ大変！
介護保険の手続きが
わからない！
知って得する

介護保険手続き方法

デイサービス、
老人ホームetc…
施設ってどんなところ？
どんなことするの？

開催報
告

一時保育あり 定員10名
（事前申込み）

テーマ：「葬儀について、あなたの安心」
日時：10月24日（水）
　　　13：30～15：00
講師：株式会社アークベル

　地域の茶の間、自治・町内会、サロン、お友達同士の集まり等、
皆様がお集まりの場所に、中央区社協職員がお伺いして、皆様と
ご一緒に、お話をします！（無料）お気軽にお問い合わせください。

中央区中央介護支援センター　TEL 025－210－8710
お問い合わせ先

介護なんでも教室９月、10月講座のご案内

 5月30日に開催した講座
「脳卒中にならないために」の様子

テーマ：「こどもの育ち あれこれ」
日時：９月26日（水）
　　　14：00～15：30
講師：新潟県立吉田病院
　　　子どもの心療内科
　　　小児科医師 新田初美氏

会場は、中央区社会福祉協議会 交流スペースです。

　お子さんと一緒に、周りに気兼ねせず、おしゃべりしながら映画を見ませんか？
　新潟・市民映画館シネ・ウインドの映写技師さんが、16ｍｍ映写機を使って上
映します！
　要約筆記による字幕あり、子どもの遊び場あり、おもちゃ病院も開設します。

10月28日（日）9：30～16：00

　「“ボランティア”という言葉は知っているけれど、なにをしたらいいの？」
　「どこにどうやって相談したらいいの？」という方、ぜひご参加ください。

　８月11日（土）、古町のジョイアミーアで開催しました。
　カップルが２組誕生、ゴールインしたらぜひ中央区に住んで
いただきたいです。
　次回は12月に開催予定です。

9月28日（金）13：30～16：00
20名（先着） 500円

申し込み不要、当日直接会場へ

協力：新潟要約筆記サークル・おもちゃ病院にいがた・保育ボランティアグループ　カンガルー

上映時間がかわる場合もありますので、ご了承ください。
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TEL 025-210-8736　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8733　FAX 025-210-8722
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　今年の夏やすみも、おともだちやご家
族と一緒に、宿題や自由な時間を過ごす
フリースペースを設けました。
　開催中には、たのしい催し物などもあ
り、みなさん思い思いの時間を過ごして
いたようです。

さわさわさわさわさわさわさわさわ夏やすみ
　避暑スペー

ス夏やすみ
　避暑スペー

ス夏やすみ
　避暑スペー

ス夏やすみ
　避暑スペー

ス

みなさんと話をし、楽しむことで
前向きに物事を考えられたり、
ストレスをため込まなくなるので、
こういう場は必要です。

同じ境遇の方とお話しでき、
とても楽しい時間を
過ごすことができました。

母子避難していますが、
新潟に親戚・友人もなく、
交流会が心の支えです。
毎回本当に楽しみにしています。
託児をしていただけるのも
大変リフレッシュになり、
ありがたいです。

宣伝係「ちょちょらくん」のご紹介宣伝係「ちょちょらくん」のご紹介

中央区社協の事業をわかりやすく紹介していま
す。最新情報、助成情報、講座・イベント情報を
随時更新し、新鮮な情報をお伝えしたいと思って
います。ちょちょらのブログもお楽しみに！！

中央区社会福祉協議会では中央区内のさまざ
まな団体の皆様と『つながっていきたい』と
思っております。学校、幼稚園、保育園、福
祉施設、団体、コミュニティ協議会、地区社
会福祉協議会、自治・町内会などにおじゃま
させていただいて、ホームページに活動を紹
介させていただければと考えております。ご
協力いただける団体の方々、ご連絡をお待ち
しております。

第１回目からのアンケートより、参加された方の声を紹介します。

募集していますホームページ ラジオ放送


