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ボラまち
未来への種蒔き

Y
中 央区 ボラ ンティ ア・
市民活動センターだより

～カナール彩で、地域に笑顔の種を蒔く～

新潟市南商工振興会と市民・行政がタッグを組んで開催する鳥屋野潟の春のお祭り、
にいがたカナール彩。
“環境・社会・地域に良い影響を与えたい、すべての人たちに笑顔
になってもらいたい”という思いを込めて、新潟県スポーツ公園が 1 日限りのお祭り会
場となり、カヌーや Kid‘s ボート、ステージでのダンス発表、フードドライブ（食品寄
付）などが行われるイベントです。
このイベントの準備には、ボランティアのつどい Nanmo のメンバーも参加しまし
た。イベントを作る一員として活動することで、自分と社会とのつながりをより身近に
感じられたようです。
社会や人とのつながりのあり方が大きく変化している今、たくさんの人がともに作り
楽しむ機会は、よりいっそう価値あるものとなっています。出会いや交流が地域への愛
着を育て、自分たちの地域でどんなことができるのかを考えるきっかけをつくります。
それは豊かで持続可能な社会を作っていくことにもつながっていきます。

ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた ボランティア募集！
2022 年秋、新潟大学医歯学総合病院の敷地内にドナルド・マクドナルド・ハウスがオープンします。
ご家族が安心してハウスをご利用いただけるよう、運営を支えるボランティアを募集します。
活動内容：ハウスキーピング、電話対応、チェックイン・チェックアウト業務、
事務ワークなど
活動日時：２週間に 1 度、３時間程度
活動場所：ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた内
募集人数：150 人
ナイトボランティア（夜間のボランティア）も募集中です！
説明会 ※興味のある方、活動をご希望の方は説明会にご参加ください
日時：５月 22 日（日）
、6 月 12 日（日）
、 ６月 15 日（水）
いずれも 11:00～、14:00～、18:00～（所要時間 各回約１時間）
会場：新潟医療人育成センター 4F ホール（中央区旭町通一番町 757 番地新潟大学旭町キャンパス内）
申込み：二次元コードよりお名前、ご住所、ご連絡先、説明会の参加希望日時をご記入のうえお申込みください
問合せ：ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた
担当：いながわ様
tel. 080-7178-2146（平日 9:00～18:00）

－ Vol.1 －

のレシピ紹介

そらいろ子ども食堂は、
新潟青陵大学と新潟県立大学
の学生が運営しています

みなさんこんにちは！そらいろ子ども食堂です。コロナ禍で以前のような食堂の開催ができていませんが、
食材配布を行い手作りのお菓子やご寄付いただいた食品などを配布しています。今回は手づくりお菓子の中でも
人気の「抹茶のパウンドケーキ」のレシピを紹介します！

抹茶のパウンドケーキ
■
■
■
■
■
■

材料

ホットケーキミックス 150g
卵 1個
砂糖 20g
牛乳 50g
サラダ油 50g
抹茶パウダー 5g

作り方
① オーブンを 180℃に予熱する
② 卵、砂糖、牛乳をボウルに入れて混ぜ合わせる
③ サラダ油、ホットケーキミックス、抹茶パウダ
ーの順に加えてその都度混ぜる
④ 型に流し入れ 180℃のオーブンで 30～40 分
焼く

抹茶を使用していますが、苦すぎず食べやすいので子ども達にも人気です！材料を混ぜて焼くだけで簡単に作れますので、
お家でも作りやすいと思います。

新潟市水族館

マリンピア日本海 ボランティア募集！
館内の案内やイベントの補助をしていただくボランテ
ィアを募集します。活動を希望する方は以下の研修（全 3
回）にご参加ください。
［対象］高校生以上で月 2 回程度（1 回 2 時間半くらい）
活動可能で、E メールでの連絡が可能な方
［研修日］※全て参加していただく必要があります
6/18（土）、7/2 （土）、7/16（土）
いずれも 13：30～16：30

［申込］E メールの件名を「ボランティア申し込み」と
し、本文に郵便番号、住所、氏名、年齢、電話
番号、メールアドレスを記入して送信
esd@marinepia.or.jp
［締切］6/8（水）必着
［お問合せ］マリンピア日本海
tel. 025-222-7500

新潟市ファミリー・サポート・センター 提供会員募集！
新潟市ファミリー・サポート・センターは、主
にこどもの預かりと送迎を行う子育て支援です。

基本研修

応援してほしい方を「依頼会員」
、応援したい方を
「提供会員」として登録し、相互援助活動を行い
ます。提供会員として活動する方は基本研修の全

第1回

科目の修了が必須です。
定員：20 名(※先着順) テキスト代：2,000 円
申込み・問合せ：新潟市ファミリー・サポート・
センター tel. 025-248-7178

第2回

第 3 回の日程や研修の詳細はこちら ▶

日にち

時間

会場：新潟市総合福祉会館

5 月 17 日（火）

9:50～16:00

大集会室 1.2

5 月 18 日（水）

10:00～17:00

大集会室 1.2

5 月 19 日（木）

10:00～15:00

405・406 会議室

7 月 20 日（水）

9:50～16:00

408・409 会議室

7 月 21 日（木）

10:00～17:00

408・409 会議室

7 月 22 日（金）

10:00～15:00

408・409 会議室

# へいわのはと に想いをのせて
上古町商店街の複合施設「SAN（サン）
」
。カフェやフラワーショップ、デザ
イン事務所などさまざまなものが同居する空間の一角に、ユニセフによるウク
ライナ緊急募金の募金箱があります。SAN の＃へいわのはとプロジェクトで
設置しているもので、募金をすると館長でデザイナーでもある迫一成さんが描
いたへいわのはとを、カードやトートバッグ
に刷って持ち帰ることができます。募金をし
た人とともに、へいわのはとがいろんな場所
へ飛び立っていきます。
上古町商店街に近い白山小学校の 5年生
（現
6 年生）の子どもたちも、＃へいわのはとプロ
ジェクトを知って募金に訪れました。募金し
たお金は、子どもたちが地域の防災マップを
サ
ン
作製した時に、商店街のさまざまなお店に募
まちのちいさな複合施設ＳＡＮ
金箱を設置して集めた印刷費用の一部です。
(中央区古町通 3-635)
今困っている人たちの命を救うためにお裾分
新たな出会いや交流が
けしようと、募金することを決めました。
生まれる仕掛けがちり
ばめられた、ワクワクの
地域、学校、子どもたち、それぞれが寄せて
発信地。
いた思いがプロジェクトを通して一つにな
白山小学校の子ども
り、また新たな場所へと広がっていきます。上
たちが作った防災
古町にあふれる温かな思いが、世界に届きま
マップも置いてあります。
すように。

ウ ク ラ イ ナ 語 ・ ロ シ ア語
通訳ボランティア募集
新潟県国際交流協会では、ウクライナ語
またはロシア語のできる通訳ボランティア
を募集しています。
［登録要件］
・日本語及びウクライナ語またはロシア語で
コミュニケーション可能な方
・満 18 歳以上の方
・新潟県内で活動できる方、またはオンライ
ン及び三者通話で遠隔通訳活動ができる方
［想定される活動］
・行政窓口や各種手続きなどへの同行通訳
・外国人相談センター新潟での相談通訳の
補助
［応募方法］
二次元コードよりボランティア
登録フォームに入力
［お問合せ］
新潟県国際交流協会
tel. 025-290-5650

中央区ボランティア・市民活動センター
〒951-8062
新潟市中央区西堀前通 6 番町 909 Co-C.G.ビル 3 階
Tel：025-210-8730
Fax：025-210-8722
Mail：va-chuouku@syakyo-niigatacity.or.jp
※お車でお越しの際は、市営西堀地下駐車場をご利用ください。駐車券をお渡しします。

[開所時間] 月曜日～金曜日 8：30～17：15（土・日・祝、年末年始を除く）

ボランティアのつどい

Ｎａｎｍｏ
毎月第 1 金曜日
14：00～15：30
参加してみたい方、
作業のお手伝いをご依頼
いただける方、
お気軽にお問合せ
ください

