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善意のご寄附 ありがとうございます!
白根第一中学校ボランティア委員会が中
心となり、学区内の白根・小林両小学校に
協力を呼びかけ、３校合同で「小中連携ボ
ランティア」に取り組んでいます。３校で
実施したアルミ缶回収により、今年度は
280㎏のアルミ缶を集め、約２万円に換金
されました。
その収益で福祉用具を購入し、１月29日㈮
南区社協会議室で贈呈式が行われました。
3校の児童・生徒を代表した14名が出席し、

全体集合写真

南区社協の田中会長にデイサービス送迎車

に付ける手すり14個と電動ひげそり１台が手渡されました。寄贈いただいた物品は、老人
デイサービスセンター皐月園・月潟・味方の３か所で大切
に活用されています。出席した白根第一中学校生徒は
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「代々、校内で引き継がれている取組みなので、しっかり
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後輩たちにも伝えていきたい」「今日来ている小学生の皆

○平成２７年度男性介護者のつどい

さんの中にも、白根第一中学校に進学してアルミ缶回収に
関わる人もいると思う」と話していました。

皆さまのご

協力とご支援に感謝いたします。ありがとうございました。

ご紹介 みなふくねっと

目録贈呈

（南区介護サービス事業所福祉ネットワークの会）

寄付金をありがとうございます
（平成28年１月31日までのご寄付です）

この会は、南区の介護サービス事業所が多
く加入し、さまざまな職種が所属しておりま

月潟自治会 秋まつり募金

様 …… 4,630 円

白根ガス株式会社 白根支店

様 … 60,000 円

種同士で意見交換や勉

大通コミ協

様 ……… 900 円

福祉が発展するよう、

しろね陶芸グループ連絡協議会 様 … 10,000 円
直売所桃太郎

様 … 38,700 円

す。みなふくねっとでは、同じ南区で働く職
強会を開催し、南区の
何より区民の皆様が安
白根ガス株式会社 白根支店様
よりいただきました寄付金の贈
呈式を行いました。

新飯田地区 在宅訪問

心してサービスを使え
るよう取り組んでおり
ます。

12/16管理者・相談員
意見交換会の様子

中学生ボランティア交流会
開催しました！

（安心箱配布・災害時資材補充）

平成27年12月25日㈮白根地区公
民館との共催で「中学生ボランティア
交流会」を開催しました。南区内５校
の中学生１・２年生27名と、先生、

平成27年12月５日㈯新
飯田地区社協では、年末在宅
訪問を行いました。この日は
新飯田地区社協の役員、民

南区の障がいをもつ生徒にとって、西蒲高等特別支援学校は
重要な通学先です。通学の手段として、生徒の保護者により
「南区通学バス」の運行が４年間にわたり続けられてきました。
しかし今年度、法令改正により3倍もの負担増となり、赤字

地域教育コーディネーター、主任児童
委員の大人14名、合計41名の参加

生・児童委員が、対象となる
高齢者や身体障がい者の方の

運営となりました。このため、南区手をつなぐ育成会では募金
活動に取り組んでいます。

がありました。
ＮＰＯ法人ふるさと未来創造堂 中
野正嗣さんを講師に迎え「災害時に自
分たちのできる事」をテーマに避難所

世帯をまわって「お元気です
か」「これから寒くなります
けど、お元気でお過ごしくだ
さい」と声を掛けながら安心

南区通学バスの安定した運行を継続する為には、皆様の温か
いご支援が必要です。ご協力よろしくお願いいたします。

南区通学バス運行継続のための募金

運営ゲーム「ＨＵＧ」を行い、自分達
は今日から災害時に備えて何を実践し

箱の配布・補充を行いました。
新規対象者の方への訪問と、

ていくかを宣言シートにまとめました。
この体験を生かし今後も災害時の学生
の力を引き出す講座を開催していく予
定です。

以前安心箱をお配りした方へ
の見守りも兼ねて、毎年行わ
れています。

募金箱設置場所 白根健康福祉センター内（白根1364-2）
わいわいカフェ※営業時間内（火〜金曜・10時〜14時）

を行いました！

「南区通学バス」運行継続のための
募金のお願いについて

地域活動支援センターゆう〜わ（戸頭215-2）
振 込 先 口 座 大光銀行 白根支店 普通口座
番号3024809 ※振込手数料がかかります。
口 座 名 義 新潟県立西蒲高等特別支援学校
南区通学バス保護者会
お 問 合 せ 先 新潟市南区手をつなぐ育成会
会長 中野裕子 090−1654−0036
募金にご協力いただける方は、ご連絡ください
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平成27年度赤い羽根共同募金運動にご協力をありがとうございました！
一 般 募 金 ……

7,247,167 円

歳 末 募 金 ……

2,834,814 円

戸別募金／一般募金 5,900,692円 歳末募金 2,734,151円
歳末募金／募金箱 40円
職域募金／一般募金
128,636円 歳末募金
100,623円
法人募金／ 193社
864,176円
学校募金（幼稚園・保育園含む）／33件 271,786円
イベント募金／ 8,646円
街頭募金／ 3,215円
その他の募金／募金箱・自販機による寄付 70,016円
紙面の都合上、法人募金ご協力企業、学校募金ご協力校･園等の実績の詳細につきましては、次号でご報告させていただきますことをご了承ください。

お問合わせは 南区ボランティア・市民活動センターまで TEL 373-3223

南区ボランティア・市民活動センター

講座予定

おもちゃ病院

平成28年度南区ボランティア・市民活動センターでは次のような講座を予定しています。
●ボランティアきっかけ作り講座

傾聴講座・福祉教育ボランティア講座・企業向け福祉教育
サマーチャレンジボランティア（中・高校生対象）

●ボランティア研修会

登録ボランティア研修会・中学生ボランティア交流会
ボランティアサロン交流会など

日程は区だより、社協だより、ＨＰ、チラシ等でお知らせします。
皆様のご参加をお待ちしております。

是非ご参加
ください。

平成28年度ボランティア登録、保険の受付を3月1日から開始します。是非この機会にご登録をお願いします。

南区健康福祉フェア 2015
第 9 回南区社会福祉大会開催しました !
平成27年10月３日㈯午前10時より、
白根学習館を会場に南区健康福祉フェア
2015・第９回南区社会福祉大会が開催
されました。
午前中からラスペックホ−ルではアト
ラクションが、学習館１・２階では福祉
施設のバザーやパネル展示等が行われ、
大勢の来場者でにぎわいました。
午後からは南区社会福祉大会が行われました。南区社協表彰規程による
表彰に続いて、白南中学校生徒より、学校内外で取り組んでいるボラン
ティア活動や福祉体験について、熱心な意見発表が行われました。
その後の記念講演では、講師にプロキックボクサー 塚野真一様をお迎
えして「運動しながら元気に生きる！」と題してお話を頂きました。塚野
さんは運動教室や体育塾を主宰されており、いつまでも元気で暮らしてい
くための体づくりや、決して諦めないことの大切さについてお話ししてい
ただきました。

受賞おめでとうございます!
南区社会福祉協議会長表彰は、10月３日㈯開催の南区社会大会で、新潟市社
会福祉協議会長表彰は、11月15日㈰でそれぞれ行われました。

南区社会福祉協議会長表彰
永年勤続表彰
伊藤
功 様（白根地区）
宇田五津男 様（根岸地区）
間島 和代 様（月潟地区）
長谷川 誠 様（茨曽根地区）
笠井 修作 様（白根地区）

風間 勇江
田中 吉平
野澤 正榮
田辺喜代治

様（小林地区）
様（庄瀬地区）
様（月潟地区）
様（大郷地区）

福祉篤行表彰
登石弘淑 様（月潟地区） かぼちゃ電車保存会 様（月潟地区）
ひまわり会 様（白根地区）白根第一中学校 ボランティア部 様（白根地区）
コーラス白根 みどりの会 様（白根地区）

新潟市社会福祉協議会長表彰
各種民間社会福祉団体に役職員、関係者として10年以
上、民生委員児童委員においては12年以上勤務あるい
は関与し、特に功績のあった者

第２号表彰
藤﨑
守 様（白根地区）

各種民間社会福祉施設に役職員として勤務あるいは関与
し、特に功労のあった者

各種社会福祉事業を実施またはそれに協力し、特に功労
第３号表彰
のあつた個人又は団体
登石弘淑 様（月潟地区）
かぼちゃ電車保存会 様（月潟地区）
ひまわり会 様（白根地区）

新潟県共同募金会感謝状伝達
白根測量設計株式会社 様

開院

動かないおもちゃ。壊れたおもちゃ。音の出ないおもちゃ。
なんとか治らないかと思っていた方にお知らせです!
定期開院：第5日曜日
受
付：午前10時〜11時30分（受付）
会
場：白根学習館
診察、相談、修理費は無料です。部品等の費用がかかる場合
があります。また、修理できない場合もあります。
おもちゃ病院にいがた
※詳しくはコチラ→

地域交流活動助成事業

（いきいきサロン・お茶の間活動助成金）をご活用ください!
いきいきサロン・お茶の間活動とは、地域の方が気軽に集える居場所、
地域の中で人と人を結ぶ交流の場として、｢仲間づくり」「生きがい・
社会参加」「孤立・閉じこもり防止」などいろいろな効果があります。
「いきいきサロン」｢お茶の間」活動の助成金があり、高齢者を中心と
したAタイプとお子さんから高齢者まで多世代交流を取り入れた活動の
Bタイプの2種類です。ぜひ、ご活用ください。南区社会福祉協議会で
は、「サロンをつくりたい」「お茶の間活動の運営の仕方がわからな
い」など立ち上げのお手伝いを行っています。気軽に、無理なく、楽し
く｢いきいきサロン｣「地域のお茶の間」を始めてみませんか。

地域交流活動助成事業

（いきいきサロン・お茶の間活動助成金）説明会を開催します。

日 時：３月２日㈬・３日㈭ 午後２時〜４時（いずれかご都合の良い日）
会 場：白根学習館２階ルーム１・２
内 容：・サロン・お茶の間活動にかかる助成金について
・お茶の間活動にかかる保険について
・サロン・お茶の間グループ登録について
Ａタイプ
実 施 回 数

月一回以上定期的に開催

自治町内会から小学校区
事業にかかる経費
助 成 対 象 （※専ら飲食を目的とした
経費を除く）
参 加 人 数 地域の高齢者等を中心に
10人以上
年額30,000円以内
助 成 金 額
（@2,500円×開催月数）
実施対象範囲

Ｂタイプ
Ａタイプに加え、多世代交流事業
を定期的
（年４回以上）
に実施
自治町内会から小学校区
事業にかかる経費
（※専ら飲食を
目的とした経費を除く）
多世代交流のための事業費
Ａタイプに加え、
年間を通じて
多世代交流事業を定期的に開催
年額120,000円以内
（@10,000円×開催月数）

説明会にご参加を希望される方は、南区社会福祉協議会へお申込みください。TEL. 373- 3223

平成27年度

男性介護者のつどい ― たいせつなご家族のために、
介護に取り組むあなたへ ―

介護に取り組む男性のための集いの場です。今回、家族介護をテーマにした
映像作品の鑑賞と、温泉入浴・お食事会を企画しました。たまには、ひと息入
れてみませんか？肩の力を抜いて男性同士、ともに楽しく語り合いましょう！
日 時：平成28年３月11日㈮ 会 場：湯田上温泉 集 合：南区社協 10時
内 容：情報交換・意見交換、昼食・入浴
南区社協15時頃到着・解散を予定しています。
参加費：3,000円 お申し込みは３月４日㈮までに南区社協へご連絡ください
定 員：先着15名

位 置 図

●イオン白根店
国道8号
●南警察署

第１号表彰
田辺喜代治 様（大郷地区）

みなみ

●
白根小学校
中央郵便局●

ダイニチ工業株式会社 様

●
南消防署
●
南区役所

老人福祉センター
白寿荘

南区社会福祉協議会
南区ボランティア・市民活動センター
南区介護支援センター
南区訪問介護センター
地域包括支援センターしろね南

TEL 373-3223
TEL 373-3223
TEL 373-5650
TEL 373-6122
TEL 373-6770

●
白根健生病院

連絡先
社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会
事務所 〒950-1214

新潟市南区上下諏訪木817番地1

TEL.025-373-3223
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ホームページ
アドレス

南区社会福祉協議会

南区社協

FAX.025-373-6125

で検索 http://www.shakyominami.ecnet.jp/

白根カルチャー
センター
旧白根
健康センター

鈴木仏壇店
●
●
白根郵便局

●サルナート吉運堂
国道460号
●コンビニ ●原信白根店

ホーム
センター ●

●
白根学習館

●

●

しろね大凧と
歴史の館

