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きらりん

善意のご寄付 ありがとうございます!
１月31日（水）、白根第一中学校と白根小学校・小林小学校より、アル
白根第一中学校のボランティア委員が学校区内の両小学校に協力を呼び

寄付金を
ありがとうございます

かけ「小中連携ボランティア」として取り組んでいます。３校で実施した

（平成30年１月31日までのご寄付です）

ミ缶回収で換金したお金で購入した物品等の寄付をいただきました。

アルミ缶回収により、今年度は、230㎏のアルミ缶を集め約２万円に換

株式会社

金されました。
白根第一中学校にて、児童
と生徒の代表計26人が出席
しました。

廣瀬

様 ………… 3,000 円

白根ガス株式会社

様 ……… 72,000 円

直売所

様 ……… 36,764 円

桃太郎

白根ガス株式会社様よりいただ
きました、寄付金の贈呈式を行
いました。

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、味方、月潟で大切に使わ
せていただきます。

南区健康福祉フェア2017・第11回 南区社会福祉大会を開催しました!
平成29年10月７日
（土）
白根学習館を会場に南区健康福祉フェア2017・第11回南区社会福祉大会が開催されました。
ラスペックホールでのアトラクションをはじめ、福祉施設のバザーやパネル展示などで大変賑わいました。
午後から、南区社会福祉大会が開催され、南区社協表彰規程による表彰に続いて、月潟中学校の皆さんより、学校内で取り組んでいるボランティア
活動について意見発表が行われました。
その後の記念講演では、講師に西日本新聞編集委員 佐藤 弘様をお迎えして「食卓の向こう側に見えるもの 〜口は命の入り口 心の出口〜」と題
して講演をいただきました。

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７日
（土）
開催の南区社会福祉大会で、新潟市社会福祉協議会長表彰は、11月19日
（日）
にぞ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
渡辺

第３号表彰

悦子 様（大通地区）

井田

福祉篤行表彰
小林

清子 様（根岸地区）

井田

笹川

正巳 様（味方地区）

堤

勉 様（味方地区）
タイ 様（味方地区）

新飯田ふれあい茶の間 様（新飯田地区）
新飯田ママクラブ 様（新飯田地区）

臼井お茶の間の会 様（臼井地区）

小林ふれあい茶の間 様（小林地区）

庄瀬ふれあい茶の間 様（庄瀬地区）

能登・栄町お茶の間 様（白根地区）

吉江生き生きの会 様（味方地区）

月潟おはなしの会 様（月潟地区）

感
外川

新潟市社会福祉協議会長表彰
各種社会福祉事業を実施し、またはそれに協力し、特に功労のあった
個人又は団体

勉 様（味方地区）

堤

タイ 様（味方地区）

笹川

正巳 様（味方地区）

新飯田ふれあい茶の間 様（新飯田地区）
新飯田ママクラブ 様（新飯田地区）
庄瀬ふれあい茶の間 様（庄瀬地区）
小林ふれあい茶の間 様（小林地区）
月潟おはなしの会 様（月潟地区）
能登・栄町お茶の間 様（白根地区）
臼井お茶の間会 様（臼井地区）

謝
朗 様（白根地区）

吉江生き生きの会 様（味方地区）

ボランティア伝言板
ボランティア伝言板
平成30年度

ボランティア個人・団体登録募集
ボランティア登録をして活動の幅を広げてみませんか？登録して
いただくと様々な研修会や交流会などへのご案内などをいたします。
また、助成金、会場、活動場所、ボランティア保険に関するご相
談も承ります。登録をしてボランティアの輪を広げましょう。
※平成30年度登録・保険の受付は3月1日より開始いたします。

平成30年度
平成30年度 ボランティアきっかけ作り講座
開催
（傾聴講座）
ボランティアきっかけ作り講座（傾聴講座）
開催
1月19日
（金）・26日（金）白根学習館にてボランティアきっかけ作
り講座を開催。
傾聴講座〜聴き上手になりませんか？〜
をテーマに28名が参加。ボランティアや
様々な場面で「話を聴く」ことの大切さや
楽しさを学びました。毎年恒例の講座です。
30年度も開催しますので、興味のある
方は是非ご参加ください。
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平成29年度赤い羽根共同募金運動にご協力ありがとうございました！
一 般 募 金 …… 7,012,590 円

歳 末 募 金 …… 2,735,462 円

戸別募金／一般募金 5,658,645円
歳末募金 2,603,800円
職域募金／一般募金
124,686円
歳末募金
98,681円
法人募金／ 182社
829,024円
学校募金（幼稚園・保育園含む）／34件 249,863円
イベント募金 27,194円
街頭募金 12,120円
その他募金／募金箱・自販機による寄付 111,058円
歳末募金／募金箱 32,981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いては、次号でご報告させていただくことをご了承ください。

〜 地区社協コーナー 〜

年3回の区社協だよりで全地区社協を紹介します。

味方地区社会福祉協議会
なじらね
いきいき

ばかい〜ね
ふれあい ささえあい

●地域ごとの茶の間を
充実させる
●老人会の活動に
積極的に参加する
●障がい児者との
交流の場をつくる
●男性ボランティアの
育成を図る
●地区敬老会の充実

味方地区

茨曽根地区社会福祉協議会
・６月、10月、12月
在宅福祉訪問
対象者に弁当・慰問品の配布
・10月
敬老会の様子
茨曽根地区敬老会
対象者への緊急情報キット、安心箱の支給

〜地域福祉推進目標〜

TEL：373−3223

月潟地区社会福祉協議会

〜地域福祉推進目標〜

思いやり
獅子の里

・地域育成事業(お茶の間支援)
・福祉共済事業
・福祉のつどい事業

・在宅要介護者散髪費助成事業

・安心箱支給事業

・福祉団体への助成

新飯田地区社会福祉協議会
笑顔いっぱい
「おたがい様らて」と
心が通いあう新飯田
・在宅訪問（安心箱・災害時
資材補充等）
・アンケート調査

地域の茶の間・いきいきサロンとは、子どもか
ら高齢者、障がい者だれもが気軽に集まり、交流
する場として、仲間づくり、閉じこもりや認知症
予防、育児不安の解消などの効果があります。
南区社会福祉協議会では、「地域の茶の間を作
りたい」、「お茶の間の運営の仕方が分らない」
などご相談から立上げのお手伝いをさせていただ
いております。
地域の茶の間・いきいきサロン活動には助成金
を活用いただくことができます。
無理なく、楽しく時間を過ごせる場所を作って
みませんか。
助成事業に関するお問合わせは南区社会福祉協
議会までお電話ください。

●老人クラブの活動を充実させる、
老人クラブを増やす
●地域の茶の間をつくる
●閉じこもっている人を誘い出す
●下校時に合わせて大人が気を配る
●セーフティスタッフ活動に取り組む
●子どもにも地域の取り組みを伝える

明るい茨曽根

あいさつ 声かけ
つながりふっとつ

助成金をご活用ください

順不同です。

〜地域福祉推進目標〜

・敬老会事業（9月）
・世代間交流事業
（クリスマス慰問、小学校福祉学習等）
・安心箱（2月）
・ふれあいささえあい発行（7月）

笑顔がつどう

〜地域の茶の間・いきいきサロン助成事業〜

●子どもを含めての
世代間交流活動をしよう
●地域の茶の間を
各集落につくろう
●地区の運動会を
盛り上げよう
●ボランティア・地区の
リーダーを育成しよう

南区社会福祉協議会

フロアカーリング大会を
開催しました

〜地域福祉推進目標〜

●各家庭で災害時の避難について話し合うようにする
●誰にとっても安全に避難できるよう、
避難所の安全について検討を続ける
●地域ぐるみで防犯に取り組む
●防犯面からの環境整備を図るための検討を続ける
●世代・立場の異なる人同士が一緒に学ぶ・遊ぶ機会として、
勉強会・ワークショップ・講演会等を企画する
●地域の人が集まる場をつくり、お互いを知る機会を増やす
●高齢者の知恵を、子どもたちへ伝承する
●地域の人の「経験・力」を生かせるよう工夫する

南区心配ごと相談所の開設について

12月2日（土）白根カルチャーセンターにて南区社会
福祉協議会主催フロアーカーリング大会を行いました。
お子さまや初心者の
方にベテランの方から
アドバイスをいただい
て、南区内の方々の多
世代交流の機会となり
ました。
次回開催も予定して
おります。お楽しみに。

位置図

日常生活における心配ごとの相談に応じ、助言や各関係機関の紹介など問
題解決のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

内容

時間

第２・第４水曜日

（１週間前までにご予約ください）

12：00〜14：00

13：0 0 〜16：0 0

お問合わせは

南区社会福祉協議会

１階

中央郵便局●

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

●
白根カルチャー
新潟白根総合病院
センター

旧白根
健康センター

相談室
鈴木仏壇店
●

南区社会福祉協議会 南区上下諏訪木817番地1

T E L．
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編集後記

この冬は雪が多く皆様ご苦労されているのではないでしょうか。
先日南区白根地域内の歩道で転倒された方を見つけ、声掛けをしていたところ、たま
たま通りかかった方々が力を貸してくださいました。助けて下さった方々はお急ぎだっ
たようでお名前を聞くことができませんでしたが、本当にありがとうございました。
地域での助けあいの大切さを感じることができました。

●
南区役所

白根小学校
●

第４火曜日

（祝日の場合は翌木曜日）

会場
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法律相談（司法書士）

●
南消防署

●
南警察署

国道8号

開設日

心配ごと相談

●イオン白根店

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

連絡先

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 南区社会福祉協議会
事務所

〒950-1214 新潟市南区上下諏訪木817番地1

TEL.025-373-3223 FAX.025-373-6125

ホームページ
アドレス

南区社協

で検索 http://www.shakyominami.ecnet.jp/

