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善意のご寄付 ありがとうございます!
１月25日（金）に白根第一中学校と白根小学校・小林小学校より、アルミ
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。
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
（平成31年１月31日までのご寄付です）

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
アルミ缶回収により、今年度は、190㎏のアルミ缶を集め13,241円に換
金されました。
白根第一中学校において寄
付金の贈呈式が行なわれ、児
童と生徒の代表計26人が出

匿名

様

…… 50,000 円

月潟鎌組合

様

……… 9,140 円

白根ガス株式会社白根支店 様

…… 63,500 円

直売所

…… 37,075 円

桃太郎

様

席しました。

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。

寄贈いただいた事務用品等
の物品は、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2018・第12回 南区社会福祉大会を開催しました!
平成30年10月６日
（土）
白根学習館を会場に南区健康福祉フェア2018・第12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、味方中学校の皆さんより、学校内で取り組んでいる活動について
意見発表が行われました。
その後の記念講演では、講師に（一社）新潟県労働衛生医学協会常務理事 大西 金吾様をお迎えして「輝いて生きる」〜感動・爆笑・夢づくり〜
と題してご講演いただきました。

受賞おめでとうございます!
南区社会福祉協議会長表彰
永年勤続表彰

福祉篤行表彰

佐久間栄子 様（小林地区）

野本満里枝 様（白根地区）

特定非営利活動法人 南区たすけあい・ぱる 様（精神保健福祉ボランティア活動）

成沢

笹川

白根ローターアクトクラブ 様（青年ボランティア活動）

超子 様（臼井地区）

邦子 様（白根地区）

保田夛佳子 様（大郷地区）

田村三紀子 様（白根地区）

花いっぱい虹の会 様（地域福祉活動）

渋川

順 様（大郷地区）

重川須美恵 様（味方地区）

清水ふれあい会 様（茨曽根地区

宮崎

幸一 様（鷲巻地区）

坪井

東萱場ふれあい元気会 様（茨曽根地区

熊倉

一義 様（根岸地区）

鈴木

攻 様（味方地区）

田中

順子 様（根岸地区）

田辺

文明 様（月潟地区）

和之 様（味方地区）

道潟いきいき広場 様（茨曽根地区

サロン活動10年）
サロン活動10年）

サロン活動10年）

南区心配ごと相談のご案内

ボランティア伝言板
ボランティア伝言板
2019年度

ボランティア個人・団体登録募集

内容
開設日

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31年度登録・保険の受付は3月1日より開始いたします。

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。

心配ごと相談

法律相談（司法書士）
第４火曜日

第２・第４水曜日
（祝日の場合は翌木曜日）

（１週間前までに
ご予約ください）

13：00〜16：0 0

おもちゃ病院みなみ
おもちゃ病院みなみ 定期開院しています
定期開院しています

時間

12：00〜14：0 0

動かないおもちゃ、壊れたおもちゃ、音の出ないおもちゃ。なんとか直ら
ないかと思っている方、ぜひ来てください。

会場

南区社会福祉協議会

毎月第2日曜日

午後1時〜2時30分

白根学習館

診察・相談・修理費は無料です。
（部品代等費用のかかる場合があります）

お 問 合 わせは

１階

相談室

南区社会福祉協議会

南区上下諏訪木817番地1

TEL ．025−373−3223
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平成30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 …… 7,005,132 円

歳 末 募 金 …… 2,713,696 円

戸別募金／一般募金 5,744,588円

歳末募金 2,626,080円

職域募金／一般募金

113,181円

歳末募金

法人募金／ 174社

809,039円

学校募金（幼稚園・保育園含む）／34件 228,129円

イベント募金 24,797円

街頭募金 2,824円

87,616円
その他募金／募金箱・自販機による寄付 82,574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。

〜 地域の活動紹介コーナー 〜
茨曽根地区
認知症になっても安心して暮らせる茨曽根を目指
し、10月14日（日）に茨曽根地区社会福祉協議会主
催で認知症徘徊模擬訓練が開催されました。今回で
２回目となる茨曽根地区での認知症徘徊模擬訓練は、
庚・新村・道潟地区を中心に高齢者役の方が歩き、
生活センターで待機する警察への通報が８件ありま
した。当日は26名の地域の方よりアンケートで協力いただきました。

鷲巻地区
毎年開催されている南区親善輪投げ大会にむけ
て、各自治会の集会場で定期的に輪投げの練習を
しています。
練習の成果を試す場として、鷲巻地区社会福祉
協議会と老人クラブ共催で輪投げ大会を年１回鷲
巻地域生活センターで開催しており、今年度は６
月21日（木）に開催され25名程が参加されました。

味方地区

南区地域福祉ネットワーク会議
を開催しました

平成30年９月14日(金)、南区内の医療・保健・介
護・児童・障がい・行政などの専門職が、互いの役割を
理解し、日常業務の中で複合的な課題を抱える世帯など
へ、職種を超えて連携し、支援を展開しやすくすること
を目的に、「地域でつながる意味を考える〜なんのため
に地域でつながるのか〜」をテーマに勉強会を開催いた
しました。
当日は医療関係者、介護関係者、障がい関係者、学校
関係者、警察、区役所、民生委員、地域包括支援センタ
ー、支え合いのしくみづくり推進員約50名が参加し、
新潟医療福祉大学渡邊敏文教授からご講演いただき、複
合的な課題を抱える世帯に対し、皆様の立場でどのよう
な支援ができるか、ど
んな社会資源が不足し
ているか等について意
見交換を行い、それぞ
れの役割について情報
共有することができま
した。

南区社会福祉協議会

1月17日（木）、味方小学校にて車いす体験が行
われました。小学校４年生の皆さんと味方地区社
会福祉協議会の皆さんが一緒に体験し、車いすを
利用している人の立場、介助する人の立場の理解
を深めることができました。福祉教育を通じて、
障がいのある人もない人も助け合って暮らせる地
域を目指し、地域の皆さんと一緒に取り組んでいます。

月潟地区
10月26日（金）、月潟中学校にて助け合いカー
ドゲームが開催されました。中学生と月潟地区社

フロアーカーリング大会報告
12月８日（土）味方体育館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開催いたしました。
南区スポーツ推進委員協議会協力のもと、今回は保育園のお
子さんから大学生、80
代の方まで全16チーム
が参加され、南区内の
方々の多世代交流の機会
となりました。雪の降る
寒い日でしたが、多くの
皆さまのご参加ありがと
うございました。

会福祉協議会の皆さんが一緒に、今助けて欲しい
こと、将来自分が困った時に助けて欲しいこと、
今助けてあげられることをカードを使って体験し

位置図

ました。この機会に地域での助け合いについて
世代間を通じて考えることができました。

●イオン白根店
●
南消防署

●
南警察署
●
南区役所

白根小学校
●
中央郵便局●
国道8号

味方小学校義援金贈呈式

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

旧白根
健康センター

義援金贈呈式が行われました。
味方小学校５年生の皆さんが被災

鈴木仏壇店
●

された人たちのために真心込めて育

白根郵便局●

方にお渡ししました。募金活動で集
まったお金は義援金として北海道胆
振東部地震、熊本地震の義援金分配委員会を通じて被災者へ贈られます。
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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

１月22日（火）に味方小学校にて

てたお米を、募金をしてくださった

老人福祉センター
白寿荘

●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/

