
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 ３月末まで、調理・配食の活動に携わっていたボランティアの皆様を対象に開催しました。 

（豊栄健康センター（6/28、7/5）と岡方コミュニティセンター（7/11、7/18）の 2会場） 

3月末で配食サービスが終了したことを受けて、新しい活動に取り組むきっかけに 

していただけるよう、「ボランティア活動のこと」「障がいのある方のサポートの 

仕方」「“絵と手紙”を楽しむ」等、体験型の内容で実施しました。 

参加された方々からは、「楽しく学べた。」「絵と手紙の活動を 

取り入れてみたい。」等々の声を聞くことが出来、参加者も講師も、そして 

主催者も、楽しく嬉しい講座になりました。お疲れ様でした！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４号 平成３０年９月 【発行元】 

北区ボランティア・ 

市民活動センター 

〒950-3323 

新潟市北区東栄町 1-1-35 

さわやかセンター内 

TEL025-386-2810 

FAX025-388-2914 

ボランティア カフェ 

情報紙の封筒づめや使用済み切手の整理など、 

簡単なボランティア活動に参加しませんか。 

お茶を飲みながらおしゃべりするのも楽しいですよ。 

気軽にお立ち寄りください。 

【日 時】  毎月第４木曜日１０時～１２時  

（９月２７日・１０月２５日） 

【会 場】 豊栄さわやか老人福祉センター  

１階 会議室あやめ  

【参加費】 無 料 

【問合せ】 北区ボランティア・市民活動センター 

      ☎025-386-2810 

赤い羽根共同募金運動がはじまります！ 
１０月１日より全国一斉に赤い羽根共同募金運動が

始まります！ 

お寄せいただいた募金は、北区の身近な地域の福祉活動

などに役立てられます。 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

  

【運動期間】 

10月 1日～12月 31日 

【お問合せ】 TEL：025-386-2778 

新潟市共同募金委員会 北区分会 

☎０２５－３８６－２７７８ 

 

ものわすれ カフェ 
もの忘れでこまっている人も 

もの忘れでこまっている人が周りにいる人も 

ゆっくりとお話ししてみませんか 

認知症のご家族や認知症の方も 

安心して参加できます。 

申込み不要ですので、お気軽にご参加ください。  

【日 時】 ９月１０日（木） 

１０時～1１時 30分 

【会 場】 豊栄さわやか老人福祉センター 

１階 会議室あやめ 

【参加費】 無 料 

【問合せ】 北区社会福祉協議会 

            TEL：025-386-2778 

 

 ボランティアきっかけづくり講座 



 

 

  

ボランティアに関する情報をお寄せください！「キラッ★キタッ」にて掲載させていただきます！お待ちしています！！   

 

  

 

 

 ボランティア活動保険等の補償制度は、社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営する

ボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体が加入対象です。 

 

Ｑ１ 中途加入した場合の補償期間はいつからいつまでですか？ 

 Ａ１ 中途加入手続きが完了された翌日の午前 0時から補償開始となり、3月 31日午後 12時で終了します。  

 

 Ｑ２ 複数のボランティアグループに所属している場合、各々のグループ毎に保険に加入する必要がありますか？ 

 Ａ２ いいえ、どちらか一つのグループで 1口加入してください。ご加入は 1人 1口のみで、他のグループでの 

ボランティア活動や他県での活動も補償の対象となります。 

  

 Ｑ３ 中途での加入プランや変更やボランティアの入れ替えはできますか？ 

 Ａ３ 加入されたプランの変更や中途でのボランティアの入れ替えはできません。 

 

 Ｑ４ ボランティア活動の際に交通費と昼食代が支給されますが、無償の活動と考えて良いですか? 

 Ａ４ はい、交通費、昼食代、活動のための材料費等であれば実費弁償として無償扱いです。ただし、謝礼、日当、 

     報酬が支給される場合は、金額の多寡にかかわらず有償扱いとなりボランティア活動保険では対象外となります。 

     有償の場合は、福祉サービス総合補償をご検討ください。 

 

 Ｑ５ マイカーを運転してボランティア活動に向かう途中、自動車事故を起こしてしまいました。 

ボランティア活動保険で補償されますか？ 

 Ａ５ ボランティア自身のケガは対象となりますが、自己に伴う対人・対物保障や自車輛の損害等は対象となりません。 

     加入されている自動車保険でのお支払いとなります。 

 

 Ｑ６ ボランティア活動に出かける際に自宅の庭で転んでケガをしてしまいましたが、補償の対象になりますか。 

 Ａ６ 自宅の庭（敷地内）でケガをされた場合は、補償の対象となりません。往復途上の補償は自宅の敷地を出た 

ところから、自宅の敷地に戻るまでとなります。 

 

       
             今年度、初めてボランティア団体   

 登録をした「さくら会」さん。  

高齢者施設で、吟舞・民謡・新舞踊    電話機はありませんか。 

などを披露し、大変喜ばれています。    FAX機能などは必要なく、シンプルなものを 

        「うちの施設にも来てほしい！」 探しています。 

というご希望がありましたら、北区ボランティア・市民活動 ゆずっていただけるものがありましたら、北区ボラン 

センターまでご連絡ください。 ティア・市民活動センターまでご連絡ください。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア・市民活動についてのご相談、お問合せ、ご意見、ご要望は・・・ 

 
 

■住所・連絡先 
 〒９５０－３３２３ 
 新潟市北区東栄町１－１－３５ 
 さわやかセンター内 
 【TEL】０２５－３８６－２８１０ 
 【FAX】０２５－３８８－２９１４ 
 【Mail】v-kitaku@syakyo-niigatacity.or.jp 
 
 
 
 
 

 
豊栄図書館の 

裏にあります 

■開所時間 

 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

 ■ホームページ URL 

http://www.niigatakita-syakyo.jp/ 

北区社会福祉協議会 

北区ボランティア・市民活動センター 
 

ボランティア活動保険 Ｑ＆Ａ 

mailto:v-kitaku@syakyo-niigatacity.or.jp


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“お楽しみ”を届ける 

 

  

   

  

『新潟市レクリエーション協会 ～講義も実技も大変わかりやすいと評判～ 
３０周年記念事業』 県民介護知識・技術習得講座 

日にち：9月 30日（日）     ＜介護の基礎コース＞ 

会 場：東区プラザ 大ホール  ・入場無料 【日 時】 10月コース：4・11（木）、12（金） 

                    ・申込み不要 16・23（火）、29（月） 

        （直接会場へどうぞ） ※全 6日間/10時~16時 

【会 場】 新潟ユニゾンプラザ 

10時～ オープニングセレモニー 【内 容】 ・介護のための基礎知識  

10時 30分～12時  講演会 ・基本介護技術の習得 他 

「生涯現役！感動⋆爆笑⋆夢づくり 輝いて生きる！」 【定 員】 30人程度 

＜講師＞ 大西 金吾 氏 【申込み】 電話もしくは直接下記の窓口へ                                     

 13時～15時 新潟県社会福祉協議会 

「忍者になろう!!」～段ボール迷路に挑戦～    新潟県介護実習・普及センター 

「作って遊ぼう!!」～ペットボトルけん玉、 TEL：025-281-5525 

牛乳パックで帽子や紙トンボ作り～ 担当：福祉人材課 

＜問合せ＞ TEL＆fax：025-244-4954 

          090-5491-3834 担当:関谷 

日時 

場所 

福祉施設等から依頼があった際にご案内 

主に北区内 

内容 音楽・踊り・手芸・書道・囲碁・将棋…など、 

普段は趣味で楽しんでいる特技の披露 

問合せ 北区ボランティア・市民活動センター 

ＴＥＬ：025-386-2810  

担当：白倉 

体操の指導 

日時 平日 10時 20分～11時 10分 

約 50分の時間内で。 

継続した活動でも、単発の活動でも 

大歓迎。 

内容 若者向けの体操の指導 

問合せ ドリームカレッジ 

新潟市北区石動 2-2-9 

ＴＥＬ：025-278-3277 

担当：有岡 
 

障がい者大運動会の運営のお手伝い 

日時 9月 17日（月・祝） 

8時 30分集合 16時頃解散予定 

会場 東総合スポーツセンター 

（東区はなみずき 3-4-1） 

内容 着ぐるみ着用・誘導、車いす参加者の入場

時のタイヤ拭き、競技への参加 他 

問合せ 新潟市社会福祉協議会 地域活動支援係 

ボランティア・市民活動支援センター 

TEL：025-243-4370 担当：仲井 

 カフェのお手伝い 

日時 毎月 1回 14時～16時頃 

（9/4,10/2,11/6,12/4・・・） 

内容 高齢者施設の利用者さんや地域の方々

を対象に開催するカフェで、調理、配膳、

お話し相手、片付けなどのお手伝い 

問合せ 特別養護老人ホーム 新潟北愛宕の園 

新潟市北区前新田甲 74番地 

ＴＥＬ：025-384-6601 

担当：風間 
 

 

    



 

 

    

  

    

 

  

                                                   

  

      

                                                             

                                                        

  

             

                                               

    

 

   

                                            

 

心がピンチの時、声を出せなくても、メールなら思ったこ

とが書けますという人のご相談を受け、ピア・サポーターと

して返信します。自殺予防、いじめ、不登校、ひきこもり、

DV、虐待、介護などの問題を一緒に考えます。専門的

な助言を目指すものではありません。守秘のため、ペンネ

ームで行います。 

 ※ご相談は、パソコンからでもスマホからでもできます。 

     スマホはパソコンからの受信可能の設定が必要です。 

  ※ペンネームの他、性別、年代も添えてください。 

       ※相談文は１０００字以内でお願いします。 

        ※７日以内の返信を目指します。 

        ✉ 宛先 yorakubakku＠gmail.com 

       相談員の研修に参加歓迎。上記へご連絡ください。 

                     

           ボラサポ・豪雨災害助成事業 
（平成 30年 7月豪雨災害 ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金の寄付金より助成）  

 ◎法人格の有無を問わず、5人以上のグループから助成対象となります。 

◎活動日数、活動内容に応じた助成です。・・・活動に必要とされる諸経費が対象        

  ※第 1回応募受付はすでに締め切られましたが、10月上旬に第 2回目の応募受付が開始されます。 

詳しくはホームページまたは下記へお問い合わせください。  

【問合せ】 中央共同募金会 基金事業部（「ボラサポ・豪雨災害」担当） E-mail:support@c.akaihane.or.jp 

TEL：03-3501-9112   ホームページ：http://akaihane.or.jp 

 

歌って！笑って!元気力アップ！ 

元気力アップサポーター 
交流会 

【日 時】 9月 28日（金）13時 30分～15時 

【会 場】 東区プラザ２階 ホール 

（東区下木戸 1-4-1 東区役所内）  

【内 容】 第 1部 みんなで歌おう 懐かしソング♪ 

第 2部 交流茶話会  

【定 員】 先着 70名 （締切：9月 21日） 

【申込み・問合せ】 東区社会福祉協議会 若林 

 TEL：025-272-7731 FAX：025-272-1756 

県民のための健康セミナー2018 

認 知 症 
～専門家からのメッセージ～ 

 

 

 

【日 時】１０月２１日（日）10時~12時３０分 

【会 場】 新潟市民プラザ 

（中央区西堀通６-866 NEXT21 ６F） 

【内 容】 講演①「認知症にまつわるお薬よもやま話」 

講演②「歯科と認知症 

～認知症の方の“食べる”を支えるために～」 

講演③「脳血管を守って認知症を防ぐ」 

【定 員】 ５００名（事前申し込み・先着順） 

※入場には聴講券が必要 

【申込み】 FAX 025-282-7048 

     メール kenko@admedic.jp 

【問合せ】 TEL：025-282-7035 ㈱アド・メディック 

 

 「じぶんの町を良くするしくみ」づくりに  

  
新潟市共同募金委員会 
公募型助成事業 

【対象事業】 平成 31年度に実施する事業 

●新潟市内における地域福祉活動を推進する事業 

（A）見守り事業 

（B）生活支援事業 

（C）地域活動支援事業 

（D）安心安全なまちづくり事業 

●障がい者団体等活動支援事業 

地域住民との交流を目的に行う事業に関するもの 

（E）資材・機材整備事業 

（F）芸能事業 

【申込み締切】 平成 30年 11月 30日（金） 

当日消印有効 

【問合せ】 新潟市共同募金委員会 北区分会 

（北区社会福祉協議会内）TEL：025-386-2778 

 

 

にいがたネット相談 

『赤い羽根 「災害ボランティア・NPO サポート募金」・豪雨災害』は支える人を支える募金です。 

mailto:kenko@admedic.jp

