
西区社会福祉協議会会長表彰
平成24年度

義援金をいただき
ありがとうございます!

振り込め詐欺にご用心!

黒埼北部地区テレビジョン
共同受信施設組合様 1,225,957円

　総会に先立ち、西区
社会福祉協議会会長
表彰が行われました。
　当事業は、西区内に
おいて活発に地域福
祉活動に取り組み、他
の模範となるような
実績を示した個人・団
体に対して、その功績
を讃えて表彰するものです。
　今年度の会長表彰は、黒埼地区にて高齢者福祉事業『お
茶の間ひろば』の活動に取り組まれているボランティア団
体、JA越後中央黒埼南支部 生き活きレンジャー様が受賞
されました。

　新潟市内の老人憩いの家・老人福祉センター等の入浴施設
利用料が有料化されることに併せ、黒埼荘の入浴利用料
が7月1日（日）から有料となります。
　今後とも黒埼荘では、地域の皆さまに愛される施設
を目指し、より一層のサービス向上に努めて参ります
ので、引き続きご愛顧賜りますようお願いいたします。

　皆様こんにちは、西区社会福祉協議会の事務局長に、4月1日付けで就任

いたしました、高井 琢平と申します。

　私も既に還暦を過ぎましたので、いくつかの点に注意をして過ごしています。

最初に、毎日適度な運動をすることを心がけています。次に、身近な素材で健

康茶をつくって毎日飲んでいます。そして、有機無農薬野菜を年間を通じて育て

ています。毎日食べる食事は、自家製野菜でスローフード中心の食事です。

　こんな健康志向な私ですので、健康茶や無農薬野菜の作り方などについて

いつでもご紹介いたします。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

　これから連載という形で、有ること無いこと（？）を徒然なるままに妄想して書

いていきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

 たか い たく へい

西区社会福祉協議会 事務局長　高井 琢平

皆さまのご好意に感謝いたします皆さまのご好意に感謝いたします

老人福祉センター 黒埼荘の

お風呂が有料化されます
老人福祉センター 黒埼荘の

お風呂が有料化されます

お問い合わせ先 老人福祉センター 黒埼荘（☎025-377-5049）

お問い合わせ先 新潟西警察署（☎025-260-0110）

金額は
いくらになるの？Q

　　 1回につき100円を頂戴します。
頻繁に利用される
方のために定期
券を発行します。

A.

利用者全員が
料金を負担するの？Q

　　 お風呂を利用する市内在住の
60歳以上の方から、新たに料金をい
ただきます。元々料金を頂くことに
なっている方の取扱いに変更はありま
せん。

A.
1ヶ月券 500円
６ヶ月券 3,000円
1 年 券 5,000円

※定期券の発行は各入浴施設にて承ります。

生き活きレンジャー様、
おめでとうございました！！

　中央共同募金
会を通じ、東日本
大震災の復興に役立て
られます。

防災グッズを
ありがとうございます!

イオン新潟西店様
（黄色いレシートキャンペーンより）

　災害支援活動に活用させていただきます。

ご寄付を
ありがとうございます!

　西区の福祉事
業に活用させて
いただきます。 

　イオン新潟西店で毎月11日に開催され
る「黄色いレシートキャンペーン」に西区の
福祉施設と共に、当会も参加させていただ
いております。レシートを投稿するだけでで
きるボランティア活動にご協力ください♪

　突然の電話やはがきに「あやしいな」と感じたら、一人で判断せ
ず、家族や警察に相談しましょう。
　突然の電話やはがきに「あやしいな」と感じたら、一人で判断せ
ず、家族や警察に相談しましょう。

アピタ新潟西店
（お客様の１円募金より） 159,005円

坂井輪地区公民館文化祭有志 4,586円

坂井輪地区公民館講座受講生 2,216円

一華の会 12,471円

高橋英世 3,000円

匿名（3件） 76,845円

敬称略・順不同

徒然
通信

菜食のススメ菜食のススメ
～ ススメ其の壱
 就任のごあいさつ ～

「振り込めと」言われたら詐欺を疑いましょう！
おかしいと思ったら警察署へ相談！！

（平成 24年 3月1日～ 5月31日まで）

こ
ん
な
手
口
に
気
を
つ
け
て
! !

●オレオレ詐欺
息子などの実名をかたり、交通事故やお金に関するトラブル
を理由に、お金を振り込ませる。
●架空請求詐欺
インターネット郵便で架空の請求書や裁判通知を送付して、
お金を振り込ませる。

●還付金詐欺
市役所や社会保険庁などをかたって、税金や保険料などが
還付されると騙し、携帯電話で指示をしながらＡＴＭを操作さ
せてお金を振りこませる。

「あなただけ」「必ずもうかる」という話は詐欺です「あなただけ」「必ずもうかる」という話は詐欺です
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西区社会福祉協議会

西区ボランティア・市民活動センター　　ＴＥＬ：２１１－１６３０　 ＦＡＸ：２１１－１６３１

西区まごころヘルプ ＴＥＬ：２１１－１６１６ ＦＡＸ：２１１－１６３１

西区訪問介護センター ＴＥＬ：２１１－１６１０ ＦＡＸ：２１１－１６１１

西区介護支援センター ＴＥＬ：２１１－１６２０ ＦＡＸ：２１１－１６１１

【黒埼荘】　　〒９５０－１１２４　新潟市西区緒立流通２－４－１
老人デイサービスセンター黒埼荘 ＴＥＬ：３７７－１２００ ＦＡＸ：３７７－５５７８

老人福祉センター黒埼荘 ＴＥＬ：３７７－５０４９ ＦＡＸ：３７７－５５７８

西区社協ホームページ▶
http://syakyo-niigatacity-ward.jp/nishi/
代表メールアドレス▶
ward-csw.w@syakyo-niigatacity.or.jp

ボランティアに興味はあるけど…初めの一歩を踏みだすお手伝いをしています！

電話番号：にぃーっと　(^-^) いろいろ　って覚えてね！ご利用・提供のご相談待ってます！

信頼される、安心で温かいサービスをお届けしています（ﾟ▽^*）ﾉ

介護で悩んでいませんか？　ご相談ください。お待ちしています。

あなたと歩く社協デイサービス　お任せ下さい。 　めっちゃよりそいまっせ。

緒立温泉営業中！　60才未満の方もご利用になれます。

西区社会福祉協議会です！
〒950-2064  新潟市西区寺尾西1丁目1番5号（旧清水フードセンター寺尾店） 事務局 TEL：211－1630  FAX：211－1631

まごころヘルプ提供会員募集中
あなたも一緒に活動しませんか!?ＯＰＥＮしましたいきい

きサロン西小針台が
ＯＰＥＮしましたいきい
きサロン西小針台が
ＯＰＥＮしましたいきい
きサロン西小針台が
ＯＰＥＮしましたいきい
きサロン西小針台が

　小針藤山地区で開催して参りました、いきいきサロ
ンが、西小針台に場所を移してOPENいたしました！！
　お茶を飲みながらみんなで楽しくおしゃべり♪健康体操や演芸
鑑賞、ためになる講座などのイベントも開催いたします。
　皆様のご参加、お待ちしております ！

開催日時 毎週金曜日
10：00～15：00

開催場所 スタジオマハロ
西区西小針台1-19
（チャレンジャー寺尾店裏）

参 加 費 100円
（お茶とお菓子を提供します）

※年齢・性別に関係なく、どなたでもご参加いただけます。

まごころヘルプとは？ ▶▶▶

何を手伝うの？ ▶▶▶

会員になるには？ ▶▶▶

　まごころヘルプは平成2年“介護しつつ自分の人生を大切にした
い、介護される側の人生も大切にできるシステムをつくりたい”と
いう1人の市民の願いから始まりました。
　私たちが住み慣れた地域で安心して暮らすために、いま手助け
が必要な人と、手助けが出来る人が会員となって有償（非営利）で
お互いに助け合うしくみです。

【家事援助】
  食事づくり、買い物、衣類の洗濯、掃除 など
【ちょっとした困りごと】
  ごみ出し、灯油入れ、花の水やり、
  電球の取替え、家具の移動 など
【子育て支援】 園への送り迎え、子守り など
【在宅での手助け】話し相手、食事介助、トイレ介助、代読・代筆 など
【その他】外出・通院の手助け など

　会員の種類は以下のとおりです。加入については随時受け付け
ておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください♪

雇 用 形 態▶パート（正職員以外）
仕事の内容▶訪問介護
採 用 人 数▶若干名
募 集 期 間▶随時
報 　 　 酬▶時給1,110円
 （土・日・祝日・早朝・夜間等加算有、末日締め・翌月21日支給）
加入保険等▶労災保険
受 験 資 格▶介護福祉士またはホームヘルパー2級以上・普通自動車免許
勤　務　地▶西区訪問介護センター（西区寺尾西1-1-5）　
選 考 方 法▶面接試験
試　験　日▶電話連絡の上、面接日を決定し、当日履歴書を持参
通　勤　費▶支給（ただし限度額あり）
就 業 時 間▶土曜日・日曜日・国民の祝日を含めた指定された日時間

お問い合わせ先 まごころヘルプ（☎025-211-1616）お問い合わせ先 西区社会福祉協議会事務局（☎025-211-1630）

登録ヘルパーを募集しています求
人
情
報

※不定期でお休みをいただくことがあります。
　最新の開催予定は、西区社協事務局
　☎025-211-1630までお問い合わせください。西区訪問介護センター☎025-211-1610お問い合わせ

　ピアノの演奏に合わせ、みんなで一緒に懐かしい歌を合唱する「歌声ホール」。
毎回20名を超す方々にご参加をいただき、賑やかに開催しています。
　歌う曲のレパートリーは懐メロ・童謡・抒情歌と様々で、季節の曲を取り入れた
り、参加者のリクエストに応えたりと毎回違った楽しさが味わえます。
　あなたも『西区社協歌声ホール』で、一緒に思い出の歌を歌いませんか！？

♪
♪

♪

会　場

日　時

参加費

西区社会福祉協議会
　　　　ふれあいスペース
毎週水曜日 11：00～12：00

無　料

会員の種類

会　　員
利用会員
提供会員
個　　人
団　　体

年会費（4月～翌年3月）

1，500円

【1口】  2，000円
【1口】10，000円

賛助会員

※この他に毎月
　第３金曜日は
　健康体操を
　行ないます♪

６月２９日（金）／歌声喫茶
７月６日（金）／市政さわかトーク
 「かけがえのない命を

救うために」

６月２９日（金）／歌声喫茶
７月６日（金）／市政さわかトーク
 「かけがえのない命を

救うために」

⬅至寺尾 至小針➡
アクシー様

チャレンジャー様

●
バス停

西大通り西大通り

スタジオマハロ

イベント情報イベント情報


	D3-きらりん [3].pdf
	D3-きらりん [4].pdf

