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中央区まごころヘルプ

地域の茶の間
しもまち笑顔の家
（詳細は４ページをご覧ください）

〜平成30年度
社会福祉協議会では、区民の皆様か
らご支援いただく会費を地域の福祉活
動に活用しています。今年度も、多く
の皆様からのご参加・ご協力をお願い
しています。
平成29年度（中央区）の 実績

会費の協力と会員加入のお願い〜
一般会費

1世帯

一般会費の
総
額

400円

特別会費

賛助会費

福祉施設・福祉団体 企業5,000円（一口）
団体2,000円
2,000円

13,292,313 円

賛助会費の
総
額

1,267,000 円

中央区社協

助成金を上手に活用して、
活動のさらなる発展を
目指してみませんか？

助成事業いろいろ

中央区社協では、自治・町内会を通じてご協力いただいております社協会員会費・共同募金配分金を財源として
地域コミュニティにおける地域福祉活動に対し、各種助成を行っています。
※各々、助成の条件、制限がありますので、詳しくは以下の窓口までお問い合わせください。

ふれあい事業

自治・町内会の範囲で、多世代交流の支援を
目的とした助成事業です。

助成対象●自治・町内会
事 業 例●お楽しみ交流会、町内会祭り
助成金額●10,000円/回（年２回を限度）
500世帯以上の自治・町内会は15,000円/回
800世帯以上の自治・町内会は15,000円を４回まで

福祉協力員事業

自治・町内会内に福祉協力員を配置し、見守り
活動等の福祉活動の促進を図ることを目的とし
た事業に対する助成です。

助成対象●自治・町内会
事 業 例●高齢者世帯等の見守り活動
助成金額●10,000円/年
500世帯以上の自治・町内会は15,000円/年

地域の茶の間（ふれあいサロン）事業

歳末たすけあい事業

地域住民同士の交流を目的とする歳末時期（11月
中旬から1月末まで）の事業を支援します。

助成対象●自治・町内会、地区社会福祉協議会、コミュニティ協議会
事 業 例●歳末ふれあい交流会、福祉講演会
助成金額●事業総額の2/3以内で参集範囲により20,000円〜150,000円

地域福祉活動計画推進事業助成
地域福祉活動計画の目標達成のために行う事業に助成します。
助成対象●地区社会福祉協議会
事 業 例●①地域福祉活動を担うボランティアや活動者を組織する。
②健康教室や講演会等の交流活動、地域の見守り活動
助成金額●①100,000円/年
②50,000円/年

地域の方がどなたでも気軽に集まれる、定期的な交流の場のための助成事業です。

子育てサロン事業

未就学の子どもを持つ親の情報交換・気分転換の
場をつくることを目的とした地域住民の自主的な
活動に助成する事業です。

助成対象●地域の各種団体
助成金額●上限30,000円

●相談受付窓口●

助成対象●地域の各種団体
助成金額●月に1回開催：上限30,000円
月に2回開催：上限60,000円

中央区社会福祉協議会

中央区西堀前通6番町909番地 Ｃｏ−Ｃ．
Ｇ．
（コシジ）3階

ＴＥＬ：２１０−８７２０ ＦＡＸ：２１０−８７２２

しもまち地域社協活動センター

中央区附船町１−４３８５−１（北部総合コミュニティセンター内）

ＴＥＬ：２２９−７１０３
（兼ＦＡＸ）

江東地域社協活動センター

中央区八千代１− 3 −１（市総合福祉会館内）

ＴＥＬ：２４３−４３７９ ＦＡＸ：２４８−７１８０

ボランティア・市民活動センター（ボラセン）からお知らせ

ボラセンにきてください

❶こんな時は…

夏休み避暑スペース

さわさわ

読書や自主学習スペースです。

【参加対象】小・中学生
【期 間】7月30日（月）〜8月24日（金）
・土日祝／8月13・14・15日はお休み
・8月9・23日は午後お休み
【時 間】午前９時〜午後４時
【会 場】地域福祉ボランティア交流スペース
【その他】参加は無料です。来るときはご家族の緊急

❷自分で調べてみよう！

連絡先を持ってきてください。

しらべる

きいてみる

勉強してみる

サマーチャレンジボランティア 2018

＜地域福祉ボランティア
交流スペース＞

【参加対象】高校生・専門学校生・短大生・大学生
【活動期間】7月29日（日）〜8月31日（金）
【活 動 先】新潟市内の施設・地域の活動団体

❸そうだ、ボラセンに行こう！
＜相談＞
ボランティア
コーディネーターが
皆さんをつなぎます

＜情報コーナー＞
講座やボランティア
募集情報がおいて
あります

利用には事前申請が必要です

活動日は受入施設によって異なります。

【参加受付期間】6月18日〜7月12日
【参 加 費】無料（ボランティア活動保険未加入の方350円）
【そ の 他】開講式や閉講式の開催があります。
【問合せ・申込み】新潟市社会福祉協議会 地域活動支援係
TEL 025−243−4370

中央区社協

平成29年度事業報告・決算

平成30年度事業計画・予算

一人ひとりがお互いに支え合い、助け合い、誰もが安心して心豊かに暮らせる地域づくり
収入

平成

経常経費補助金収入
17,923,615

拠点区分間繰入金収入
23,986,287

年度決算

29

収入合計
ボランティア・市民活動事業
1,813,745

支出

地域福祉活動推進事業
18,982,450

事業収入･雑収入･
受取利息配当金収入
1,160,831

受託金収入
12,798,000

55,868,733

広報･啓発事業
618,721

地域福祉推進
活動事業
4,379,400

社協運営費
17,832,296

見守り･生活支援事業
10,645,390

54,272,002
期末支払資金残高 1,596,731
支出合計

収入

平成

拠点区分間繰入金収入
28,949

経常経費補助金収入
14,960

年度予算

30

事業収入･雑収入･
受取利息配当金収入
1,088

受託金収入
6,540

〈単位：千円〉 収入合計
ボランティア・市民活動事業
1,970

支出

地域福祉活動推進事業
13,099

広報・啓発事業
1,237

地域福祉推進
活動事業
4,020

社協運営費
19,438

見守り･生活支援事業
11,773

〈単位：千円〉 支出合計

平成30年度

重点目標

1. 誰もが自分らしく暮らし、支えあえる
社会の実現に向けた取組
3. ボランティア・
市民活動の推進・支援

51,537

51,537

2. 地域における深刻な生活課題の解決や
孤立防止に向けた取り組みの強化と
総合的な相談体制の充実

4. 広報・啓発活動の推進

5. 組織運営の充実強化

インフォメーション

「介護のつどい」にご参加ください

６月の開催日

近年、高齢のご夫婦のみのお宅や男性の方の介護が増えてきて
います。こうした現状から、介護をしている方々がホッとひと息
つける場所をつくろうということで、毎月１回「介護のつどい」を
開催しています。自分なりの「続けられる介護」についてちょっと
話を聞いてみませんか？そして、お茶をのみながらおしゃべり
しませんか？現在介護をしている方だけでなく、これからする
かもしれないという方、介護に興味のある方など、どなたでも
ご参加いただけます。特に男性の方、お気軽にお越しください！

日時：６月２２日（金） １３時３０分〜１５時３０分
場所：ほんぽーと中央図書館 研修室２
内容：〜介護する人もいつまでも元気で！〜
「だんだんダンスで筋肉をつけよう！」
、茶話会

お問合せ・お申込みは…

まちなか総合相談
テーマ

6月講座のご案内

「笑顔のコーチング

〜絆が深まるコミュニケーション〜」

日

時

6月27日（水）10時〜11時30分

講

師

立松有美氏

会

場

中央区社協 地域福祉ボランティア交流スペース

その他

参加費無料、事前に電話でお申し込み
ください。（先着20名）

中央区社会福祉協議会 ＴＥＬ：０２５−２１０−８７２０まで

﹃ し も ま ち 笑 顔 の 家 ﹄は︑
昨年８月に開設された︑新
潟市地域包括ケア推進モデ
ルハウスの一つです︒誰も
が気軽に集える居場所とし
て︑毎週火・金曜日に一軒
家を借りて開いています︒
今年の１月には︑県内を襲
った大寒波により２階の水
道管が凍結破損しました︒
茶の間スペースを含め家屋
全体が大きな漏水被害を受
け︑１カ月間活動を休止し
ていました︒運営ボラ
ンティアスタッフ︑
寄居新潟柳都圏域
支え合いのしくみ
づくり推進員が中

写真

表紙の

運

営：しもまち笑顔の家（任意団体）

場

所： 附船町１丁目4375−1（済生会康和園別邸）

開

催： 毎週火・金曜日
午前１０時から午後３時まで

参加費：３００円/日 ※子どもは無料
問合せ：０２５−３７８−２２７２

回数券は1,500円で６枚綴り
（１回分お得）。茶の間の参加
券としてだけではなく、助け
合いチケットとしても使用さ
れています。

心に修繕作業や︑寄付など
多くの方の支援で︑３月に
再開することができました︒
利用者と提供者という一
方的な関係ではなく︑参加
しているみんなで作る居場
所としての運営を心がけて
います︒住み慣れた地域で︑
誰もが安心して暮らせるよ
うに地域包括ケアシステム
の構築が︑区内各地域でも
少しずつ進んでいます︒

【活動プロフィール】

中央区まごころヘルプ
まごころヘルプは、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために
お互い会員となって助け合おうという活動です。
手助けを必要としている人の いつもの暮らし を有償でお手伝い
しています。
家事等でお困りのある方も、お手伝いに参加できる方も、お気軽に
ご相談ください。

〈入 会 説 明 会〉 ７月６日（金）１０時〜１２時
〈住

８月３日（金）１０時〜１２時

所〉 新潟市中央区西堀前通６番町909 Co−C.G（コシジ）３階

〈問い合わせ先〉 TEL：025−210−8736

FAX：025−210−8722

善意のご寄付をありがとうございます！
・新潟市中央公民館使用団体連絡協議会 ３,７１３円
・匿 名

４６,８４４円

・匿 名

３,０００円

新潟市内や中央区内の地域福祉の推進に、大切に活用いたします。

新潟市社協の運営費の一部は、新潟市からの補助金を受けています

