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ふれあいティールーム
平成29年度 会費の協力と会員加入の
お願い

中央区社協  助成事業いろいろ
ボランティア・市民活動センター
サマーチャレンジボランティア2017
夏休み避暑スペース“さわさわ”

中央区社会福祉協議会  予算・決算
インフォメーション
まちなか総合相談 ／ 介護のつどい

「中央区助け合いのまちづくり講演会」
開催報告

写真の２か所の他、東地区ふ
れあいティールームもあります。
ふれあいティールームについて
の詳細は４ページをご覧くだ
さい。
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平成28年度（中央区）の実績

　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。

一般会費の
総　　　額13,320,271円 賛助会費の

総　　　額1,318,500円

一般会費

1世帯　400円

特別会費

福祉施設・福祉団体
2,000円

賛助会費

企業5,000円（一口）
団体2,000円

～平成29年度　会費の協力と会員加入のお願い～



中央区社協　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。

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●ウォークラリー、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

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？

サマーチャレンジ
　ボランティア 2017
サマーチャレンジ
　ボランティア 2017
　学校の夏休みを利用してボランティア活動に参加
する企画です。ふるってご参加ください。

【募集期間】6月19日(月)～7月12日(水)
【活動期間】7月28日(金)～8月16日(水)
【活　動　先】市内の福祉施設・福祉団体等
【対　　象】高校生、専門学校生、短大生、
　　　　　　大学生
【参　加　費】350円（ボランティア活動保険料）

7月25日（火）～8月25日（金）
午前９時～午後４時

※時間内は出入り自由です。  ※土・日・祝日はおやすみです。
詳細はチラシのカレンダーで確認ください
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“さわさわ”
夏休み避暑スペース
“さわさわ”

　小・中学生のみなさん、夏休み、おともだちと一緒
に交流スペースを利用して宿題などをしながらすごし
ませんか？期間中は、楽しいイベントもあります。
　古町周辺で働く保護者のお子さんもぜひご活用
ください。
　白い壁の向こうは、【中央区社会福祉協議会】
です。地域・子育て等の身近な相談も気軽にお聞か
せください。

ふれあい事業 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

歳末たすけあい事業

敬老の日の時期（９月～10月）に、高齢者（75歳以上）の
長寿をお祝いする会を開催する団体に助成します。

助成対象●コミュニティ協議会または自治・町内会
助成事業●敬老祝会
助成金額●自治・町内会：上限30,000円
　　　　　コミュニティ協議会：上限200,000円

敬老祝会助成事業 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

福祉協力員事業

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

子育てサロン事業

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。 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。

助成対象●地区社会福祉協議会　　　助成金額●50,000円/年
事 業 例●各地区の地域福祉活動計画を推進する講演会等の交流活動、
　　　　　地域の見守り活動

地域福祉活動計画推進事業助成

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

地域の茶の間（ふれあいサロン）事業

※詳しくは、６月12日（月）以降のホームページ
　http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/
　をご覧ください。

●
相
談
受
付
窓
口
●

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

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）

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 ： ２１０－８７２０　ＦＡＸ ： ２１０－８７２２

ＴＥＬ ： ２２９－７１０３（兼ＦＡＸ）

ＴＥＬ ： ２４３－４３７９　ＦＡＸ ： ２４８－７１８０

※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。

ボランティア・市民活動センター（ボラセン）からお知らせ

持ち物 ・自主学習道具
  （ドリル・本など）
・飲みもの
・必要な方は昼食



　高齢のご夫婦のみのお宅や、男性で介護されている方が増え
てきています。こうした地域の現状から、介護されている方々が、
ホッと息を付ける場所をつくろうということで開催しています。
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、気軽におしゃべりしていきませんか？介護され
ている方も、これからもしかしたらそうなるかも、という方も、
興味があるという方も、どなたでも参加できます。特に男性の
方、是非ご参加いただきたいです！

インフォメーション

講　師 新潟市消費生活センター職員

日時：
場所：
内容：

６月２２日（木）  １３時３０分～１５時３０分
ほんぽーと中央図書館３階　研修室２
講話「お薬の話…薬の飲み方や飲み合わせ、
上手に薬と付き合う方法」、  茶話会

その他

お問合せ・お申込みは…　中央区社会福祉協議会  ＴＥＬ：０２５－２１０－８７２０まで

参加費無料、事前に電話でお申し込み
ください。（先着30名）

平成29年6月28日（水）

「だまされないで！！ 悪質商法
　 ～私たちを狙う悪質業者の手口～」

6月講座のご案内

会　場

日　時

テーマ

中央区社協  地域福祉ボランティア交流スペース

10：00～11：30

まちなか総合相談まちなか総合相談 「介護のつどい」にご参加ください「介護のつどい」にご参加ください

６
月
の
開
催
日

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

中央区社協　平成28年度事業報告・決算　平成29年度事業計画・予算

1. 地区社会福祉協議会
    活動の推進・支援

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

3. ボランティア・
    市民活動の推進・支援 4. 広報・啓発活動の推進 5. 組織運営の充実強化

平成29年度
重 点 目 標

拠点区分間繰入金収入
２４，２８９，１８２

見守り・生活支援事業
１０，８０６，６９８

地域福祉活動推進事業
１８，４３７，５８４

見守り・生活支援事業
１１，５１４

地域福祉活動推進事業
２１，７５３

経常経費補助金収入
１７，８１７，１１６

受託金収入
１２，８４１，１６３

受託金収入
１２，７９８

事業収入・雑収入・
受取利息配当金収入
１，４５３，０２３

地域福祉推進
活動事業
４，４５３，０００

平
成
28
年
度
決
算

平
成
29
年
度
予
算

収入

収入

支出

支出

事業収入１，２３１

地域福祉推進
活動事業
４，４２６

５６，４００，４８４
ボランティア・市民活動事業

１，４５５，１５８

社協運営費
１７，５６８，４９０

社協運営費
１７，９９１

広報・啓発事業
３７５，５４４

収入合計

５３，０９６，４７４支出合計

５８，８２７収入合計

５８，８２７支出合計

３，３０４，０１０期末支払資金残高

拠点区分間繰入金収入
２６，５１６

経常経費補助金収入
１８，２８２

〈単位：千円〉

〈単位：千円〉

ボランティア・市民活動事業
２，３１９

広報・啓発事業
８２４



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。

・匿  名 １１５円
・匿  名 ４円

・匿  名 ３８円
・匿  名 １，１４４円

善意のご寄付をありがとうございます！

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

表紙の写
真

　ふれあいティールームは、家に閉じこもりがちなひとり暮らしや日中
お一人になられる高齢者の方の、仲間づくりや外出の機会として、中央
区内３ヶ所で開催しております。簡単な運動、簡単な手作りや創作活動、
レクリエーション、茶話会などを行っています。

ふれあいティールーム

　去る３月28日㈫万代市民会館にて、「中央区助け合いのまちづくり講演会」を開催
しました。「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」と題して、東北福祉大学
の高橋教授よりご講演をいただきました。
　参加者からは「気負わなくてもいろいろな場面で支え合いができるということがわ
かった。」「日常でもささいな事の気づきでささえ合っていける様に思う。」といった

意見が寄せられました。
　多くのご参加ありがとうござ
いました。

「中央区助け合いのまちづくり講演会」開催報告

〇ご利用いただける方：概ね60歳以上の方のうち、以下に該当する方
　　・ひとり暮らしの方や高齢者だけの世帯の方
　　・家族と同居でも日中ひとりになる方
〇会　場：①寄居コミュニティハウス（中央地区ティールーム）
　　　　　②新潟市総合福祉会館　　（東地区ティールーム）
　　　　　③南地域保健福祉センター（南地区ティールーム）
〇開催時間：午前10時～午後２時　　 〇利 用 料：１回200円

講演：「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」
講師：東北福祉大学 総合マネジメント学部
　　　　教授　高 橋　誠 一  氏

＜お問合せ＞ 中央区社会福祉協議会
　　　　　　 TEL  210－8720


