
2012年11月
No.12

・中央区中央訪問介護センター
中央区関屋下川原町1-3-11

TEL 025-234-0533

・中央区南訪問介護センター
中央区新和3-3-1

TEL 025-284-6780

・中央区東訪問介護センター
中央区明石2-3-25

TEL 025-242-3411

・障がい者訪問介護センター
中央区八千代1-3-1 新潟市総合福祉会館３階

TEL 025-248-6555

・障がい者デイサポートセンター明日葉
中央区八千代1-3-1　新潟市総合福祉会館２階

TEL 025-248-6281

・老人デイサービスセンター本町
中央区本町通1-168-2

TEL 025-227-5802

・江東地域社協活動センター
中央区八千代1-3-1　新潟市総合福祉会館

・中央区万代ボランティア・市民活動センター TEL 025-243-4379

・しもまち地域社協活動センター
中央区附船町1-4385-1（北部コミセン入舟健康センター内）

TEL 025-229-7103

第18回地域福祉実践研究セミナー開催される！第18回地域福祉実践研究セミナー開催される！

・中央区社会福祉協議会（代表）
・中央区古町ボランティア・市民活動センター
・中央区中央介護支援センター
・中央区まごころヘルプ
・日常生活自立支援事業

TEL 025-210-8720　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8730　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8710　FAX 025-210-8715
TEL 025-210-8736　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8733　FAX 025-210-8722

〒951―8062　新潟市中央区西堀前通6番町909番地 Co-C.G.（コシジ）3階

善意のご寄付
ありがとうございました

善意のご寄付
ありがとうございました

受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

中央区内の地域福祉等に大切に
使わせていただきます
中央区内の地域福祉等に大切に
使わせていただきます

長年、中央区の地域福祉に尽力された方々をご紹介します。長年、中央区の地域福祉に尽力された方々をご紹介します。

上村　康子 様
新　柳　会 様
片桐　寅二 様
新潟市中央公民館
文化祭実行委員会様

上村　康子 様
新　柳　会 様
片桐　寅二 様
新潟市中央公民館
文化祭実行委員会様

10,000円
28,942円
スコップ等（100セット）

10,000円
28,942円
スコップ等（100セット）

  5,801円  5,801円

（平成24年9月1日～平成24年10月末日）（平成24年9月1日～平成24年10月末日）

歳末たすけあい募金にご協力お願いします！歳末たすけあい募金にご協力お願いします！
「みんなでささえあうあったかい地域づくり」「みんなでささえあうあったかい地域づくり」

歳末たすけあい募金は、地域や福祉施設の交流、高齢者・障がい者等の見守り活動などに活用されています。歳末たすけあい募金は、地域や福祉施設の交流、高齢者・障がい者等の見守り活動などに活用されています。歳末たすけあい募金は、地域や福祉施設の交流、高齢者・障がい者等の見守り活動などに活用されています。

めやす１世帯３００円 昨年の実績
（中央区） 10,481,652円

新潟県社会福祉協議会長表彰新潟県社会福祉協議会長表彰
小松　順一 様（豊照地区社会福祉協議会 会長）小松　順一 様（豊照地区社会福祉協議会 会長）

新潟県共同募金会会長表彰新潟県共同募金会会長表彰
大沢　輝男 様（東寄附町町内会 会長）
高橋　誠一 様（赤坂町一丁目自治会 会長）
細貝　利一 様（稲荷町第二町内会 会長）
鈴木　朝男 様（琴平町内会 会長）
姉崎　襄二 様（東大畑コーポラス自治会 会長）

大沢　輝男 様（東寄附町町内会 会長）
高橋　誠一 様（赤坂町一丁目自治会 会長）
細貝　利一 様（稲荷町第二町内会 会長）
鈴木　朝男 様（琴平町内会 会長）
姉崎　襄二 様（東大畑コーポラス自治会 会長）

新潟市社会福祉協議会社会福祉功労者表彰新潟市社会福祉協議会社会福祉功労者表彰
森岡　三男 様（山潟地区社会福祉協議会 監事）森岡　三男 様（山潟地区社会福祉協議会 監事）

中央共同募金会会長表彰中央共同募金会会長表彰
大橋　興作 様（東堀前通五自治会 会長）大橋　興作 様（東堀前通五自治会 会長）

表彰者紹介表彰者紹介

山潟地区社会福祉協議会
歳末たすけあいお楽しみ会
山潟地区社会福祉協議会
歳末たすけあいお楽しみ会
山潟地区社会福祉協議会
歳末たすけあいお楽しみ会

関屋田町1・２・3丁目町内会
関屋田町もちつき大会

関屋田町1・２・3丁目町内会
関屋田町もちつき大会

関屋田町1・２・3丁目町内会
関屋田町もちつき大会

長嶺第一・二町内会
節分まめまき大会
長嶺第一・二町内会
節分まめまき大会
長嶺第一・二町内会
節分まめまき大会

　8月30日（木）～9月1日（土）の3日間、第18回地域福祉実践研究セミナーが新潟市で
開催され、全国より多数の学生、教員、福祉関係者が参加しました。
　2日目の8月31日（金）は、参加者が新潟市内の各区に分かれワークショップを行い、中
央区では『地域・学校・社協で進め、作り上げていく福祉教育』をテーマとし、二つの地区
から実践発表をいただき、その後活発な議論が行われました。
　参加者は、中央区内の住民による先進的な活動内容に多くを学び、持ち帰っていただいた
ようでした。また、全国にむけた良い情報発信の場となりました。

田中 保夫 氏（山潟地区コミュニティ協議会会長、山潟地区社会福祉協議会会長）
テーマ『山潟地区地域概況』

豊嶋 直美 氏（新潟市立桜ヶ丘小学校・山潟中学校地域教育コーディネーター）
テーマ『地域教育コーディネーターがつなぐ地域と学校のボランティア
　　　　　　　　　　　　　　～ かかわり  うるおい  つながる ～』

森　啓祐 氏（鏡淵小学校区コミュニティ協議会会長）
テーマ『コミュニティ協議会で取り組む地域福祉
　　　　 ～ 小学校区における学校との連携による実践事例から ～』

地区

山潟

鏡淵

報告者氏名、報告テーマ

ありがとう
ございました

小学校に延べ1800人のボランティア
先生たちの要望を丁寧に確認する。
地域の人たちには、先生や子どもの
「お礼」を伝える。
人が人を紹介してくれる関係をつくる。
「おらっち」の学校をつくる。

地域の宝としての子どもを育む。
子どもの声をまちづくりに生かす。
教えるプログラムではなく、参加できる
プログラムを大切にしている。
（子どもたちの参加を大切にする）
コミュニティ協議会が、学校や地域を
一体的に支援している。

・
・
・

・
・

・
・
・
 

・

地域教育コーディネーターの役割

後継者をどうしていくか。

山潟の実践から学んだこと 鏡淵の実践から学んだこと

10月1日（
月）、6（土

）、7（日）
に

古町地区
・万代地

区で街頭
募金を

行いまし
た。

たくさん
のご協力

ありがと
うござ

いました
。

運動期間 10月1日～12月31日

赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございます。

参加者の皆さんからは、「プログラム
に地域の多くの人たちが関わる過程が
大切である」などの意見が出され、今
後の取組みに大きな参考になりまし
た。今回のワークショップを通して、
「福祉を教える教育」から「福祉をつ
くる教育」へ挑戦すること大切である
と改めて感じさせられました。

3日目 総括講演の様子

2日目 ワークショップの様子

担当者
より



ボランティア・市民活動センターボランティア・市民活動センター

インフォメーション 介護サービス事業所紹介

地域福祉活動は「会費」によって支えられています！地域福祉活動は「会費」によって支えられています！

一般会員 賛助会員 特別会員

一世帯400円 企業（一口）
5,000円

自主的な会員制度です。ご賛同のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。

団体（一口）
2,000円

福祉施設
福祉団体　2,000円

2012出会いのきっかけづくりパーティ2012出会いのきっかけづくりパーティ

まちなか総合相談講演会まちなか総合相談講演会

老人デイサービスセンター本町老人デイサービスセンター本町

平成24年11月28日（水）
「頭痛・めまい・ふらつき」

実際にボランティアを始めるにはどうすればよいでしょうか。
その方法の一例として、今回は中央区ボランティア・市民活
動でも行っているボランティアコーディネートについて紹介
します。

日 　 時

対 　 象

会 　 場

参 加 費

受付期間

:

:

:

:

:

平成24年12月23日（日）１５：００～１７：００

25歳から45歳までの男女　各25名

新潟Gioia mia

3,500円

平成24年11月19日（月）
～12月7日（金）
応募多数の場合抽選

講 師

場 所
時 間

済生会新潟内科診療所
院長　岡村　和気
中央区社協交流スペース
１４：００～１５：３０

:

:
:

参加無料
先着50名

どんな病気が
隠れてる？

どんな症状だったら
受診する？

質問コーナー

社会福祉協議会の事業・活動は、「一般会員」「賛助会員」「特別会員」として会費というかたちでご協力をいただき、
「一般会費」は自治・町内会を通じて、「賛助会費」は企業・団体、「特別会費」は

福祉施設・福祉団体からご協力をお願いしております。

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部、あいおいニッセイ同和損害保険 (株) 新潟支店新潟第二支社、
新潟県総合生活協同組合、源川医科器械(株)、新潟県民共済生活協同組合、新潟福祉囲碁協会、(株)シルバーホテル、
第一建設工業 (株)、 (有)鎌倉電機商会、 (株)いやしライフ、 (医)丹羽医院、 (株)新潟クボタ、星野電気 (株)、
(株)応用電業社、新潟市電設業協同組合、 (株)福田組、新潟配管 (株)、藤田金属 (株)、 (株)アクアプラン、
(株)ナルサワコンサルタント、(株)信越測量設計、新潟県医師会、農林中央金庫新潟推進室、(株)BSNアイネット、
オリエント商事(株)、新潟市ハイヤータクシー協会、(社)新潟市医師会、インペックスビジネスサービス(株)、
中田会計事務所、第一石油販売(株)、(株)井浦測量設計事務所、新潟プレハブ工業(株)、新潟県労働金庫本店営業部、
信濃土地(株)、伏見自動車工業(株)、片桐歯科医院、(株)新総企、(株)竹林味噌醸造所、石本商事(株)、(株)新宣、
(株)高助、フタバ工業(株)、三社神社、大明電業(株)、(株)堤建築設計事務所、東和造船(株)、(有)新潟たけうち、
東西化学産業(株)新潟営業所、ネッツトヨタ新潟(株)、新潟デンカ輸送(株)、(財)新潟県自動車標板協会、(株)ナカムラ、
(株)ＣＳコーポレイション、(株)三和、ヨコセＡＶシステム(株)、日南ホーム(株)、(株)本間組、(株)福光産業、
(株)ダスキン万代、(株)シンレイ、(公益社団法人)新潟県看護協会、(株)モリタ装芸、 (医)恒仁会　新潟南病院、
(株)ウオロク、新潟信用金庫、新潟地下開発(株)、(株)田村義肢製作所、ジブラルタ生命保険(株)新潟エリア、
猫山宮尾病院、弁天町共同ビル(株)、(株)中元組新潟支店、川崎地質(株)北陸支店、(株)新潟ビルサービス、
全国共済農業協同組合連合会新潟県本部、公認会計士　富岡清嗣事務所、(株)ホームテック・旭、(株)里仙、
(株)新潟ジェイエイバンクサービス、遠藤胃腸科内科医院、井上内科医院、新潟郵便輸送(株)、(株)新潟三越伊勢丹、
(株)エム・エス・シー、新潟県民エフエム放送(株)、永光建設(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 新潟支店、
(株)トッキー、(株)新潟日報事業社、クシヤ(株)、国際こども・福祉カレッジ、(株)リンコーコーポレーション、
デンカ工販 (株)、 (株)興電社、 (株)考古堂書店、 (株)NTTドコモ  新潟支店、北陸電電 (株)、東邦産業 (株)、
新潟ニッタン(株)、石本金属(株)、エス・イー・シーエレベーター(株) 新潟支店、(株)川崎農園、(株)新潟タキザワ、
(株)鈴木コーヒー、(株)シナゼン、新潟冨士エレベーター(株)、福田道路(株)、(株)小田 新潟営業所、(株)村尾技建、
(株)クレイズプラン、(株)テレビ新潟放送網、(株)新潟総合テレビ、(株)エフエムラジオ新潟、(株)新潟テレビ２１、
(株)電通東日本 新潟支社、富士総業(株)、(株)池田医療電機、エヌシーイー(株)、星山工業(株)、北陸ガス(株)、
(株)新交企画、(株)峰村商店、八千代不動産、(株)和田写真館、(株)たなか建築設計、大山内科医院、新潟縣護國神社、
学校法人 三星学園 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん、新潟県火災共済協同組合、新潟市職員生活協同組合、
新潟県生コンクリート工業組合、特定非営利活動法人 あさひの家、新潟市公衆浴場協同組合、(有)野沢書店、
生長の家新潟教会、諏訪神社、新潟市管工事業協同組合、(社)新潟県建築組合連合会、(社)新潟市薬剤師会、
新潟酒販協同組合、 (公益社団法人)新潟県シルバー人材センター連合会、 (株)誠晃社、グリーン産業 (株)、
上村神経内科医院　

～賛助会員をご紹介～

143企業・団体 926,500円（10月31日現在）敬称略
ボランティアを始めるにあたって、共通する心構
えや活動の種類についてご説明します。

～ボランティアきっかけづくり講座～

日 時 １月25日（金）13：30～16：00
定 員 20名（先着）
参加費 500円
内容 福祉・ボランティアの歴史と意味

ボランティア活動の種類・事故予防
ちょこっと体験「車いす・アイマスク」

申込・問い合わせ

中央区古町ボランティア・市民活動センター
ＴＥＬ：025-210-8730　ＦＡＸ：025-210-8722

講座も開催してい
ます！

１
2
3

ボランティアの登録をする（毎年更新）
個人登録または団体登録

センターにボランティアの依頼が入ります

センターから登録者に依頼内容を連絡し調整します

双方の希望が合致したら活動につなげます

どうすればボランティアに参加できるの…？
登録したあと、センターからの依頼以外にも
自分で自由に活動して良いの？

ＯＫです。
ご自由に情報収集・活動してください。
（情報収集にはチラシやインターネットを
　活用ください）

Ｑ

A

老人デイサービスセンター本町（担当：後藤・湯浅）
電話０２５－２２７－５８０２

お問い合わせ

月～日一般型25名、月～金認知対応型5名の受入れに
て営業しております。
ご自分で選択でき個別支援を活動の主軸とし、芸能ボ
ランティア様をお呼びしたり、今年度は給食にバイキ
ングを取り入れる等活動以外での満足度UPにも努力
しております。職員一同、心よりお待ちしております。

元気に営業中元気に営業中！！！！

おしえて！ Ｑ A&

センター登録する

中央区社会福祉協議会　電話 025－210－8720
お問い合わせ

ご利用者様が創作した作品です

・メール登録の方にはメールで随時情報発信します。

と 新潟市
中央区社会福祉協議会

あんしん　　　サービス事業宅食

　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯など、地域の
中で見守りが必要な世帯や、買い物に困難を感じてい
る世帯へ、新潟県総合生活協同組合との協働により、
夕食や生活消耗品の宅配サービス時に安否確認や見守
りを行い、必要に応じ困りごとの相談や福祉サービス
の利用援助を行います。

配食・ご用聞き「あんしん食卓サービス」事業

事業イメージフロー図

クルコの宅配 夕食宅配
ほほえみスタッフ

総合生協

中央区
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万が一に備えて…
ボランティア活動保険もございます！
お問い合わせは窓口まで。



ボランティア・市民活動センターボランティア・市民活動センター

インフォメーション 介護サービス事業所紹介

地域福祉活動は「会費」によって支えられています！地域福祉活動は「会費」によって支えられています！

一般会員 賛助会員 特別会員

一世帯400円 企業（一口）
5,000円

自主的な会員制度です。ご賛同のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。

団体（一口）
2,000円

福祉施設
福祉団体　2,000円

2012出会いのきっかけづくりパーティ2012出会いのきっかけづくりパーティ

まちなか総合相談講演会まちなか総合相談講演会

老人デイサービスセンター本町老人デイサービスセンター本町

平成24年11月28日（水）
「頭痛・めまい・ふらつき」

実際にボランティアを始めるにはどうすればよいでしょうか。
その方法の一例として、今回は中央区ボランティア・市民活
動でも行っているボランティアコーディネートについて紹介
します。

日 　 時

対 　 象

会 　 場

参 加 費

受付期間

:

:

:

:

:

平成24年12月23日（日）１５：００～１７：００

25歳から45歳までの男女　各25名

新潟Gioia mia

3,500円

平成24年11月19日（月）
～12月7日（金）
応募多数の場合抽選

講 師

場 所
時 間

済生会新潟内科診療所
院長　岡村　和気
中央区社協交流スペース
１４：００～１５：３０

:

:
:

参加無料
先着50名

どんな病気が
隠れてる？

どんな症状だったら
受診する？

質問コーナー

社会福祉協議会の事業・活動は、「一般会員」「賛助会員」「特別会員」として会費というかたちでご協力をいただき、
「一般会費」は自治・町内会を通じて、「賛助会費」は企業・団体、「特別会費」は

福祉施設・福祉団体からご協力をお願いしております。

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部、あいおいニッセイ同和損害保険 (株) 新潟支店新潟第二支社、
新潟県総合生活協同組合、源川医科器械(株)、新潟県民共済生活協同組合、新潟福祉囲碁協会、(株)シルバーホテル、
第一建設工業 (株)、 (有)鎌倉電機商会、 (株)いやしライフ、 (医)丹羽医院、 (株)新潟クボタ、星野電気 (株)、
(株)応用電業社、新潟市電設業協同組合、 (株)福田組、新潟配管 (株)、藤田金属 (株)、 (株)アクアプラン、
(株)ナルサワコンサルタント、(株)信越測量設計、新潟県医師会、農林中央金庫新潟推進室、(株)BSNアイネット、
オリエント商事(株)、新潟市ハイヤータクシー協会、(社)新潟市医師会、インペックスビジネスサービス(株)、
中田会計事務所、第一石油販売(株)、(株)井浦測量設計事務所、新潟プレハブ工業(株)、新潟県労働金庫本店営業部、
信濃土地(株)、伏見自動車工業(株)、片桐歯科医院、(株)新総企、(株)竹林味噌醸造所、石本商事(株)、(株)新宣、
(株)高助、フタバ工業(株)、三社神社、大明電業(株)、(株)堤建築設計事務所、東和造船(株)、(有)新潟たけうち、
東西化学産業(株)新潟営業所、ネッツトヨタ新潟(株)、新潟デンカ輸送(株)、(財)新潟県自動車標板協会、(株)ナカムラ、
(株)ＣＳコーポレイション、(株)三和、ヨコセＡＶシステム(株)、日南ホーム(株)、(株)本間組、(株)福光産業、
(株)ダスキン万代、(株)シンレイ、(公益社団法人)新潟県看護協会、(株)モリタ装芸、 (医)恒仁会　新潟南病院、
(株)ウオロク、新潟信用金庫、新潟地下開発(株)、(株)田村義肢製作所、ジブラルタ生命保険(株)新潟エリア、
猫山宮尾病院、弁天町共同ビル(株)、(株)中元組新潟支店、川崎地質(株)北陸支店、(株)新潟ビルサービス、
全国共済農業協同組合連合会新潟県本部、公認会計士　富岡清嗣事務所、(株)ホームテック・旭、(株)里仙、
(株)新潟ジェイエイバンクサービス、遠藤胃腸科内科医院、井上内科医院、新潟郵便輸送(株)、(株)新潟三越伊勢丹、
(株)エム・エス・シー、新潟県民エフエム放送(株)、永光建設(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 新潟支店、
(株)トッキー、(株)新潟日報事業社、クシヤ(株)、国際こども・福祉カレッジ、(株)リンコーコーポレーション、
デンカ工販 (株)、 (株)興電社、 (株)考古堂書店、 (株)NTTドコモ  新潟支店、北陸電電 (株)、東邦産業 (株)、
新潟ニッタン(株)、石本金属(株)、エス・イー・シーエレベーター(株) 新潟支店、(株)川崎農園、(株)新潟タキザワ、
(株)鈴木コーヒー、(株)シナゼン、新潟冨士エレベーター(株)、福田道路(株)、(株)小田 新潟営業所、(株)村尾技建、
(株)クレイズプラン、(株)テレビ新潟放送網、(株)新潟総合テレビ、(株)エフエムラジオ新潟、(株)新潟テレビ２１、
(株)電通東日本 新潟支社、富士総業(株)、(株)池田医療電機、エヌシーイー(株)、星山工業(株)、北陸ガス(株)、
(株)新交企画、(株)峰村商店、八千代不動産、(株)和田写真館、(株)たなか建築設計、大山内科医院、新潟縣護國神社、
学校法人 三星学園 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん、新潟県火災共済協同組合、新潟市職員生活協同組合、
新潟県生コンクリート工業組合、特定非営利活動法人 あさひの家、新潟市公衆浴場協同組合、(有)野沢書店、
生長の家新潟教会、諏訪神社、新潟市管工事業協同組合、(社)新潟県建築組合連合会、(社)新潟市薬剤師会、
新潟酒販協同組合、 (公益社団法人)新潟県シルバー人材センター連合会、 (株)誠晃社、グリーン産業 (株)、
上村神経内科医院　

～賛助会員をご紹介～

143企業・団体 926,500円（10月31日現在）敬称略
ボランティアを始めるにあたって、共通する心構
えや活動の種類についてご説明します。

～ボランティアきっかけづくり講座～

日時 １月25日（金）13：30～16：00
定 員 20名（先着）
参加費 500円
内容 福祉・ボランティアの歴史と意味

ボランティア活動の種類・事故予防
ちょこっと体験「車いす・アイマスク」

申込・問い合わせ

中央区古町ボランティア・市民活動センター
ＴＥＬ：025-210-8730　ＦＡＸ：025-210-8722

講座も開催してい
ます！

１
2
3

ボランティアの登録をする（毎年更新）
個人登録または団体登録

センターにボランティアの依頼が入ります

センターから登録者に依頼内容を連絡し調整します

双方の希望が合致したら活動につなげます

どうすればボランティアに参加できるの…？
登録したあと、センターからの依頼以外にも
自分で自由に活動して良いの？

ＯＫです。
ご自由に情報収集・活動してください。
（情報収集にはチラシやインターネットを
　活用ください）

Ｑ

A

老人デイサービスセンター本町（担当：後藤・湯浅）
電話０２５－２２７－５８０２

お問い合わせ

月～日一般型25名、月～金認知対応型5名の受入れに
て営業しております。
ご自分で選択でき個別支援を活動の主軸とし、芸能ボ
ランティア様をお呼びしたり、今年度は給食にバイキ
ングを取り入れる等活動以外での満足度UPにも努力
しております。職員一同、心よりお待ちしております。

元気に営業中元気に営業中！！！！

おしえて！ Ｑ A&

センター登録する

中央区社会福祉協議会　電話 025－210－8720
お問い合わせ

ご利用者様が創作した作品です

・メール登録の方にはメールで随時情報発信します。

と 新潟市
中央区社会福祉協議会

あんしん　　　サービス事業宅食

　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯など、地域の
中で見守りが必要な世帯や、買い物に困難を感じてい
る世帯へ、新潟県総合生活協同組合との協働により、
夕食や生活消耗品の宅配サービス時に安否確認や見守
りを行い、必要に応じ困りごとの相談や福祉サービス
の利用援助を行います。

配食・ご用聞き「あんしん食卓サービス」事業

事業イメージフロー図

クルコの宅配 夕食宅配
ほほえみスタッフ

総合生協
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中央区に在住
夕食宅配利用者

地域包括支援センター、
地域保健福祉センター、

民生委員、等
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いつもと様子がおかしい…
　変だなと思ったら
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万が一に備えて…
ボランティア活動保険もございます！
お問い合わせは窓口まで。
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・中央区中央訪問介護センター
中央区関屋下川原町1-3-11

TEL 025-234-0533

・中央区南訪問介護センター
中央区新和3-3-1

TEL 025-284-6780

・中央区東訪問介護センター
中央区明石2-3-25

TEL 025-242-3411

・障がい者訪問介護センター
中央区八千代1-3-1 新潟市総合福祉会館３階

TEL 025-248-6555

・障がい者デイサポートセンター明日葉
中央区八千代1-3-1　新潟市総合福祉会館２階

TEL 025-248-6281

・老人デイサービスセンター本町
中央区本町通1-168-2

TEL 025-227-5802

・江東地域社協活動センター
中央区八千代1-3-1　新潟市総合福祉会館

・中央区万代ボランティア・市民活動センター TEL 025-243-4379

・しもまち地域社協活動センター
中央区附船町1-4385-1（北部コミセン入舟健康センター内）

TEL 025-229-7103

第18回地域福祉実践研究セミナー開催される！第18回地域福祉実践研究セミナー開催される！

・中央区社会福祉協議会（代表）
・中央区古町ボランティア・市民活動センター
・中央区中央介護支援センター
・中央区まごころヘルプ
・日常生活自立支援事業

TEL 025-210-8720　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8730　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8710　FAX 025-210-8715
TEL 025-210-8736　FAX 025-210-8722
TEL 025-210-8733　FAX 025-210-8722

〒951―8062　新潟市中央区西堀前通6番町909番地 Co-C.G.（コシジ）3階

善意のご寄付
ありがとうございました

善意のご寄付
ありがとうございました

受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

中央区内の地域福祉等に大切に
使わせていただきます
中央区内の地域福祉等に大切に
使わせていただきます

長年、中央区の地域福祉に尽力された方々をご紹介します。長年、中央区の地域福祉に尽力された方々をご紹介します。

上村　康子 様
新　柳　会 様
片桐　寅二 様
新潟市中央公民館
文化祭実行委員会様

上村　康子 様
新　柳　会 様
片桐　寅二 様
新潟市中央公民館
文化祭実行委員会様

10,000円
28,942円
スコップ等（100セット）

10,000円
28,942円
スコップ等（100セット）

  5,801円  5,801円

（平成24年9月1日～平成24年10月末日）（平成24年9月1日～平成24年10月末日）

歳末たすけあい募金にご協力お願いします！歳末たすけあい募金にご協力お願いします！
「みんなでささえあうあったかい地域づくり」「みんなでささえあうあったかい地域づくり」

歳末たすけあい募金は、地域や福祉施設の交流、高齢者・障がい者等の見守り活動などに活用されています。歳末たすけあい募金は、地域や福祉施設の交流、高齢者・障がい者等の見守り活動などに活用されています。歳末たすけあい募金は、地域や福祉施設の交流、高齢者・障がい者等の見守り活動などに活用されています。

めやす１世帯３００円 昨年の実績
（中央区） 10,481,652円

新潟県社会福祉協議会長表彰新潟県社会福祉協議会長表彰
小松　順一 様（豊照地区社会福祉協議会 会長）小松　順一 様（豊照地区社会福祉協議会 会長）

新潟県共同募金会会長表彰新潟県共同募金会会長表彰
大沢　輝男 様（東寄附町町内会 会長）
高橋　誠一 様（赤坂町一丁目自治会 会長）
細貝　利一 様（稲荷町第二町内会 会長）
鈴木　朝男 様（琴平町内会 会長）
姉崎　襄二 様（東大畑コーポラス自治会 会長）

大沢　輝男 様（東寄附町町内会 会長）
高橋　誠一 様（赤坂町一丁目自治会 会長）
細貝　利一 様（稲荷町第二町内会 会長）
鈴木　朝男 様（琴平町内会 会長）
姉崎　襄二 様（東大畑コーポラス自治会 会長）

新潟市社会福祉協議会社会福祉功労者表彰新潟市社会福祉協議会社会福祉功労者表彰
森岡　三男 様（山潟地区社会福祉協議会 監事）森岡　三男 様（山潟地区社会福祉協議会 監事）

中央共同募金会会長表彰中央共同募金会会長表彰
大橋　興作 様（東堀前通五自治会 会長）大橋　興作 様（東堀前通五自治会 会長）

表彰者紹介表彰者紹介

山潟地区社会福祉協議会
歳末たすけあいお楽しみ会
山潟地区社会福祉協議会
歳末たすけあいお楽しみ会
山潟地区社会福祉協議会
歳末たすけあいお楽しみ会

関屋田町1・２・3丁目町内会
関屋田町もちつき大会

関屋田町1・２・3丁目町内会
関屋田町もちつき大会

関屋田町1・２・3丁目町内会
関屋田町もちつき大会

長嶺第一・二町内会
節分まめまき大会
長嶺第一・二町内会
節分まめまき大会
長嶺第一・二町内会
節分まめまき大会

　8月30日（木）～9月1日（土）の3日間、第18回地域福祉実践研究セミナーが新潟市で
開催され、全国より多数の学生、教員、福祉関係者が参加しました。
　2日目の8月31日（金）は、参加者が新潟市内の各区に分かれワークショップを行い、中
央区では『地域・学校・社協で進め、作り上げていく福祉教育』をテーマとし、二つの地区
から実践発表をいただき、その後活発な議論が行われました。
　参加者は、中央区内の住民による先進的な活動内容に多くを学び、持ち帰っていただいた
ようでした。また、全国にむけた良い情報発信の場となりました。

田中 保夫 氏（山潟地区コミュニティ協議会会長、山潟地区社会福祉協議会会長）
テーマ『山潟地区地域概況』

豊嶋 直美 氏（新潟市立桜ヶ丘小学校・山潟中学校地域教育コーディネーター）
テーマ『地域教育コーディネーターがつなぐ地域と学校のボランティア
　　　　　　　　　　　　　　～ かかわり  うるおい  つながる ～』

森　啓祐 氏（鏡淵小学校区コミュニティ協議会会長）
テーマ『コミュニティ協議会で取り組む地域福祉
　　　　 ～ 小学校区における学校との連携による実践事例から ～』

地区

山潟

鏡淵

報告者氏名、報告テーマ

ありがとう
ございました

小学校に延べ1800人のボランティア
先生たちの要望を丁寧に確認する。
地域の人たちには、先生や子どもの
「お礼」を伝える。
人が人を紹介してくれる関係をつくる。
「おらっち」の学校をつくる。

地域の宝としての子どもを育む。
子どもの声をまちづくりに生かす。
教えるプログラムではなく、参加できる
プログラムを大切にしている。
（子どもたちの参加を大切にする）
コミュニティ協議会が、学校や地域を
一体的に支援している。

・
・
・

・
・

・
・
・
 

・

地域教育コーディネーターの役割

後継者をどうしていくか。

山潟の実践から学んだこと 鏡淵の実践から学んだこと

10月1日（
月）、6（土

）、7（日）
に

古町地区
・万代地

区で街頭
募金を

行いまし
た。

たくさん
のご協力

ありがと
うござ

いました
。

運動期間 10月1日～12月31日

赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございます。

参加者の皆さんからは、「プログラム
に地域の多くの人たちが関わる過程が
大切である」などの意見が出され、今
後の取組みに大きな参考になりまし
た。今回のワークショップを通して、
「福祉を教える教育」から「福祉をつ
くる教育」へ挑戦すること大切である
と改めて感じさせられました。

3日目 総括講演の様子

2日目 ワークショップの様子

担当者
より


