
　中央区ボランティア・市民活動センターに登録しているグループ・団体が活動をＰＲするイベントです。体験や物品
販売等をとおして、多くの方にボランティアについて知っていただき、はじめる一歩となるよう開催しています。ぜひ
会場に「来て・見て・聞いて」みませんか？　
　今年は10周年ということで、子ども服・おもちゃなどの“プチリサイクル
バザー”もあります！
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赤い羽根共同募金へのご協力のお願い
広報についてお知らせ

Nanmo活動紹介
中央区災害ボランティアセンター研修会のお知らせ
しもまち社協活動センター移転のお知らせ
地域福祉ネットワーク会議開催報告

中央区地域福祉推進フォーラムのお知らせ
新潟市社会福祉協議会　令和元年度事業計画・
予算、平成30年度事業報告・決算
寄付金謝辞

流星戦
士

フラス
ターも

登場！！

【日時】10月19日（土）　10：00～14：00
【会場】新潟市総合福祉会館　2階多目的ホール（中央区八千代1-3-1）

● プチリサイクルバザー
● ステージイベント
● 体験コーナー

イベント内容

入場
無料



【広報ツールについてのお知らせ】
中央区社協では広報誌の他にもホームページやフェイスブックで情報を発信しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　で検索してみてください！

僕、ちょちょらくん！
ツイッターを再開したよ。
フォローよろしくお願い
します！

　10月１日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まります。この運動は皆さまのたくさんの
あたたかい気持ちによって今年で73回目を迎えることとなりました。赤い羽根共同募金は、誰も
が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにさまざまな地域の課題解決に取り組む民間
団体の活動を応援する募金です。また、新潟県共同募金会で積み立てられた募金の一部は、被災
地支援にも役立てられます。皆さまのあたたかい気持ちが「じぶんの町を良くするしくみ。」を
支えます。今年も赤い羽根共同募金へのご理解と、ご家庭や街かどなど、さまざまなかたちでの
ご協力をお願いいたします。

「新潟市中央区社会福祉協議会」「新潟市中央区社会福祉協議会」

～赤い羽根共同募金を財源とした助成を受けている団体からのメッセージ～

助成していただきありがとうございました。おかげさまで会場を毎回用意することができ、子どもたちに遊びを通しての学びや多世代交流、栄養バランスのとれた食事などを提供することができました。
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そらいろ子ども食堂

新潟県ブラインドサッカー協会

中央共同募金会Ｃ



　令和元年８月６日（火）、「就労につながりづらい方の支援を考える」をテーマに
地域福祉ネットワーク会議を開催しました。
　若者支援センターオール様・新潟市パーソナルサポートセンター様・みどり病院
認知症疾患医療センター様から、それぞれ若者で仕事につながりづらい方、生活
困窮状態で失業して長い期間を過ごしている方、若年性認知症で復職や再就職に
苦労される方の支援について報告いただきました。
　集まった参加者は、福祉の相談支援機関から更生施設の就労支援担当の方、ひき
こもり等の若者を支援しているNPO、賛助会員団体や企業、障がい者の雇用に理解
の深い企業の方などで、皆さん報告を熱心に聞いていました。
　その後のグループワークでは、報告を聞いての感想や互いの立場で困っているこ
とや出来たらいいと思われる連携やあったらいいと思う支援などを話し合いました。
　今回初めて取り上げたテーマでありましたが、分野を超えた課題を設定するこ
と・多様な団体や機関が集う場をつくれること…という社協ならではの役割を発揮
できる会議となりました。今後も継続して、このテーマと向き合っていきます！

しもまち地域社協活動センター移転のお知らせしもまち地域社協活動センター移転のお知らせ

住　　所：

連 絡 先：
開所日時：

〒951-8018
新潟市中央区稲荷町3511番地1
北部総合コミュニティセンター4階
TEL & FAX　025-229-7103（変更なし）
火～金曜日　13：00～17：00（変更なし）

　Ｎａｎｍｏとは・・・な～んも
考えないで、まず参加してみて！
という意味です。
　初めてボランティア活動に
参加する前は少し不安だな。
まずは、簡単な作業（切手貼り、
封入づめ等）で慣れていこう。っと始めたＮａｎｍｏ。
　新しく『英字新聞でエコバッグづくり』に取り組み始め
ました。
　10月19日（土）に開催予定の「ボランティアフェア
2019」で資料やリサイクルバザーでご購入いただいた
商品を入れるためのバッグとして100個作るのが目標です。
　その後は、いろんな地域の活動でこのバッグを使って
もらったり、レジ袋代わりに使ってもらえたらいいな～と
励んでいます。

　しもまち地域社協活動センターは、北部総合コミュニティセンターが旧入舟小学校に移転することに伴い、
同センターの４階に引っ越しました。
　これからも、しもまち地域の身近な福祉の拠点として活動していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ボランティアの集い　　　　　で 中央区災害
ボランティアセンター
　研修会開催のお知らせ

簡単なボランティア、一緒にしませんか？

「就労につながりづらい方の支援を考える」
第1回地域福祉ネットワーク会議開催報告

Ｎａｎｍｏな　　ん　　も 災害ボランティア
センターの機能や
役割って何？

どうやって活用するの？ 

令和元年11月4日（月・祝）
13：30～15：30
新潟ユニゾンプラザ4階　大研修室
（新潟市中央区上所2-2-2）

特定非営利活動法人
にいがた災害ボランティアネットワーク
理事長　李　仁鉄  様

※詳細のご案内および参加受付は9月以降を予定しています。

中央区災害ボランティアネットワーク委員会、
中央区社会福祉協議会

180名

日  時

会  場

講  師

定  員

主  催

水曜日は地域の茶の間を
やっています

お気軽にご参加ください♪

旧 北部コミセン

新 北部コミセン

舟江診療所

稲荷町団地



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

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　3,000円　　・匿　名　4,445円　　・匿　名　17円
善意のご寄付をありがとうございます！

新潟市社会福祉協議会　令和元年度事業計画・予算　平成30年度事業報告・決算

＜重点目標＞
１．支えあい、助けあい、育ちあう住民主体の地域づくり
２．地域のあらゆる生活課題の解決に向けた新たな社会資源
　　の創造と支援システムの構築・実現
３．住み慣れた地域での暮らしを支える在宅サービスの推進
４．地域住民に信頼され、安定した法人経営

○区社協を総合相談窓口とし、地域生活における様々な課題
を「丸ごと」受け止める体制整備を図るため、コミュニティ
ソーシャルワーカーを全区社協に配置し、多問題を抱える世
帯や若者の引きこもりなどの解決に向けた個別支援を行い
ました。平成30年度は大幅に相談件数が増加し、相談内容
に応じＣＳＷにつなぎ個別支援・地域支援の具体的な実践
を行いました。

○ボランティア活動への参加のきっかけづくりを目的に、「ボ
ランティア講座」や若年層を対象とした「サマーチャレンジ
ボランティア」を開催し、地域福祉活動の担い手の育成に取
り組みました。

○子どもの安心できる放課後の居場所づくりのため、放課後
児童クラブを運営する他団体とのネットワークを活用し、
情報交換会や研修会を開催し、支援員の資質向上及び
連携強化を図りました。また、子ども食堂の持続可能な活動のために情報交換会を開催し、運営に関する課題の共有や意見交換を行いました。

令和元年度事業計画 令和元年度予算

平成30年度決算平成30年度事業報告
(単位：円)

収入計
4,902,881
千円

介護保険
事業収入
33.8％

受託金収入
33.9％

障がい福祉サービス等
事業収入 10.5％

新潟市等からの補助金収入
12.1％

会費収入 1.7％

共同募金配分金収入 1.2％

事業収入 3.7％

その他収入 3.2％

支出計
4,902,881
千円

介護事業
人件費支出
36.2％

受託事業等
人件費支出
28.7％

事業費支出
21.3％

法人運営
人件費支出
8.5％

助成金支出 1.6％
事務費支出 1.9％ その他支出

1.9％

賃
借
対
照
表

事業区分 収　入 支　出 差　異

流動資産
固定資産
・基本財産
・その他固定資産

資産の部合計

社会福祉事業
公益事業
内部取引消去
法人合計

4,442,244,644
709,151,751
△ 43,862,429
5,107,533,966

4,442,244,644
709,151,751
△ 43,862,429
5,107,533,966

0
0
－
0

流動負債
固定負債
負債の部合計

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

963,860,333 

430,379,386 
1,652,320,442 

3,046,560,161

634,290,058 
560,150,943 
1,194,441,001 

18,150,000 
1,491,390,173 
32,173,507 
310,405,480 
1,852,119,160 
3,046,560,161 

負債の部資産の部

純資産の部

金　額金　額

金　額

※平成30年度事業報告及び決算の詳細は、新潟市社会福祉協議会ホームページ（http://www.syakyo-niigatacity.or.jp）に掲載しています。

資
金
収
支
報
告

第８回中央区地域福祉推進フォーラム ～人生100年時代、最期まで自分らしく生きるために～

TEL 025－223－7252　　FAX 025－223－7151（中央区健康福祉課）

令和元年10月13日日　１４：００～１６：１５（１３：３０開場）令和元年10月13日日　１４：００～１６：１５（１３：３０開場）
新潟市民プラザ　ホール新潟市民プラザ　ホール

　あなたは、もしものことを考えたことがありますか？人はいつ命に関わる大きな病気やけがをするか分かりません。
　在宅医療、介護、看取りを長年支援してきた地域医療のスペシャリストの先生のお話を聞いて、もしもの時に受けたい医療やケア
について、考えたり、家族と話し合うきっかけにしませんか。

（中央区西堀通6番町866　NEXT21 ６階）

日　時

会　場

中央区・中央区社会福祉協議会中央区・中央区社会福祉協議会
①オープニングトーク「楽しく知ろう！終活のい・ろ・は」①オープニングトーク「楽しく知ろう！終活のい・ろ・は」
講師：お笑い集団NAMARA  森下 英矢 氏 解説：一般社団法人はまなす 代表理事  秋山 貴子 氏

②講演「元気な今だから始められる～サヨナラの準備～」②講演「元気な今だから始められる～サヨナラの準備～」
講師：福井県あおい町国民健康保険名田庄診療所 所長  中村 伸一 氏（NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」等に出演。）

主　催

内　容

■ 参加無料（先着300名）
■ 一時保育あり（1歳以上、小学校就学前まで　要申込み：10月4日（金）まで）
■ 情報保障（手話・要約筆記）あり
■ 申込み：新潟市コールセンター（受付は9月19日から）電話：025－243－4894　FAX：025－244－4894
■ 締切り：10月６日（日）（定員になり次第終了）

その他

問合せ

中央区役所

新潟市役所新潟市役所
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