お互いさまの心を育み
ともにつくろう地域のつながり
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柿本自治会長

私ども新金沢町自治会では、毎月第 2 水曜日・午前 10 時より町内会館を会場に、どなた
でも自由に参加できる『立ち寄り〝しんかな″』を開催しています。お茶を飲んで話をした
り、講話を聴いて情報を得たり、楽しく健康づくりもしています。また、自治会で見守り事
業を行うほか、若い人や子ども達との世代間交流も行っています。日頃からの関わりが、顔
の見える関係を築き、安心して暮らせるまちづくりに繋がると考えております。

18 才までの子どもたちが安心して過ごせる
居場所について一緒に考えてみませんか？
子ども食堂をはじめ、学習支援、多世代交流
など多くの団体が取り組み始めています。
何か始めてみたい方、興味のある方、聞いて
みたい方ぜひご参加ください。

子どもの居場所立ち上げ講座を
開催します
日時

4 月 17 日（金）午前 10 時～12 時

会場

新津地域交流センター
301.302 研修室

定員

参加費無料

20 名
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社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

秋葉区社会福祉協議会

申し込み締切 ４月１０日（金）
お申し込み・ 秋葉区社会福祉協議会
お問合せ先
TEL 0250-24-8376

■住

所 ： 新潟市秋葉区新津本町 1 丁目 2-39
（新津地域交流センター2 階）
■電 話 ： ０２５０-２４-８３７６
■Ｆ Ａ Ｘ ： ０２５０-２３-３３２２
■E-mail ： akiha@syakyo-niigatacity.or.jp
■ホームページ ： http://niigataakihaku-syakyo.jp/
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秋葉区社会福祉協議会

地域福祉推進フォーラム 2019
開催しました
●日

時

令和元年１２月１日（日）

●会

場

秋葉区文化会館

●参加者

２９５名

●共 催

秋葉区健康福祉課

【第 1 部】社会福祉功労者表彰
○自治会・町内会長として１０年以上勤続し
功績のあった方 ・佐藤 勇様
・青木 鴻一様
○民生委員児童委員として８年以上勤続し功績のあった方
・杉崎 純一様 ・本間 良晴様 ・眞野 欣子様 ・橋本 都子様
・渡邊 政行様 ・長谷川啓子様 ・吉村 政敏様 ・石井 恒子様
・清水 隆様
・本望 鐐一様 ・羽入 聖子様 ・吉田ミチコ様
・阿部 光子様 ・中川 淳子様 ・吉田 伸一様 ・小田 修子様
・長澤恵美子様 ・白井 洋子様 ・桒山 修一様

・石澤 純様
・梶原 紀子様
・阿部 衞彦様
・鈴木みやこ様

・德永
・吉川
・中野
・渡邊

邦男様
定夫様
勇作様
律子様

○広域の地域福祉活動を１０年以上継続し、功績顕著で他の模範となる個人・団体
・古泉 幸一様
（推薦：山の手地区社協）
・伊藤 和子様
（推薦：新津精神保健福祉ボランティアひだまり）
・笹沼 孝男様
（推薦：社会福祉法人親和福祉会）
・川崎 和幸様
（推薦：秋葉区ボランティア・市民活動センター）
・吉定会様
（推薦：秋葉区ボランティア・市民活動センター）
・小合さつきちゃん様（推薦：小合コミュニティ振興協議会）

【第２部】基調講演・シンポジウム
今年度は「子どもと貧困」をテーマとして取り上げ、
基調講演では大妻女子大学専任講師林明子氏より「子ど
もの貧困―見えづらい実状を考えるー」というテーマで
ご講演いただきました。
シンポジウムでは新潟市内で取り組んでいる 3 団体か
ら発表していただき、地域で子育て世代を取り巻く環境
を理解し、これからの地域でできることを学ぶことがで
きました。
FM-NIIGATA パーソナリティ
上村知世様から地域福祉推進
フォーラムの司会をしていた
だきました。

◆コーディネーター 新潟県立大学人間生活学部子ども学科
◇シ ン ポ ジ ス ト

教授

◇新津中央コミュニティ協議会(自学ひろば)
◇そらいろ子ども食堂 江花 春香様

斎藤

裕様

中村 信也様、三澤 栄子様
◇チャイルドラインにいがた 寺島

幸優様
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秋葉区心配ごと相談所
日時 毎週 月・金曜日 午前 10 時～午後 3 時
※祝日の場合は休み

場所 新津地域交流センター ２階 相談室
T E L 0250-24-8376

秋葉区
ボランティア・
市民活動センター
からのお知らせ
○問い合わせ先
☎ 0250-24-8345

相談
無料

予約
不要

＊一人で悩まず、
お気軽にご相談ください…
どこに相談すればいい？
誰に相談すればいい？
不安や悩みごとは心配ごと相談所へ
ご相談ください。
相談員が親身に相談に応じます。

ボランティア登録
ボランティア登録すると…

受付中

ボランティア登録をして、秋葉区
ボランティア・市民活動センター
とつながりませんか？

✿ご希望の活動依頼があったときに活動をご紹介します！
✿情報誌「ボラフル」をお届けします！
✿ボランティア活動保険に加入することができます！
※ボランティア登録票は、秋葉区社協ホームページからダウンロードできます。

発行中

受付中

情報紙「ボラフル」

令和２年度ボランティア活動保険加入申込み

「ボラフル」は奇数月に発行。
公共機関等に設置しております。
ぜひ手に取ってご覧ください。

安心して活動するためにボランティア活動保険に加入しましょう
○保 険 料 基本プラン 350 円／天災・地震保障プラン 500 円
ご加入は、お１人につきいずれかのプラン１口のみとなります。

○補償期間 令和 2 年 4 月 1 日午前０時～
令和３年３月３１日午後１２時までの１年間
途中加入の場合は、加入手続きの完了した日の翌日午前０時から年度末まで

※保険対象外の活動もあります。詳しくはお問い合わせください。

ふれあい福祉サービスは、住民参加型の有償助け合い活動です。
活動してくださる協力会員を募集しています。

Q：
『ふれあい福祉サービス』の
協力会員になりたいのですが、
あああ
資格は必要ですか？

A：資格は必要ありませんが、毎月 20 日
(土日祝日の場合は翌日)の登録研修会(2 時間
程度)を受講していただきます。
会場は新津地域交流センターです。
できるときに、できることを、できるだけ、
の活動です。

※詳しくは秋葉区社会福祉協議会 TEL0250-24-8376 にお電話ください。
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賛助会員報告
企業・団体・個人の皆さまから、地域福祉の推進という社会福祉協議会の趣旨にご賛同をいただき、
賛助会員としてご加入いただきました。 （令和元年７月～令和２年３月）
（敬称略）
秋葉区老人クラブ連合会

川口老友会

株式会社新津自動車学校

本町 2 丁目松竹会

結福島楽悠会

株式会社天神屋

本町 3 丁目 3 区三寿会

荻島荻友会

株式会社徳永製作所

本町 4 丁目ときわ会

こがね町交友会

株式会社八重電業社

善道福寿会

中野親和会

株式会社桝形屋

日宝町宝寿会

車場寿会

秋葉建設興業株式会社

金沢町 1 丁目つるかめ会

大鹿ときわ会

新潟観光開発株式会社

飯柳長生会

子成場老人クラブ寿会

新潟薬科大学

草水町千歳会

小口和楽会

新津さつき農業協同組合

滝谷町長寿会

下新つくも会

新津商工会議所

山谷町 1 丁目寿会

六郷瓢会

土田石油株式会社

南町鶴寿会

金屋共祉会

樋口鉄工建設株式会社

新栄町緑町鶯鳴会

市新松友会

みらいホームヘルスケア

古田親盛会

阿部自動車興業株式会社

有限会社石澤製作所

下興野町老友会

株式会社一楽

有限会社カーネットワークオート

北上長寿会

株式会社エフエム新津

有限会社玉庭印刷所

吉岡町さわやかクラブ

小出耳鼻咽喉科

有限会社五十嵐工業所

秋葉 3 丁目うらら会

しあわせ交通株式会社

有限会社新津清掃社

田家 1 丁目長栄会

新興タクシー株式会社

株式会社誠晃舎

田家 2 丁目老壮会

大和開発興業株式会社

医療法人社団健進会

田家 3 丁目白寿会

越後天然ガス株式会社

「田家地区健康を守る会」

東金沢老友会

株式会社越配

田中

中新田清老会

株式会社イシカワ

新潟中蒲地区保護司会秋葉支部

満願寺寿会

株式会社新潟エコテック

新潟中蒲地区保護司会秋葉支部保護司

大蔵福寿会

株式会社高塚文具

秋葉区新津地区更生保護女性会

東町東栄会

株式会社坂電工業

寄付金・寄付物品実績報告
善意のご寄付をありがとうございました。
（令和元年１０月～令和２年２月）
【秋葉区社会福祉協議会への寄付金】
○永井 淑雄 様
○やきものサークル炎の会 代表 小松川 一憲 様
○さくらの街信用組合 理事長 長谷川 信一 様
○秋葉区障がい施設連絡協議会 様
○田家 3 丁目婦人会 様
○程島町内会 様
○にいつ 0 番線商店街 様
○新津建築組合 様
○匿名 ５件
【他団体への寄付金・寄付物品】
○寄 付 金 ／ 匿名 1 件
○新米 10 ㎏ ／ 匿名 １件

義夫

【フードバンクへの寄付】（令和元年度）
○米
８８㎏
○野菜
４０㎏
○食品 １６０㎏
※秋葉区社協ではフードバンクへの寄付を常時受け付け
ています。

今年も真新しいランドセルを小さな背中
に背負った新一年生の姿が待ち遠しい季節
となりました。そんな子どもたちを温かく見
守って下さるセーフティスタッフさんには、
心より感謝申し上げます。
新年度も、だれもが安心して暮らせるまち
づくりに努めてまいりますので、これからも
どうぞ宜しくお願い申しあげます。(宮)

さくらの街信用組合様
【お詫び】3 月 3 日に開催を予定しておりました秋葉区
地域福祉実践報告会は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から中止させていただきました。

