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● 地域の居場所活動助成事業

● ふれあい福祉サービス

● 令和３年度ボランティア保険について

● 支え合いのしくみづくり　小合・金津・小須戸圏域の紹介

● 秋葉区社会福祉協議会社会福祉功労者表彰

● 賛助会員報告
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秋葉区社会福祉協議会
（新津地域交流センター2F）

検索秋葉区社会福祉協議会
中も読んでね

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

ホームページ
も見てね

秋葉区社協だよりの郵送申込みを受け付けております。
秋葉区にお住まいの方で新聞未購読等、秋葉区社協だよりが届いていない世帯
で郵送を希望される方は、秋葉区社会福祉協議会までお申込みください。

令和３年３月４日 ( 木 ) に開催した地
域福祉実践報告会で発表のあった３
団体の地域福祉活動をご紹介します。

今 回 の 特 集

善意のご寄付

寄付金額・物品
サージカルマスク

100 枚

10,000 円
5,000 円
8,602 円

15,057 円
2,342 円
603 円

50,000 円

寄付者氏名（敬称略）
秋葉健康
カラオケ友の会
西片 五郎
渋谷 一座
西片 五郎
秋葉区民生委員児童
委員OB有志一同
新津建築組合
匿名
匿名
匿名

大変ありがとう
ございました！

新津中央地区活動紹介
―折り紙のつるし雛―
　今回で２回目となる当コミ協主催の「折り紙による
つるし雛の豪華競演」を開催し、地域の多くの皆さ
まよりご協力をいただきました。
　折り紙で作ったつるし雛がたくさん飾られると心が
休まる空間となり、見に来てくれる人たちをほっこり
笑顔にしてくれました。誰でも気軽に参加できる催し
として定着させていきたいと思っております。

（新津中央コミ協 会長 中村さん）

秋葉区内において民間社会福祉の増進に貢献し、社会福祉事業の進展に寄与された方々を紹介します。 （敬称略）

民生委員児童委員として９年以上勤務し、特に功労のあった方
　上　杉　あさ子

社会福祉協議会の役員として８年以上勤務し、特に功労のあった方
　赤　塚　　　功　　田　村　由美子

地域福祉活動を１０年以上行い優秀な実績を示し、他の模範となる個人、団体または企業
　坂　井　利　明　　篠　田　悦　子　　白　木　康　子　　
　坂　爪　秀　雄　　ささえ愛きたかみ　　民謡 宝紀民会
　森　合　ミツノ　　小野沢　裕　子　　大河原　ミノル

　区内の見守りの必要な７５才以上高
齢者のひとり暮らしの方および障がい者
のひとり暮らしの方へ、あたたかいお正
月を迎えていただけるよう、歳末たすけ
あい募金を財源におせち料理をお届け
しました。

　小須戸中学校のボラ
ンティアの皆さん、新津
高等学校の有志の皆さ
ん、そして地域の方から
もご協力をいただき、受
け取られた方から大変
喜ばれました。

秋葉区内の福祉事業・活動に
活用させていただきます。
（令和２年９月１日～令和３年２月28日）

企業・団体・個人の皆さまから賛助会員にご加入いただきました。  （令和３年３月現在）
（敬称略・順不同）

賛助会員 にご加入いただき ありがとうございました賛助会員 にご加入いただき ありがとうございました

おせち料理配食事業を実施しました

社会福祉事業に２０万円以上の金品を寄付
した団体ほか秋葉区社会福祉協議会会長が
適当と認めた個人または団体
　匿名　（個人）　2名

令和２年１２月３０日（水） 令和３年２月２０日(土 )

小須戸中学校の皆さんも
おせちをお届けしました

新津高等学校の
皆さんからのお手紙

保育園・幼稚園の子どもたちの他、介護施設のお年寄りや小学校・中学校の
クラスも参加して34団体、44個の作品を飾りました。

令和 2年 12月 12日 ( 土 ) に開催しました「地域福祉推進フォーラム」においてその功績をたたえ、
表彰状を贈らせていただきました。

●日宝町宝寿会
●新金沢町新和会
●東町東栄会
●北潟北上新田高砂会
●金沢町１丁目つるかめ会
●本町３丁目３区三寿会
●こがね町交友会
●大鹿ときわ会
●本町２丁目松竹会
●山谷町１丁目寿会
●新町長寿会
●金屋共祉会
●荻島荻友会
●本町４丁目ときわ会
●満願寺寿会
●北上長寿会
●秋葉 3丁目うらら会
●山谷町 2・3丁目長寿会
●吉岡町さわやかクラブ
●下興野町老友会
●出戸春秋クラブ
●飯柳長生会

●川口皆和会
●子成場老人クラブ寿会
●中新田清老会
●田家２丁目老壮会
●大蔵福寿会
●南町鶴寿会
●草水町千歳会
●秋葉２丁目秋葉会
●金沢町 2・3・4丁目
　金寿会
●東金沢老友会
●中野親和会
●田家１丁目長栄会
●秋葉区老人クラブ連合会
●善道福寿会
●古田親盛会
●柄目木長命会
●小口和楽会
●新栄町緑町鶯鳴会
●滝谷町長寿会
●七日町白寿会
●車場寿会

●株式会社プロビデンス
●小出耳鼻咽喉科
●有限会社石澤製作所
●大宗建設工業株式会社
●株式会社高塚文具
●労働金庫新津支店
●株式会社八重電業社
●株式会社小川組
●越後天然ガス株式会社
●株式会社日園
●みらいホームヘルスケア
●新興タクシー株式会社
●大和開発興業株式会社
●株式会社越配
●樋口鉄工建設株式会社
●株式会社桝形屋
●新潟観光開発株式会社
●有限会社新津清掃社
●新津商工会議所
●株式会社坂電工業
●株式会社イシカワ
●有限会社ケアサプライどりーむ

●土田石油株式会社
●日佑電子株式会社
●株式会社エフエム新津
●株式会社徳永製作所
●有限会社玉庭印刷所
●有限会社五十嵐工業所
●新津さつき農業協同組合
●ＢＤコーポレーション
　株式会社
●有限会社
　カーネットワークオート
●新潟中蒲地区保護司会
　秋葉支部
●新潟中蒲地区保護司会
　秋葉支部保護司
●秋葉区新津地区
　更生保護女性会
●医療法人社団健進会
　「田家地区健康を守る会」

●北上　善朗
●田中　義夫

災害支援研修会を実施しました
　新型コロナウイルス感染症拡大の中、昨年７
月に熊本県を中心に九州や中部地方など日本
各地で集中豪雨による自然災害が発生し、被
災地で活動するボランティアも制約された中で
の活動になってしまいました。
　そこで、今回は講師に「にいがた災害ボランティアネットワーク」理事長
李仁鉄様をお迎えし、コロナ禍における災害ボランティアセンターの役割
と地域のつながりの大切さについてお話をしていただきました。
　コロナ禍ではボランティアの募集も近隣に制限されることから参加者

からは、「何らかのお手伝いをしたい」「コロナ
禍での支援の難しさがわかった」などのお声
をいただきました。
　今後も地域の皆さんに、災害ボランティア
センターを知っていただくための研修会を継
続して開催していきます。

令和２年度秋葉区社会福祉協議会 社会福祉功労者表彰



報告者

感染対策

秋葉区社会福祉協議会では、住み慣れた
地域で誰もが安心して暮らせる地域社会
を目指して、地域福祉推進フォーラムと
地域福祉実践報告会を開催しています。
　今年度の地域福祉実践報告会で発表の
あった３団体の活動をご紹介します。

秋葉区の
地域福祉活動

自治会・町内会と共に取り組む見守り活動

「おぎかわあったかネット」
～高齢者を地域で見守り、安心して元気に暮らせるまちに～

　荻川地区では全世帯を対象に、アンケート調査を行ったところ、
高齢者は不安や心配ごとを抱えていることが明らかになりました。
　そこで見守り事業を発足させるため、視察研修や会議を何度も
重ね「おぎかわあったかネット」が誕生しました。
　現在では15自治会 • 町内会が取り組んでおり、見守りを遠慮さ
れる方には、迷惑をかけあえる地域にしていこうと地道に働きか
け、利用者も年々増加しています。
　今後も「あったかネット」の周知 • 拡大と生活支援を大きな目標
として自治会 • 町内会と相談しながら何ができるかを考えていき
たいと思います。

　｢ふわり｣とつつみ、しっかり｢支える｣と
は、地域住民同士でふわりとつつみ、専門職
とともに、しっかり支えること。これが、地
域共生社会の目指すものだと思います。

　当日は、会場入り口のソーシャ
ルディスタンスの確保や検温と
手指消毒のお願い等、感染予防対
策を行い開催いたしました。

荻川地区
社会福祉協議会

『思いついたら（人知）しようかい（笑会）』
～地域の困ってるしょ、相談せいてば!～

　地域の茶の間のなかでの悩みや
困りごとから活動が始まりました。
　困っている人がいればすぐに対
応し、困りごとを解決する。まさに
「考えているより即行動！」を理念
に活動をしています。
　コロナ禍の今だからこそ、お互
いが心を密にしていかないととい
う思いでやっています。

これまでの経緯
H26.4 地域の茶の間
 「いこてば、こいてば、ふれあい会館」
 立ち上げ
H27.12 地域の茶の間での助け合いボランティア
 「やろうてば」立ち上げ
H29.4 シニア男性の活躍の場
 「やろうてば・男の仕事場」発足
H30.4 コミュニティビジネス
 「人知笑会（ふれあいしょうかい）」発足
R2年度 上記名称を
 「思いついたら（人知）
 しょうかい（笑会）」に改称

山の手地区社会福祉協議会

ＮＰＯ法人たか坪の会

新潟青陵大学
平川先生

　子どもの居場所は、子どもたちにとって、自分を待っていてくれる人がいて、そこに
行けば安心して過ごせる場所です。
　地域の中では、「地域の子どもたちをもっと支援したい」という思いが広がって
います。秋葉区社会福祉協議会では、子どもの居場所づくり活動の支援・助成を
行っていますので、子どもの居場所づくり活動をやってみたい方、応援したい
方、お気軽にご相談ください。 　子どもから高齢者、障がい者等だれもが気軽

に集まり、交流することができる場である地域の
茶の間の立ち上げ支援や助成を行っています。
　立ち上げや助成について、お気軽ににご相談
ください。

令和３年度ボランティア登録とボランティア活動保険を受付中です。
  ボランティア登録
　・ご希望の活動依頼があったときに活動をご紹介します
　・「ボラフル」等のボランティア情報をお届けします
　・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、秋葉区社協のホームページからダウンロードできます。
　　秋葉区社協ホームページ⇒各種様式ダウンロード⇒ボランティア登録

  ボランティア活動保険
　日本国内でのボランティア活動
中の事故によるケガや損害賠償を
補償する保険です。
　ボランティア活動をされる際
に、ボランティア活動保険の加
入を勧めています。

詳しくは、秋葉区ボランティア・市民活動センターまでお問い合わせください。
秋葉区ボランティア・市民活動センター TEL：0250-24-8345

　その人その人の気持ちと暮らしに
寄り添った、きめ細かい対応をする
ことを常に考えています。それには
常日頃からのつながり、信頼関係づ
くりが大事ですね。

　この活動を始めて９年目。２台のトラックがあ
らゆる地域へ出向いています。
　商品を届けるだけではなく、訪問したついで
にちょっとした困りごとにも対応したり、詐欺の
情報があれば注意喚起をしています。家で倒れ
ている方を発見し地域の方と連携して救急車
を要請したこともありました。

「地域の用心棒的な
ことができれば」と
おっしゃっていたの
が印象的でした。

　コロナ禍ではありますが、予防と
工夫をしながら支え合う地域づくりを
一緒に考えていきましょう!

　支え合いの活動を広
めるきっかけづくりとす
るため、地域の中で支
え合いの活動をしている
方たちを取材し、その取
材内容をまとめたもの
を、日めくりカレンダー
にしました。カレンダー
は、各地区コミュニティ
センターなどに設置して
おります。ぜひご覧くだ
さい。

～小合・金津・小須戸圏域～
（※中学校圏域）

支え合いのしくみづくり
リレートーク

子どもの居場所づくり活動の支援を行っています子どもの居場所づくり活動の支援を行っています

地域の茶の間・いきいきサロンの助成を
行っています

地域の茶の間・いきいきサロンの助成を
行っています

ふれあい福祉サービス ボランティア・市民活動センターからのお知らせ
　ふれあい福祉サービスは、住民
の方同士の生活支援の活動です。
　「困っているときはお互いさま」
そんな気持ちからつくられました。

  利用できる方 秋葉区にお住まいで、
 おおむね６５歳以上の方など

  活 動 内 容 調理及び食事の準備、買い物、掃除、洗濯　他

  利 用 日 時  平日の午前９時～午後５時
 （ゴミ出しは、８時半までに行う）
 休み：土日祝日および１２月２９日～１月３日

  利　用　料  １時間につき５００円
 （ゴミ出しは３０分２５０円）

　住み慣れた地域やご自宅で自分らしく
過ごすお手伝いができればと思っています。
お気軽にお問い合せください。
秋葉区社会福祉協議会　TEL：０２５０-２４-８３７６

令和３年度ボランティア活動保険 〈保険料〉

  基本プラン 天災･地震補償
  　 　プラン

 保険料 350 円 500 円

今回は、『支え合いの心』で日々圏域内外をまわっておられる商店さんをご紹介します！！

（金津地区朝日）酒井商店 

お助けとらちゃんの
移動スーパー安心サービス 小合・金津・小須戸圏域担当

支え合いのしくみづくり推進員　加藤

酒井商店
９代目社長
酒井隆行さん

　今年度は、全３回の
子どもの居場所立ち上
げ講座を開催し、多くの
方からご参加いただき
ました。

支え合いのしくみづくりとは… 支え合いのしくみづくり推進員
秋葉区域　　　　　　：白井
新津第一・第二圏域　：宮腰
新津第五圏域　　　　：曽我
小合・金津・小須戸圏域：加藤

　新潟市では、住民主体による生活支援・介護予防
サービスの充実を図るため身近な地域での支え合
いを推進し、支え上手・支えられ上手の地域づくり
をすすめています。

地域福祉推進
フォーラム
令和２年
12月12日 (土 )

開催
基調講演
「コロナ禍における

地域共生社会」

地域福祉
実践報告会
令和３年
３月４日(木 )

開催
基調講演
「ふわり｣とつつみ、しっかり
「支える｣地域共生社会

実践報告　３団体

お茶の間から生活支援へ
　たか坪の会は、平成23年7月に任意団体として出発、同年
12月からお茶の間を開設しました。
　お茶の間を運営していく中、参加者から「冬場のゴミ出し
が大変」「側溝の落ち葉上げができない」などの、ちょっとした
困りごとの話が出てくるようになり、今では『ゴミ出し、薬と
り、買い物代行、草取り』などの生活支援を行っています。
　誰もがどのような状況になっても住み続けられる地域づ
くりを目指し、地域のボランティアさんとともに、支え合い活
動を続けています。

コロナ禍で、
工夫しながらの百人一首

町内説明会の様子

男の力は頼りになるでね～ !
女性も大募集 ! 一緒に仕事しましょて !

ボランティアさんは、
昼食作りにも大活躍

受付前に検温と消毒 ソーシャルディスタンスを
保って入場

会場内は一方通行 ステージ上にも
飛沫感染防止対策

応援します !“地域の居場所”

荻川地区社会福祉協議会
代　表　 関　洋一 様
副代表　 星　吉枝 様

NPO法人たか坪の会
理事長　上杉 國武 様
副理事長　上杉 あさ子 様

山の手地区社会福祉協議会
会　長　城丸 權一 様
副会長　桒山 修一 様

手の代わりに
赤べこの付いた
指し棒を
使ってます

ボランティアは
対価に代えらんね
喜びがあるんさね。

だーすけやめらんねんさ!

「あり～がとね｣って
いわれるとさ、

こっちも気持ちがほっこりして
嬉しいて !



報告者

感染対策

秋葉区社会福祉協議会では、住み慣れた
地域で誰もが安心して暮らせる地域社会
を目指して、地域福祉推進フォーラムと
地域福祉実践報告会を開催しています。
　今年度の地域福祉実践報告会で発表の
あった３団体の活動をご紹介します。

秋葉区の
地域福祉活動

自治会・町内会と共に取り組む見守り活動

「おぎかわあったかネット」
～高齢者を地域で見守り、安心して元気に暮らせるまちに～

　荻川地区では全世帯を対象に、アンケート調査を行ったところ、
高齢者は不安や心配ごとを抱えていることが明らかになりました。
　そこで見守り事業を発足させるため、視察研修や会議を何度も
重ね「おぎかわあったかネット」が誕生しました。
　現在では15自治会 • 町内会が取り組んでおり、見守りを遠慮さ
れる方には、迷惑をかけあえる地域にしていこうと地道に働きか
け、利用者も年々増加しています。
　今後も「あったかネット」の周知 • 拡大と生活支援を大きな目標
として自治会 • 町内会と相談しながら何ができるかを考えていき
たいと思います。

　｢ふわり｣とつつみ、しっかり｢支える｣と
は、地域住民同士でふわりとつつみ、専門職
とともに、しっかり支えること。これが、地
域共生社会の目指すものだと思います。

　当日は、会場入り口のソーシャ
ルディスタンスの確保や検温と
手指消毒のお願い等、感染予防対
策を行い開催いたしました。

荻川地区
社会福祉協議会

『思いついたら（人知）しようかい（笑会）』
～地域の困ってるしょ、相談せいてば!～

　地域の茶の間のなかでの悩みや
困りごとから活動が始まりました。
　困っている人がいればすぐに対
応し、困りごとを解決する。まさに
「考えているより即行動！」を理念
に活動をしています。
　コロナ禍の今だからこそ、お互
いが心を密にしていかないととい
う思いでやっています。

これまでの経緯
H26.4 地域の茶の間
 「いこてば、こいてば、ふれあい会館」
 立ち上げ
H27.12 地域の茶の間での助け合いボランティア
 「やろうてば」立ち上げ
H29.4 シニア男性の活躍の場
 「やろうてば・男の仕事場」発足
H30.4 コミュニティビジネス
 「人知笑会（ふれあいしょうかい）」発足
R2年度 上記名称を
 「思いついたら（人知）
 しょうかい（笑会）」に改称

山の手地区社会福祉協議会

ＮＰＯ法人たか坪の会

新潟青陵大学
平川先生

　子どもの居場所は、子どもたちにとって、自分を待っていてくれる人がいて、そこに
行けば安心して過ごせる場所です。
　地域の中では、「地域の子どもたちをもっと支援したい」という思いが広がって
います。秋葉区社会福祉協議会では、子どもの居場所づくり活動の支援・助成を
行っていますので、子どもの居場所づくり活動をやってみたい方、応援したい
方、お気軽にご相談ください。 　子どもから高齢者、障がい者等だれもが気軽

に集まり、交流することができる場である地域の
茶の間の立ち上げ支援や助成を行っています。
　立ち上げや助成について、お気軽ににご相談
ください。

令和３年度ボランティア登録とボランティア活動保険を受付中です。
  ボランティア登録
　・ご希望の活動依頼があったときに活動をご紹介します
　・「ボラフル」等のボランティア情報をお届けします
　・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、秋葉区社協のホームページからダウンロードできます。
　　秋葉区社協ホームページ⇒各種様式ダウンロード⇒ボランティア登録

  ボランティア活動保険
　日本国内でのボランティア活動
中の事故によるケガや損害賠償を
補償する保険です。
　ボランティア活動をされる際
に、ボランティア活動保険の加
入を勧めています。

詳しくは、秋葉区ボランティア・市民活動センターまでお問い合わせください。
秋葉区ボランティア・市民活動センター TEL：0250-24-8345

　その人その人の気持ちと暮らしに
寄り添った、きめ細かい対応をする
ことを常に考えています。それには
常日頃からのつながり、信頼関係づ
くりが大事ですね。

　この活動を始めて９年目。２台のトラックがあ
らゆる地域へ出向いています。
　商品を届けるだけではなく、訪問したついで
にちょっとした困りごとにも対応したり、詐欺の
情報があれば注意喚起をしています。家で倒れ
ている方を発見し地域の方と連携して救急車
を要請したこともありました。

「地域の用心棒的な
ことができれば」と
おっしゃっていたの
が印象的でした。

　コロナ禍ではありますが、予防と
工夫をしながら支え合う地域づくりを
一緒に考えていきましょう!

　支え合いの活動を広
めるきっかけづくりとす
るため、地域の中で支
え合いの活動をしている
方たちを取材し、その取
材内容をまとめたもの
を、日めくりカレンダー
にしました。カレンダー
は、各地区コミュニティ
センターなどに設置して
おります。ぜひご覧くだ
さい。

～小合・金津・小須戸圏域～
（※中学校圏域）

支え合いのしくみづくり
リレートーク

子どもの居場所づくり活動の支援を行っています子どもの居場所づくり活動の支援を行っています

地域の茶の間・いきいきサロンの助成を
行っています

地域の茶の間・いきいきサロンの助成を
行っています

ふれあい福祉サービス ボランティア・市民活動センターからのお知らせ
　ふれあい福祉サービスは、住民
の方同士の生活支援の活動です。
　「困っているときはお互いさま」
そんな気持ちからつくられました。

  利用できる方 秋葉区にお住まいで、
 おおむね６５歳以上の方など

  活 動 内 容 調理及び食事の準備、買い物、掃除、洗濯　他

  利 用 日 時  平日の午前９時～午後５時
 （ゴミ出しは、８時半までに行う）
 休み：土日祝日および１２月２９日～１月３日

  利　用　料  １時間につき５００円
 （ゴミ出しは３０分２５０円）

　住み慣れた地域やご自宅で自分らしく
過ごすお手伝いができればと思っています。
お気軽にお問い合せください。
秋葉区社会福祉協議会　TEL：０２５０-２４-８３７６

令和３年度ボランティア活動保険 〈保険料〉

  基本プラン 天災･地震補償
  　 　プラン

 保険料 350 円 500 円

今回は、『支え合いの心』で日々圏域内外をまわっておられる商店さんをご紹介します！！

（金津地区朝日）酒井商店 

お助けとらちゃんの
移動スーパー安心サービス 小合・金津・小須戸圏域担当

支え合いのしくみづくり推進員　加藤

酒井商店
９代目社長
酒井隆行さん

　今年度は、全３回の
子どもの居場所立ち上
げ講座を開催し、多くの
方からご参加いただき
ました。

支え合いのしくみづくりとは… 支え合いのしくみづくり推進員
秋葉区域　　　　　　：白井
新津第一・第二圏域　：宮腰
新津第五圏域　　　　：曽我
小合・金津・小須戸圏域：加藤

　新潟市では、住民主体による生活支援・介護予防
サービスの充実を図るため身近な地域での支え合
いを推進し、支え上手・支えられ上手の地域づくり
をすすめています。

地域福祉推進
フォーラム
令和２年
12月12日 (土 )

開催
基調講演
「コロナ禍における

地域共生社会」

地域福祉
実践報告会
令和３年
３月４日(木 )

開催
基調講演
「ふわり｣とつつみ、しっかり
「支える｣地域共生社会

実践報告　３団体

お茶の間から生活支援へ
　たか坪の会は、平成23年7月に任意団体として出発、同年
12月からお茶の間を開設しました。
　お茶の間を運営していく中、参加者から「冬場のゴミ出し
が大変」「側溝の落ち葉上げができない」などの、ちょっとした
困りごとの話が出てくるようになり、今では『ゴミ出し、薬と
り、買い物代行、草取り』などの生活支援を行っています。
　誰もがどのような状況になっても住み続けられる地域づ
くりを目指し、地域のボランティアさんとともに、支え合い活
動を続けています。

コロナ禍で、
工夫しながらの百人一首

町内説明会の様子

男の力は頼りになるでね～ !
女性も大募集 ! 一緒に仕事しましょて !

ボランティアさんは、
昼食作りにも大活躍

受付前に検温と消毒 ソーシャルディスタンスを
保って入場

会場内は一方通行 ステージ上にも
飛沫感染防止対策

応援します !“地域の居場所”

荻川地区社会福祉協議会
代　表　 関　洋一 様
副代表　 星　吉枝 様

NPO法人たか坪の会
理事長　上杉 國武 様
副理事長　上杉 あさ子 様

山の手地区社会福祉協議会
会　長　城丸 權一 様
副会長　桒山 修一 様

手の代わりに
赤べこの付いた
指し棒を
使ってます

ボランティアは
対価に代えらんね
喜びがあるんさね。

だーすけやめらんねんさ!

「あり～がとね｣って
いわれるとさ、

こっちも気持ちがほっこりして
嬉しいて !



秋葉区社協だより
新潟市秋葉区社会福祉協議会

あ
き
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ささえあう福祉

のまち
「あきは 」

● 秋葉区の地域福祉活動

● 地域の居場所活動助成事業

● ふれあい福祉サービス

● 令和３年度ボランティア保険について

● 支え合いのしくみづくり　小合・金津・小須戸圏域の紹介

● 秋葉区社会福祉協議会社会福祉功労者表彰

● 賛助会員報告

主な内容

新潟市秋葉区新津本町1-2-39
TEL：0250-24-8376（代表）FAX：0250-23-3322
TEL：0250-24-8345（秋葉区ボランティア・市民活動センター）
ＵＲＬ：http://niigataakihaku-syakyo.jp/
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●JA新津
さつき

⬅
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白
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⬅

秋葉区社会福祉協議会
（新津地域交流センター2F）

検索秋葉区社会福祉協議会
中も読んでね

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

ホームページ
も見てね

秋葉区社協だよりの郵送申込みを受け付けております。
秋葉区にお住まいの方で新聞未購読等、秋葉区社協だよりが届いていない世帯
で郵送を希望される方は、秋葉区社会福祉協議会までお申込みください。

令和３年３月４日 ( 木 ) に開催した地
域福祉実践報告会で発表のあった３
団体の地域福祉活動をご紹介します。

今 回 の 特 集

善意のご寄付

寄付金額・物品
サージカルマスク

100 枚

10,000 円
5,000 円
8,602 円

15,057 円
2,342 円
603 円

50,000 円

寄付者氏名（敬称略）
秋葉健康
カラオケ友の会
西片 五郎
渋谷 一座
西片 五郎
秋葉区民生委員児童
委員OB有志一同
新津建築組合
匿名
匿名
匿名

大変ありがとう
ございました！

新津中央地区活動紹介
―折り紙のつるし雛―
　今回で２回目となる当コミ協主催の「折り紙による
つるし雛の豪華競演」を開催し、地域の多くの皆さ
まよりご協力をいただきました。
　折り紙で作ったつるし雛がたくさん飾られると心が
休まる空間となり、見に来てくれる人たちをほっこり
笑顔にしてくれました。誰でも気軽に参加できる催し
として定着させていきたいと思っております。

（新津中央コミ協 会長 中村さん）

秋葉区内において民間社会福祉の増進に貢献し、社会福祉事業の進展に寄与された方々を紹介します。 （敬称略）

民生委員児童委員として９年以上勤務し、特に功労のあった方
　上　杉　あさ子

社会福祉協議会の役員として８年以上勤務し、特に功労のあった方
　赤　塚　　　功　　田　村　由美子

地域福祉活動を１０年以上行い優秀な実績を示し、他の模範となる個人、団体または企業
　坂　井　利　明　　篠　田　悦　子　　白　木　康　子　　
　坂　爪　秀　雄　　ささえ愛きたかみ　　民謡 宝紀民会
　森　合　ミツノ　　小野沢　裕　子　　大河原　ミノル

　区内の見守りの必要な７５才以上高
齢者のひとり暮らしの方および障がい者
のひとり暮らしの方へ、あたたかいお正
月を迎えていただけるよう、歳末たすけ
あい募金を財源におせち料理をお届け
しました。

　小須戸中学校のボラ
ンティアの皆さん、新津
高等学校の有志の皆さ
ん、そして地域の方から
もご協力をいただき、受
け取られた方から大変
喜ばれました。

秋葉区内の福祉事業・活動に
活用させていただきます。
（令和２年９月１日～令和３年２月28日）

企業・団体・個人の皆さまから賛助会員にご加入いただきました。  （令和３年３月現在）
（敬称略・順不同）

賛助会員 にご加入いただき ありがとうございました賛助会員 にご加入いただき ありがとうございました

おせち料理配食事業を実施しました

社会福祉事業に２０万円以上の金品を寄付
した団体ほか秋葉区社会福祉協議会会長が
適当と認めた個人または団体
　匿名　（個人）　2名

令和２年１２月３０日（水） 令和３年２月２０日(土 )

小須戸中学校の皆さんも
おせちをお届けしました

新津高等学校の
皆さんからのお手紙

保育園・幼稚園の子どもたちの他、介護施設のお年寄りや小学校・中学校の
クラスも参加して34団体、44個の作品を飾りました。

令和 2年 12月 12日 ( 土 ) に開催しました「地域福祉推進フォーラム」においてその功績をたたえ、
表彰状を贈らせていただきました。

●日宝町宝寿会
●新金沢町新和会
●東町東栄会
●北潟北上新田高砂会
●金沢町１丁目つるかめ会
●本町３丁目３区三寿会
●こがね町交友会
●大鹿ときわ会
●本町２丁目松竹会
●山谷町１丁目寿会
●新町長寿会
●金屋共祉会
●荻島荻友会
●本町４丁目ときわ会
●満願寺寿会
●北上長寿会
●秋葉 3丁目うらら会
●山谷町 2・3丁目長寿会
●吉岡町さわやかクラブ
●下興野町老友会
●出戸春秋クラブ
●飯柳長生会

●川口皆和会
●子成場老人クラブ寿会
●中新田清老会
●田家２丁目老壮会
●大蔵福寿会
●南町鶴寿会
●草水町千歳会
●秋葉２丁目秋葉会
●金沢町 2・3・4丁目
　金寿会
●東金沢老友会
●中野親和会
●田家１丁目長栄会
●秋葉区老人クラブ連合会
●善道福寿会
●古田親盛会
●柄目木長命会
●小口和楽会
●新栄町緑町鶯鳴会
●滝谷町長寿会
●七日町白寿会
●車場寿会

●株式会社プロビデンス
●小出耳鼻咽喉科
●有限会社石澤製作所
●大宗建設工業株式会社
●株式会社高塚文具
●労働金庫新津支店
●株式会社八重電業社
●株式会社小川組
●越後天然ガス株式会社
●株式会社日園
●みらいホームヘルスケア
●新興タクシー株式会社
●大和開発興業株式会社
●株式会社越配
●樋口鉄工建設株式会社
●株式会社桝形屋
●新潟観光開発株式会社
●有限会社新津清掃社
●新津商工会議所
●株式会社坂電工業
●株式会社イシカワ
●有限会社ケアサプライどりーむ

●土田石油株式会社
●日佑電子株式会社
●株式会社エフエム新津
●株式会社徳永製作所
●有限会社玉庭印刷所
●有限会社五十嵐工業所
●新津さつき農業協同組合
●ＢＤコーポレーション
　株式会社
●有限会社
　カーネットワークオート
●新潟中蒲地区保護司会
　秋葉支部
●新潟中蒲地区保護司会
　秋葉支部保護司
●秋葉区新津地区
　更生保護女性会
●医療法人社団健進会
　「田家地区健康を守る会」

●北上　善朗
●田中　義夫

災害支援研修会を実施しました
　新型コロナウイルス感染症拡大の中、昨年７
月に熊本県を中心に九州や中部地方など日本
各地で集中豪雨による自然災害が発生し、被
災地で活動するボランティアも制約された中で
の活動になってしまいました。
　そこで、今回は講師に「にいがた災害ボランティアネットワーク」理事長
李仁鉄様をお迎えし、コロナ禍における災害ボランティアセンターの役割
と地域のつながりの大切さについてお話をしていただきました。
　コロナ禍ではボランティアの募集も近隣に制限されることから参加者

からは、「何らかのお手伝いをしたい」「コロナ
禍での支援の難しさがわかった」などのお声
をいただきました。
　今後も地域の皆さんに、災害ボランティア
センターを知っていただくための研修会を継
続して開催していきます。
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