
お気に入りの
ベストショットを
表紙に!!

各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、
さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。

にしかんく社協だより

西蒲区社会福祉協議会

きらりん

人とまち、
　交流とふれあいでまちづくりを！

第30号 平成28年8月発行

平成28年度

事業計画
平成27年度

事業決算報告

※本紙は西蒲区社会福祉協議会の活動内容や地域の情報を伝え、提供する福祉サービスの利用を促進するため、
　新潟市西蒲区の各自治会を通じて配布されています。
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善意のご寄付
ありがとうございます!
西蒲区内の福祉事業や
福祉活動に活用させて
いただきます。

　西蒲区社会福祉協議会では、地域福祉
を推進するため、毎年8月から9月にかけ
て会費の募集を行っております。
　皆様からいただいた会費は、西蒲区内
の小さなお子さまからお年寄りの方々ま
でが、住み慣れた地域で安心して笑顔で
暮らせるまちづくりと地域の福祉の充実の
ために活用させていただきます。
　活動の趣旨をご理解いただき、本年度
もご協力をお願いいたします。

（平成28年2月4日～6月24日）
寄付者氏名 寄付金額

敬称略・順不同

鷲津　幸男 500円

匿　名 50,000円

匿　名 100,000円

児玉　周一郎 50,000円
家族とふれあいの集い
　会長　斎藤　　豊 69,813円
西川文化協会
　森山　邦衛 48,770円
故　森田　高夫 油　絵

１．一般会費

　一世帯 500円

２．賛助会費

　企業等 5,000円（年会費／１口分）

　団体等 2,000円　　　〃

　個人等 500円　　　　〃

西蒲区　社協 検 索検 索地域の情報盛りだくさん！ 是非、ご覧ください☆★ ※新潟市社協の運営費の一部は、新潟市
　からの補助金交付を受けています。ホームページホームページホームページホームページ

会費納入のお願い

職
員
通
信

　この度、西蒲区社会福祉協議会事務局長に就任い

たしました。五十嵐と申します。

　これまで、本部社協に９年間、区社協支援や民生委員協議会事務

局等を主に担当し、ようやく地元である西蒲区に戻ってまいりました。

西蒲区社協では、現在、地域包括システムの構築に向け取り組んで

おります。我々の目指す「地域包括ケアシステム」は、あらゆる人が

住み慣れた地域で暮らし続けることが出来る地域づくりです。西蒲区

は、地域のつながりがしっかりしておりますが、今後、人口減少・生涯

未婚率の上昇等様々な問題を抱えております。いまは良くても将来は

……地域のつながりの構築だけではなく、今のつながりの強い地域

を継続させられるよう皆様と共に進めてまいりたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いします。

ココロの一言
西蒲区社会福祉協議会　

事務局長　五十嵐　杉之

区内に住所を有する満３歳までのお子さま
西蒲区社会福祉協議会（巻ふれあい福祉
センター１階）窓口に、使用するデジタル画
像をUSB等で直接お持ちください。

《注意》●掲載写真の選考は当会で行い、全ての権利は当会に属します。●掲載されない場合
もございますので予めご了承ください。●応募写真は返却いたしません。●撮影した人物に関
する責任はすべて応募者に属するものとします。●本誌は当会HPでも公開いたします。●お子
さまのお名前を掲載いたしますのであらかじめご了承ください。

にしかんく社協だより
表紙写真大募集

※写真は1,200万
画素以上のデジ
タル画像のみ。
※データサイズ約
4MB（データ形
式によって異な
ります）。

【 対　 象 】
【申込方法】

「にしかんく社協だより」ではより親しみやす
い広報紙を目指しています。本誌で満３歳までの
お子さまの表紙写真を募集します。

材料
作り方

簡単
美味しぃ～！

健康応援
レシピ
健康応援
レシピ

老人デイサービスセンター巻　調理担当：赤塚

本年度もご協力を
お願いいたします。

表紙は巻地区に
　　　お住まいの
くう　と
空 秀くん （2） 左
らい　と
蕾 叶くん （1） 右

ゴーヤー・・・・・・・・・・1/2本
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・４ｇ
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ｇ
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ｇ
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・６ｇ
鰹節・・・・・・・・・・・・・・・1/2袋
すり胡麻・・・・・・・・・・・・・・１ｇ

①ゴーヤーは縦半分に切り種とワタを取り２ミリ
幅に切ります。塩を振って5分くらい置いてか
ら洗って水けをふきます。

②フライパンに油を熱しゴーヤーを加えて火を通
すようにしっかり炒めます。

③砂糖、酢、しょうゆを加えて弱めの中火で汁気
がなくなるまで煮詰めます。

④火を止めて、鰹節とすり胡麻を加えて混ぜます。

ゴーヤー
の佃煮
（1人分）

ゴーヤー
の佃煮
（1人分）



新人職員紹介!

地域の活動を応援します!

・ボランティアと求める側との関係を調整します
・ボランティア活動希望者の相談にのり、活動が可能になるよ
うに支援します
・ボランティアと求める側それぞれの目的が合うように調整し
ます

　　またより多くの皆さんが地域でボランティア活動出来るた
めの環境づくりを進め、地域をコーディネートすることもボ
ランティアコーディネーターの重要な役割です。ボランティア
関係のことでしたら、お気軽にご相談ください！

　3月に大学を卒業し、4月から西蒲区社会福祉協議会でボ
ランティアコーディネーターとしてお世話になっています。

　西区から通勤していますが、毎日慣れない道に冷や冷やしながらも、西
蒲区の自然を感じながら好きなアイドルのCDを聴いて巻ふれあいセン
ターへ向かっています。
　大学卒業後、初の職場ですのでまだまだ勉強の毎日です。日々ボラン
ティアの方や職場の先輩から多くの事を学び、覚える事が沢山あります。
　皆さんがボランティアを通して、日々のちょっとした生きがいや自分の
居場所を見つけることができるようなそんなお手伝いをすることができた
らなと思います。よろしくお願いします。巻ふれあいセンターでお待ちして
います！

西蒲区社会福祉協議会
ボランティアコーディネーター
せき  ね  さく  や 

関根咲耶

2 にしかんく社協だより

～ ささえあい、たすけあう、みんなで～ ささえあい、たすけあう、みんなで

事業実施概要
　着実に進む少子・高齢化や一人暮らし高齢者や高齢者のみ世
帯の増加、また、社会情勢の変化を起因とする価値観や生活様
式が多様化・複雑化し、社会的孤立や虐待、引きこもり、貧困の
連鎖、孤独死や自殺など全国的に問題となっています。
　このような状況の中、新潟市で最も高齢化率の高い西蒲区で
は、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯も増加傾向はあるもの
の、多世代が同居している世帯も多く、昔ながらの隣近所付き合

いが色濃く残っています。しかし、既存の制度では対応できない
福祉課題や、生活課題も多く、その課題を解決するために、地域
ごとに活動目標を掲げた「地域福祉活動計画」の実現に向け、西
蒲区社会福祉協議会では、「地域包括ケアシステム」の構築を進
めるため、地域で「地域福祉活動計画」が実行できるようアウト
リーチを一層徹底し、小地域福祉活動を支援するとともに、地域
人材の発掘や育成に努めます。

　赤い羽根共同募金　
　平成28年度公募型助成事業のお知らせ
　新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会では、各種公募
型助成事業を募集します。

☆助成事業名　
「見守り事業」「生活支援に関する事業」「地域活動支援事
業」「安心・安全なまちづくり支援事業」
☆助成対象事業実施年度
　平成29年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで
に実施する事業）
☆対象団体
　地域住民を対象として自主的・自発的に地域福祉活動を
行う組織等で、共同募金運動に積極的に参画、推進する

団体とする。
　①社会福祉活動を行う民間の非営利団体（ボランティアグ
ループ含む）

　②地域コミュニティ協議会
　③自治会・町内会
☆助成基準
　①助成額は1事業15万円以内（千円未満切捨）
　②助成率は、総事業費の9割以内とする。
　③総事業費の1割の自己資金を必要とする。
　④応募は1団体1事業とする。
☆応募方法
　助成申請書に所定の必要書類を添付し、平成28年11月
30日㈬までに西蒲区社会福祉協議会に提出。

※詳しくは、西蒲区社会福祉協議会へお問い合わせください。

重点目標
１．地域のつながり、地域力を高める活動の推進・支援
　　　地域プロデュース事業取り組みを積極的に地域に働きかけ、地域で
の支え合いや助けあいの仕組みづくりを進めます。

２．福祉教育の推進
　　　地区社会福祉協議会やコミュニティ協議会、自治会町内会等に対す
る出前講座を積極的にＰＲし、福祉意識の啓発と地域人材の発掘に努
めるとともに、誰をも排除しない地域づくりの理解促進に努めます。

３．多様な生活課題に対する相談支援の強化
　　　生活福祉資金貸付事業や日常生活自立支援事業、ボランティア・市
民活動、心配ごと相談事業などを通し、個別に抱える問題や課題にＣＳ
Ｗが中心となって関係機関と連携・協力し、相談機能の強化を目指し
ます。

４．組織運営の充実
　　　各種研修会や会議に参加し、持続可能な区及び地区社会福祉協議
会の体制や活動などを学びます。

新潟市社会福祉協議会 平成28年度事業計画・予算 平成27年度事業報告・決算報告平成２８年度　西蒲区社会福祉協議会事業基本方針

平成28年度予算

平成28年度予算重点目標
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

社会福祉事業
25,626,000

公益事業
32,241,000

繰越金
2,708,000

支出合計
60,575,000
（単位：円）

ところで、ボランティア
コーディネーターって？

市区町村受託金
38,166,000

補助金
2,265,000

事業収入
1,403,000

会費収入等
18,741,000

収入合計
60,575,000
（単位：円）

障がい福祉
サービス等事業収入

11.0％

新潟市等からの
補助金収入
11.8％

会費収入 1.6％
共同募金
配分金収入1.2％

事業収入 4.1％ その他収入
2.5％

受託金収入
32.5％

介護保険
事業収入
35.3％収入合計

5,133,897
（単位：円）

受託事業等
人件費支出
26.8％

介護事業
人件費支出
37.7％

その他支出
1.2％

事業費支出
21.7％

法人運営
人件費支出

8.9％

事務費支出 1.9％
助成金支出 1.8％

支出合計
5,133,897
（単位：円）

西蒲区社会福祉協議会
コミュニティソーシャルワーカー
わたなべ たく  や  

渡辺卓也

3にしかんく社協だより

つくろう明るく豊かなまちを！～つくろう明るく豊かなまちを！～

平成27年度 西蒲区社会福祉協議会 事業報告
平成27年度決算

平成27年度事業報告
○全区社協において新潟市の地域包括ケアシステムにおける第１
層圏域の協議体の事務局及び生活支援コーディネーターを受託
し、協議体や勉強会の企画、運営を行いました。

○だれをも包み込む社会的包摂の考え方の理解促進のために、セ
ミナー開催や福祉教育プログラム集の作成など市社協全体で福
祉教育に取り組みました。

○複雑な事情をもつ世帯の増加に伴い相談件数や利用者数の増加
傾向にある日常生活自立支援事業や成年後見支援事業等の権
利擁護の取り組みを着実に実施しました。

平成27年度決算
資産の部 金　　額

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

負債の部

純資産の部

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

797,216,947

501,758,127
1,616,809,738

3,311,938,636

金　　額

金　　額

446,770,206
542,419,936
989,190,142

464,777,000
1,377,692,122
49,035,609
35,089,939

1,926,594,670
2,915,784,812

賃
借
対
照
表

事業区分 収　　入
社会福祉事業
公益事業
内部取引消去
法人合計

4,262,533,190
755,307,468
△54,090,216
4,963,750,442

支　　出
4,259,811,190
755,307,468
△54,090,216
4,961,028,442

差　　異
2,722,000

0
－

2,722,000

資
金
収
支
報
告

（単位：円）

公益事業
32,215,200

繰越金
3,530,524

社会福祉事業
18,726,101

支出合計
54,471,825
（単位：円）

市区町村受託金
33,416,770会費収入等

16,182,500

補助金
3,929,755

事業収入
942,800

収入合計
54,471,825
（単位：円）

ところでCSWって何?
　CSWは「コミュニティソーシャルワーカー」の略称で
「地域福祉総合相談員」と訳されます。
　住民の皆様から相談を受け、地域の中へ入り、地域

の人々や関係機関と協力して課題を明
らかにし、解決の方向に向けた支援を
行います。
ＣＳＷは・・・
・日常生活の問題や福祉の相談に応
じます

・福祉のネットワークづくりを進めま
す

・福祉のまちづくりを推進します
お気軽にご相談ください！

　6月からCSW（コミュニティソーシャルワー
カー）として西蒲区社会福祉協議会でお世話に

なっております。
　今まではリハビリ職として病院や介護施設などを中心に勤めて
きました。西蒲区のこと・社協のこと、右も左も分からない私です
が、ベテランの優しい先輩方の指導のもと日々勉強させていただい
ております。
　少しでも早く地域の皆様に顔と名前を覚えていただき、困りごと
を相談できる身近な存在となれるよう努力してまいります。よろし
くお願いいたします。

事業実施概要
　平成27年度は、昨年度策定された「地域福祉計画・地域福祉活
動計画」に掲げた各地区・地域の目標を具現化するために、懇談会
を開催しました。
　また、地域包括ケアシステムの構築に向けて役員研修会の開催、
全国校区・小地域福祉サミットへの参加や全国ボランティアフェス
ティバルへの参加など、積極的に研修に取組みました。
　さらに、CSWの活動では、関係機関と連携し地域力の活性化に
努めたとともに、生活困窮者支援や、安心袋・緊急情報キットの配
布などにも取り組みました。



新人職員紹介!

地域の活動を応援します!

・ボランティアと求める側との関係を調整します
・ボランティア活動希望者の相談にのり、活動が可能になるよ
うに支援します
・ボランティアと求める側それぞれの目的が合うように調整し
ます

　　またより多くの皆さんが地域でボランティア活動出来るた
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関係のことでしたら、お気軽にご相談ください！
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蒲区の自然を感じながら好きなアイドルのCDを聴いて巻ふれあいセン
ターへ向かっています。
　大学卒業後、初の職場ですのでまだまだ勉強の毎日です。日々ボラン
ティアの方や職場の先輩から多くの事を学び、覚える事が沢山あります。
　皆さんがボランティアを通して、日々のちょっとした生きがいや自分の
居場所を見つけることができるようなそんなお手伝いをすることができた
らなと思います。よろしくお願いします。巻ふれあいセンターでお待ちして
います！

西蒲区社会福祉協議会
ボランティアコーディネーター
せき  ね  さく  や 

関根咲耶

2 にしかんく社協だより

～ ささえあい、たすけあう、みんなで～ ささえあい、たすけあう、みんなで

事業実施概要
　着実に進む少子・高齢化や一人暮らし高齢者や高齢者のみ世
帯の増加、また、社会情勢の変化を起因とする価値観や生活様
式が多様化・複雑化し、社会的孤立や虐待、引きこもり、貧困の
連鎖、孤独死や自殺など全国的に問題となっています。
　このような状況の中、新潟市で最も高齢化率の高い西蒲区で
は、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯も増加傾向はあるもの
の、多世代が同居している世帯も多く、昔ながらの隣近所付き合

いが色濃く残っています。しかし、既存の制度では対応できない
福祉課題や、生活課題も多く、その課題を解決するために、地域
ごとに活動目標を掲げた「地域福祉活動計画」の実現に向け、西
蒲区社会福祉協議会では、「地域包括ケアシステム」の構築を進
めるため、地域で「地域福祉活動計画」が実行できるようアウト
リーチを一層徹底し、小地域福祉活動を支援するとともに、地域
人材の発掘や育成に努めます。

　赤い羽根共同募金　
　平成28年度公募型助成事業のお知らせ
　新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会では、各種公募
型助成事業を募集します。

☆助成事業名　
「見守り事業」「生活支援に関する事業」「地域活動支援事
業」「安心・安全なまちづくり支援事業」
☆助成対象事業実施年度
　平成29年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで
に実施する事業）
☆対象団体
　地域住民を対象として自主的・自発的に地域福祉活動を
行う組織等で、共同募金運動に積極的に参画、推進する

団体とする。
　①社会福祉活動を行う民間の非営利団体（ボランティアグ
ループ含む）

　②地域コミュニティ協議会
　③自治会・町内会
☆助成基準
　①助成額は1事業15万円以内（千円未満切捨）
　②助成率は、総事業費の9割以内とする。
　③総事業費の1割の自己資金を必要とする。
　④応募は1団体1事業とする。
☆応募方法
　助成申請書に所定の必要書類を添付し、平成28年11月
30日㈬までに西蒲区社会福祉協議会に提出。

※詳しくは、西蒲区社会福祉協議会へお問い合わせください。

重点目標
１．地域のつながり、地域力を高める活動の推進・支援
　　　地域プロデュース事業取り組みを積極的に地域に働きかけ、地域で
の支え合いや助けあいの仕組みづくりを進めます。

２．福祉教育の推進
　　　地区社会福祉協議会やコミュニティ協議会、自治会町内会等に対す
る出前講座を積極的にＰＲし、福祉意識の啓発と地域人材の発掘に努
めるとともに、誰をも排除しない地域づくりの理解促進に努めます。

３．多様な生活課題に対する相談支援の強化
　　　生活福祉資金貸付事業や日常生活自立支援事業、ボランティア・市

民活動、心配ごと相談事業などを通し、個別に抱える問題や課題にＣＳ
Ｗが中心となって関係機関と連携・協力し、相談機能の強化を目指し
ます。

４．組織運営の充実
　　　各種研修会や会議に参加し、持続可能な区及び地区社会福祉協議

会の体制や活動などを学びます。

新潟市社会福祉協議会 平成28年度事業計画・予算 平成27年度事業報告・決算報告平成２８年度　西蒲区社会福祉協議会事業基本方針

平成28年度予算

平成28年度予算重点目標
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

社会福祉事業
25,626,000

公益事業
32,241,000

繰越金
2,708,000

支出合計
60,575,000
（単位：円）

ところで、ボランティア
コーディネーターって？

市区町村受託金
38,166,000

補助金
2,265,000

事業収入
1,403,000

会費収入等
18,741,000

収入合計
60,575,000
（単位：円）

障がい福祉
サービス等事業収入

11.0％

新潟市等からの
補助金収入
11.8％

会費収入 1.6％
共同募金
配分金収入1.2％

事業収入 4.1％ その他収入
2.5％

受託金収入
32.5％

介護保険
事業収入
35.3％収入合計

5,133,897
（単位：円）

受託事業等
人件費支出
26.8％

介護事業
人件費支出
37.7％

その他支出
1.2％

事業費支出
21.7％

法人運営
人件費支出

8.9％

事務費支出 1.9％
助成金支出 1.8％

支出合計
5,133,897
（単位：円）

西蒲区社会福祉協議会
コミュニティソーシャルワーカー
わたなべ たく  や  

渡辺卓也
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つくろう明るく豊かなまちを！～つくろう明るく豊かなまちを！～

平成27年度 西蒲区社会福祉協議会 事業報告
平成27年度決算

平成27年度事業報告
○全区社協において新潟市の地域包括ケアシステムにおける第１
層圏域の協議体の事務局及び生活支援コーディネーターを受託
し、協議体や勉強会の企画、運営を行いました。

○だれをも包み込む社会的包摂の考え方の理解促進のために、セ
ミナー開催や福祉教育プログラム集の作成など市社協全体で福
祉教育に取り組みました。

○複雑な事情をもつ世帯の増加に伴い相談件数や利用者数の増加
傾向にある日常生活自立支援事業や成年後見支援事業等の権
利擁護の取り組みを着実に実施しました。

平成27年度決算
資産の部 金　　額

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

負債の部

純資産の部

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

797,216,947

501,758,127
1,616,809,738

3,311,938,636

金　　額

金　　額

446,770,206
542,419,936
989,190,142

464,777,000
1,377,692,122
49,035,609
35,089,939

1,926,594,670
2,915,784,812

賃
借
対
照
表

事業区分 収　　入
社会福祉事業
公益事業
内部取引消去
法人合計

4,262,533,190
755,307,468
△54,090,216
4,963,750,442

支　　出
4,259,811,190
755,307,468
△54,090,216
4,961,028,442

差　　異
2,722,000

0
－

2,722,000

資
金
収
支
報
告

（単位：円）

公益事業
32,215,200

繰越金
3,530,524

社会福祉事業
18,726,101

支出合計
54,471,825
（単位：円）

市区町村受託金
33,416,770会費収入等

16,182,500

補助金
3,929,755

事業収入
942,800

収入合計
54,471,825
（単位：円）

ところでCSWって何?
　CSWは「コミュニティソーシャルワーカー」の略称で
「地域福祉総合相談員」と訳されます。
　住民の皆様から相談を受け、地域の中へ入り、地域

の人々や関係機関と協力して課題を明
らかにし、解決の方向に向けた支援を
行います。
ＣＳＷは・・・
・日常生活の問題や福祉の相談に応
じます
・福祉のネットワークづくりを進めま
す
・福祉のまちづくりを推進します

お気軽にご相談ください！

　6月からCSW（コミュニティソーシャルワー
カー）として西蒲区社会福祉協議会でお世話に

なっております。
　今まではリハビリ職として病院や介護施設などを中心に勤めて
きました。西蒲区のこと・社協のこと、右も左も分からない私です
が、ベテランの優しい先輩方の指導のもと日々勉強させていただい
ております。
　少しでも早く地域の皆様に顔と名前を覚えていただき、困りごと
を相談できる身近な存在となれるよう努力してまいります。よろし
くお願いいたします。

事業実施概要
　平成27年度は、昨年度策定された「地域福祉計画・地域福祉活
動計画」に掲げた各地区・地域の目標を具現化するために、懇談会
を開催しました。
　また、地域包括ケアシステムの構築に向けて役員研修会の開催、
全国校区・小地域福祉サミットへの参加や全国ボランティアフェス
ティバルへの参加など、積極的に研修に取組みました。
　さらに、CSWの活動では、関係機関と連携し地域力の活性化に
努めたとともに、生活困窮者支援や、安心袋・緊急情報キットの配
布などにも取り組みました。



お気に入りの
ベストショットを
表紙に!!

各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、
さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。

にしかんく社協だより

西蒲区社会福祉協議会

きらりん

人とまち、
　交流とふれあいでまちづくりを！

第30号 平成28年8月発行

平成28年度

事業計画
平成27年度

事業決算報告

※本紙は西蒲区社会福祉協議会の活動内容や地域の情報を伝え、提供する福祉サービスの利用を促進するため、
　新潟市西蒲区の各自治会を通じて配布されています。
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善意のご寄付
ありがとうございます!
西蒲区内の福祉事業や
福祉活動に活用させて
いただきます。

　西蒲区社会福祉協議会では、地域福祉
を推進するため、毎年8月から9月にかけ
て会費の募集を行っております。
　皆様からいただいた会費は、西蒲区内
の小さなお子さまからお年寄りの方々ま
でが、住み慣れた地域で安心して笑顔で
暮らせるまちづくりと地域の福祉の充実の
ために活用させていただきます。
　活動の趣旨をご理解いただき、本年度
もご協力をお願いいたします。

（平成28年2月4日～6月24日）
寄付者氏名 寄付金額

敬称略・順不同

鷲津　幸男 500円

匿　名 50,000円

匿　名 100,000円

児玉　周一郎 50,000円
家族とふれあいの集い
　会長　斎藤　　豊 69,813円
西川文化協会
　森山　邦衛 48,770円
故　森田　高夫 油　絵

１．一般会費

　一世帯 500円

２．賛助会費

　企業等 5,000円（年会費／１口分）

　団体等 2,000円　　　〃

　個人等 500円　　　　〃

西蒲区　社協 検 索検 索地域の情報盛りだくさん！ 是非、ご覧ください☆★ ※新潟市社協の運営費の一部は、新潟市
　からの補助金交付を受けています。ホームページホームページホームページホームページ

会費納入のお願い

職
員
通
信

　この度、西蒲区社会福祉協議会事務局長に就任い

たしました。五十嵐と申します。

　これまで、本部社協に９年間、区社協支援や民生委員協議会事務

局等を主に担当し、ようやく地元である西蒲区に戻ってまいりました。

西蒲区社協では、現在、地域包括システムの構築に向け取り組んで

おります。我々の目指す「地域包括ケアシステム」は、あらゆる人が

住み慣れた地域で暮らし続けることが出来る地域づくりです。西蒲区

は、地域のつながりがしっかりしておりますが、今後、人口減少・生涯

未婚率の上昇等様々な問題を抱えております。いまは良くても将来は

……地域のつながりの構築だけではなく、今のつながりの強い地域

を継続させられるよう皆様と共に進めてまいりたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いします。

ココロの一言
西蒲区社会福祉協議会　

事務局長　五十嵐　杉之

区内に住所を有する満３歳までのお子さま
西蒲区社会福祉協議会（巻ふれあい福祉
センター１階）窓口に、使用するデジタル画
像をUSB等で直接お持ちください。

《注意》●掲載写真の選考は当会で行い、全ての権利は当会に属します。●掲載されない場合
もございますので予めご了承ください。●応募写真は返却いたしません。●撮影した人物に関
する責任はすべて応募者に属するものとします。●本誌は当会HPでも公開いたします。●お子
さまのお名前を掲載いたしますのであらかじめご了承ください。

にしかんく社協だより
表紙写真大募集

※写真は1,200万
画素以上のデジ
タル画像のみ。
※データサイズ約
4MB（データ形
式によって異な
ります）。

【 対　 象 】
【申込方法】

「にしかんく社協だより」ではより親しみやす
い広報紙を目指しています。本誌で満３歳までの
お子さまの表紙写真を募集します。

材料
作り方

簡単
美味しぃ～！

健康応援
レシピ
健康応援
レシピ

老人デイサービスセンター巻　調理担当：赤塚

本年度もご協力を
お願いいたします。

表紙は巻地区に
　　　お住まいの
くう　と
空 秀くん （2） 左
らい　と
蕾 叶くん （1） 右

ゴーヤー・・・・・・・・・・1/2本
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・４ｇ
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ｇ
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ｇ
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・６ｇ
鰹節・・・・・・・・・・・・・・・1/2袋
すり胡麻・・・・・・・・・・・・・・１ｇ

①ゴーヤーは縦半分に切り種とワタを取り２ミリ
幅に切ります。塩を振って5分くらい置いてか
ら洗って水けをふきます。

②フライパンに油を熱しゴーヤーを加えて火を通
すようにしっかり炒めます。

③砂糖、酢、しょうゆを加えて弱めの中火で汁気
がなくなるまで煮詰めます。

④火を止めて、鰹節とすり胡麻を加えて混ぜます。

ゴーヤー
の佃煮
（1人分）

ゴーヤー
の佃煮
（1人分）


