


※住み慣れた地域での暮らしを支えます。

★介護保険について総合相談を行います。
東区介護支援センター　電話279-3327

★入浴や排せつ、家事などの日常生活のお手伝いをしています。
東区訪問介護センター　電話272-1754

★入浴や季節行事、レクリエーション活動など日帰りでご利用できます。
老人デイサービスセンター藤見　電話279-3335

★有償でお互いに助けあう仕組みです。
東区まごころヘルプ　電話272-7741

お気軽にお問合せ・ご相談ください

㈱アイガー
楽唱会
㈱小暮組
三研電設工業㈱
㈱センカンフジタ
㈱富井工業所
新潟調理機器㈱
北陸天然ガス興業㈱
㈱ヤマダ

青木建塗工業㈲
㈲木場商店
近藤産業㈱新潟営業所
ジェイメディカル㈱
㈱大建建設
ないとう歯科医院
新潟鉄道荷物㈱
ぼくとわたしの小児科
㈱山由製作所

旭カーボン㈱
㈱キューピット
㈱近藤電気商会
㈱シー・エス・シー
たかはた医院
中ざわ心療クリニック
㈱新潟標板製作所
㈱堀商店
㈱陽電社

旭石産㈱　
キューピット石山店
㈱権平工作所
㈱渋谷ボイラー工業所
滝沢診療所
㈲南雲ベーカリー
新潟臨港病院
㈱マテラル
㈱リリー

旭ビル管理㈱
(医)敬愛会末広橋病院
坂井精機㈱
庄司こども医院
㈱達建設
新潟亜鉛工業㈱
日新工業㈱
丸高工業㈱
リンコー運輸㈱

阿部胃腸科内科医院
協同組合新潟卸センター
坂井製粉製麺㈲　
信広技術㈱
谷澤 忠男
㈱新潟計量システム
㈱日青堂
水野歯科医院
㈱リンコーコーポレーション

アルボオル工業㈱
協同組合新潟木工センター
坂詰歯科医院
新興プランテック㈱新潟事務所

㈱ダイヤメット
新潟県基準寝具㈱
HALクリニック
三菱鉛筆新潟県販売㈱
歴世礦油㈱ 

池伝㈱新潟支店
協和水産㈱
佐藤食品工業㈱
新冷工業㈱
中央テクノ㈱新潟事業所
新潟潜水興業㈱
パイオニア防災㈱
三菱商事フードテック㈱新潟支店

わかつき整形外科

㈱石井電光社
（財）健康医学予防協会
㈲佐藤鉄筋工業
新和清掃㈱
㈱テイエス冷凍電装
新潟綜合警備保障㈱
㈱ピーエムテクノ
南 ミイ子
渡辺建設㈱

岡田内科医院
健康医学予防協会竹尾クリニック

佐野医院
㈱誠晃舎
㈱テクノ北越
新潟第一梱包運輸㈱
北越機工㈱
八洲設備工業㈱
渡辺 友成

小形商工㈱
珈琲倶楽部ももカフェ
三協商事㈱
石油資源開発㈱新潟鉱場
戸井田内科医院
新潟大昭和紙工㈱
北越物流㈱
山格電気㈱
㈱渡森

● 一般会員会費のお礼 

各自治・町内会をとおして皆さまよりご協
力をいただき、ありがとうございました。
納入いただいた会費の80%が東区内へ
還元され、区内の地域福祉活動の推進の
ため、有効に活用させていただきます。
平成 27年度　11,715,588 円
（H27年 12月末現在）

● 賛助会員会費のお礼

個人、団体、企業の方々よりご協力をいただきありがとうござ
いました。東区内の地域福祉推進のため有効に活用させてい
ただきます。
平成 27年度 99件　571,784 円（H27年 12月末現在）

● 赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金のお礼

各自治・町内会、学校、法人、職域、街頭募金において、広く皆さまよりご協力を
いただき、ありがとうございました。
●平成 27年度　赤い羽根共同募金　実績
　（平成 27年 12月末現在）東区分会　9,467,684 円　
●平成 27年度　歳末たすけあい募金　実績
　（平成 27年 12月末現在）東区分会　7,197,695 円

【目的(内容)】ボランティアの受入れを学んでもら
　　　　　  い、より良いボランティア活動が展開
　　　　　  されることを目的に開催しました。
【日　　付】平成27年7月13日(月)
【参加人数】24名（17施設）
【場　　所】東区プラザ

◆ボランティア受入れ施設担当者研修
【目的(内容)】子育て世代への理解を深め、サロン運営や地域活動の担い
　　　　　  手育成を推進し、地域における子育て世代への支援と参画
　　　　　  を目的としました。支援を地域で
　　　　　  考える第一歩になりました。
【日　　付】平成27年9月25日(金)・28日(月)・
　　　　　　　　　　　29日(火)・30日(水)
【参加人数】10名
【場　　所】東区プラザ

◆子育てボランティア講座

【目的(内容)】夏休みの期間を利用し、学生の皆さんがボランティア活動
に関心を持ち、今後のボランティア活動へのステップにし
てもらうことを目的に実施しました。「機会があればボラン
ティア活動をしたいと思った。」等、活動の報告会を行い、
修了証を授与し体験活動を終え
ました。

【日　　付】平成27年8月
　　　　　(活動先にて各自3日間連続の体験)
【参加人数】高校生10名
【場　　所】“老人デイサービスセンター藤見”
　　　　　“南中野山第2ひまわりクラブ”

◆サマーチャレンジボランティアｉｎ東区

◆傾聴ボランティア講座　2015【目的(内容)】福祉についての正しい理解・共通認識を目的に、学校の総
合的な学習に携わる、小・中学校の教員と地域教育コーディ
ネーターとの情報交換会を開催。模擬授業をとおして福祉
教育の必要性を伝えました。

【日　　付】平成27年7月29日(水)
【参 加 者】小学校　教諭　4名
　　　　　地域教育コーディネーター　4名
　　　　　中学校　教諭　3名
　　　　　地域教育コーディネーター　4名
【場　　所】東区プラザ

◆H27年度　総合的な学習に係わる方との情報交換会

【目的(内容)】高齢者の方への見守り活動等をする際の気づきのポイントを
　　　　　  学びました。日頃の活動の振り返りと情報交換を行うことが
　　　　　  できて有意義だったという感想が
　　　　　  多く寄せられました。
【日　　付】平成27年11月27日(金)
【参加人数】22名
【場　　所】東区プラザ

◆見守りポイント講座

あいうえお順、敬称略平成27年度　賛助会員一覧
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【目的(内容)】「ボランティア活動推進」を目的に、第1部 新潟医療福祉
大学 准教授 袖山悦子先生より「傾聴とは？」、第2部 傾聴
ボランティア「ほほえみ」様
より「活動のはなしとロール
プレー」の講義をいただきま
した。

【日　　付】平成27年10月22日(木)
【参加人数】17名
【場　　所】東区プラザ

平成27年度　功労者・被表彰者のご報告
平成２７年度　新潟市社会福祉協議会　社会福祉功労者
　　　　　　　　　　　 （東区社会福祉協議会功労者）

あたたかい
まごころを
ありがとう
ございました。

小山 勝司朗　様
青木 富吉　  様
地域のふれあい100円サロン　　代表　茂野 有為子　様
小金台町内会 ふれあい友の会　　代表　皆川 芳雄　　様
お茶のみ会 津島屋寿会　　　　 代表　金子 恵二郎　様
らくらく倶楽部　　　　　　　　  代表　川崎 信子　　様
太平１丁目自治会 にこにこサークル　　代表　阿部 則子　　様
太平第四自治会 新にこにこ会　　代表　斎藤 赫子　　様

平成２７年度　新潟県共同募金会長表彰　奉仕功労者

もえぎ野自治会　　　    会長　月岡 昭二　様
上木戸新町自治会　　   会長　大内 七郎　様
船江中央自治会　　　   会長　坂口 利春　様
南紫竹自治会　　　　   会長　大江 利通　様
海老ケ瀬第一自治会　　会長　井川 義廣　様

平成２７年度　新潟県社会福祉協議会表彰　被表彰者

石山地区在宅福祉推進委員会　　会長　関 武矩　　様
朝日ヶ丘自治会　　　　　　　　  会長　渡邊 孝一　様
東区社会福祉協議会　下山支会　　　　石井 豊　　様
東区社会福祉協議会　下山支会　　　　小林 淑子　様
東区社会福祉協議会　下山支会　　　　樽井 初江　様

平成２７年度　中央共同募金会長表彰　奉仕功労者

北沢自治会　　会長　田中 民衛　様

東区介護支援センター

当事業所の主
なサービス内容は、介

護保険に関する相談や助言、要
介護認定の申請代行を行っています。
ご利用者の状態に合わせて、居宅介護
サービス計画（ケアプラン）を作成し
サービス事業所との調整を行い、ご利
用者がサービスを適切に利用できるよ
うに支援します。
相談に関しては無料です。介護でお困
りのことがあれば、お気軽にご相談く
ださい。私たちが親切丁寧に対応いた
します。

老人デイサービスセンター藤見です。
自宅での生活を支えるために高齢者の方々等が日中過ごしていただく施設
です。個々の目的に沿った支援を行っています。
送迎、健康チェックや相談、入浴、排泄等身の回りのお手伝い、昼食の提供、
機能訓練や口腔ケア、趣味的な活動やレクリエーションなどを提供してい
ます。ご利用されている方の笑顔を力に職員一同、温かいおもてなしを心
がけております。

　　　ご見学等、お気軽にお越しください。お待ちしております。

まごころヘルプは、私たちが住み慣れた地域
で安心して暮らすために、今手助けが必要な人と、

手助けできる人と、その活動を支える個人・団体が会
員となって有償（非営利）で助け合おうという“住民参加の

助け合い活動”です。
事務所にはいつも提供会員さん手作
りの四季折々の作品が飾られていま
す。

老人デイサービスセンター藤見

東区訪問介護センター
東区まごころヘルプ

ヘルパー募集中！　
初心者歓迎、
ご連絡お待ちしています。

技術向上に努めています！

こんにちは　東区訪問介護センターです！
住み慣れた家で最後まで暮らしたい…
そんな皆様を支えます。
ご自宅に伺い、入浴介助やオムツ交換、調理などを
お手伝いします。また、外出時の同行も行っています。

介護研修の風景

・浜谷町自治会
・石山地区公民館利用団体連絡協議会
・盆栽新潟樹ごころの会
・下山コミュニティハウス　チャリティ茶会
・株式会社　DNA
・匿名

15,641 円
 4,050 円
 6,900 円
30,000 円
30,000 円
10,000 円

● 善意のご寄附ありがとうございました。（敬称略）

下山チャリティ茶会 様

今は“干支の猿”が飾られています！


	higashiku19_soto_OL.pdf
	higashiku19_naka_P3

