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　10月１日から全国一斉

にスタートしました赤い

羽根共同募金につきまし

て、皆様のあたたかいご

協力に感謝いたします。

寄せられた募金の70％は

阿賀町の福祉活動のため

に、30％は県内の福祉活

動等のために使わせてい

ただきます。

阿賀町社協だより

〈アエール〉
阿賀町社協キャラクター

令和４年度 赤い羽根共同募金実績報告

合計額 2,597,819円

戸別募金

法人募金

学校募金

そ の 他

2 , 0 5 3 , 6 4 6円（2,313件）

3 6 7 , 0 0 0円（ 76件）

3 6 , 7 7 2円（ 7件）

1 4 0 , 4 0 1円（ 20件）
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訳

やさしい気持ち、
　　ありがとうございます
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　社会福祉協議会では、阿賀町から「生活支援コーディネーター事業」を受託し、誰もが住み慣れた

地域で安心して暮らせることをめざして、身近な地域での支え合い活動を推進しています。

生活支援コーディネーターの資質

向上を目的にファシリテーション

研修を行いました。

生活支援コーディネーター通信

ちいき むすび縁
生活支援コーディネーターが
地域づくりを応援します！

①地域資源の把握と発信
地域にある様々な情報を把握して

住民に発信します。

③困りごとの把握
地域の困りごとについて把握し、

一緒に解決方法を考えます。

④担い手の育成・活動の場づくり
元気な高齢者が支え合い活動に参加す

ることで介護予防につながります。

②話しあいの場づくり

生活支援
コーディネーター

の役割

地域の皆さんと将来の暮らしを

話しあう場を作り、一緒に考えます。

令和４年度　取り組んだ活動

事業推進の体制づくり

移動困難による買い物ニーズに対

応できるように、弁当や食材等の

配達ができるお店を掲載したガイ

ドブックを作成する予定です。現

在情報を集めているところです。

私たちが地域とのかけはしとなり、

皆さんと一緒に地域づくりを考え

ます！

「食と見守り」をテーマに、

サロンを中心に地域座談

会を開催しました。地域

であったらいいな、その

ために今から取り組める

ことをみんなで話しあい

ました。

地域支え合い推進

ささエール！ボランティア養成講座を開催しました。

支え合い活動のきっかけづくり

広報誌「よつば」に関するアンケートにご協力ください
　住民の皆さまから広報誌「よつば」に関
するご意見・ご要望をお聞きし、「見やすく、
親しまれる」紙面づくりに反映していきた
いと思います。

こちらのＱＲコード
を読み込むとアンケ
ートの回答フォーム
につながります

←

❶❻

（令和４年12月26日現在）

地域福祉係

食の生活支援サービス
ガイドブック（作成中）



（敬称略・順不同）

ご寄贈ありがとうございました
　一般財団法人信越郵便局長協会から、車椅子１台と電子体温

計をご寄贈いただきました。

　いただいた車椅子等は、津川デイサービスセンターで大切に

活用させていただきます。

ご協力
ありがとうございました

花いっぱい～さわやかとおりみち～運動
　秋の花植えが２年目となりました。

　今年も老人クラブの方や地域のボランティアの方と賑やかに交流しながら、パンジーとビオラの苗を植えました。

　プランターの色鮮やかな花が、地域の人と共に子どもたちの元気な生活を応援してくれるといいですね。

赤い羽根共同募金助成事業

津川小学校×水沢高砂会

上川小学校×宝寿会かみかわ児童クラブ×広谷いやさか会

つがわ児童クラブ×明寿会

たんぽぽ×地域ボランティア

三川小学校×三川中学校みかわ児童クラブ×末広会

ふれあい金鉢ボランティア×つがわ学童クラブ

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

会  長    長 谷 川 　 勇

安田設備工業㈱東蒲営業所

津川ドライブイン

㈱小松屋商会

津川新和生コン㈱

㈱オザサ

新潟かがやき農業協同組合阿賀支店

㈱新潟クボタ津川営業所

㈲斎藤建設

㈲津川自動車整備工場

㈲小林商会

㈱大光銀行津川支店

新潟県労働金庫津川出張所

㈲長谷川工業

麒麟山酒造㈱

㈲神保自動車サービス

㈱富田建設

㈱北辰計画津川支店

㈱東蒲観光バス

㈲東蒲配送センター丸富運輸

西興産㈱

㈱八重電業社津川営業所

㈲神田重機工事

㈱斉藤工務店

下越酒造㈱

生鮮の杜カラオ

㈲岩城屋

松原電気㈱

㈱中野組

常浪商会

㈱澤野広吉商店

津川インソール㈱

立正佼成会東蒲原支部

㈲西興業自動車整備工場

山﨑糀屋㈱

㈱古澤屋

㈲福泉

㈲斉明エンジニアリング

㈲ダイセイ

安田建設㈱東蒲営業所

㈱ホテル角神

㈱昭和組

田部鉄工エンジニアリング㈱

㈲清野組

大輪の里

㈲電工運送

㈲江花商会

㈱巴山組

㈲上川山菜加工

㈲小会瀬

㈲小嶋組

東新建設㈱

㈲長谷川興業

磐越産業㈱

東蒲原郡森林組合

㈲伊藤商会

㈲中惣林業

㈲三川農水産加工食品

㈲三川電気

㈲阿賀グリーン

㈱ホテルみかわ

㈱三川土建

㈲三川興産

魚泉

㈱水倉組阿賀営業所

㈲東蒲工芸

㈲三川生コン

㈱松田設備工業東蒲営業所

㈱福田組阿賀東蒲営業所

㈲五十島製作所

谷花産業㈱

㈲小池工務店

㈱新栄建設

㈱阿賀高原ゴルフ倶楽部

㈱阿賀の里

㈱山口オート

その他匿名事業所（１）

　新年明けましておめでとうございます
　年末のドカ雪が今年度最後になればと願いながらの新年になります。終息を願うものが、新型
コロナウイルス感染症、ロシアとウクライナの戦争、北朝鮮の弾道ミサイル、中国の海洋進出と
いくつもあります。令和５年こそ、こういった事のない良い年になる様、願うばかりです。
　阿賀町社会福祉協議会に対して、日頃の皆様からのご理解とご協力には感謝しかありません。
社協では、コロナウイルス感染対策に万全を期しながら様々な地域福祉活動に取り組んで参りま
した。サロン活動は減っていますが、地域の皆様と知恵や工夫を出し合いながら継続して参りま
す。令和５年度は以前のようににぎわうサロンが多くなればと願っております。
　社会福祉協議会は、地域と共に活動し地域と共に生きております。皆様の地域の活性化のため
にぜひ社協を使ってください。社協は皆様の声をお待ちしております。地域の
声と向き合い、課題を共に解決し、シニアとジュニアが共に明るく生きる町づ
くりのために今年度も進んで参ります。
　職員一同、気持ちを新たに前進していきます。今年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

年頭のごあいさつ

赤い羽根共同募金　事業所募金赤い羽根共同募金　事業所募金

❸❷
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三川小学校 4年生と地域のサロンの活動者が
一緒にビニールクック（ビニール袋を使った
災害調理方法）を実践。自分たちで育てたお
米を使い、カレーライスづくりに挑戦しまし
た。

阿賀黎明高校 2 年生地
域学授業で「防災学習」
を実施。その学びと実
践を小学生に防災カー
ドを通して伝え、今か
らできる災害への備え
について話しあいまし
た。

熊渡正鬼長寿サロン
×

三川小学校４年

阿賀黎明高校
×

津川小学校４年

三川地区民生委員向け
に防災講座を開催。そ
の後、小地域ごとに集
まり、電子黒板で「ハ
ザードマップ」を見な
がら、民生委員さんか
ら地域のことを教えて
もらいました。

三川小・中合同
避難訓練

×
民生委員防災講座

①高齢者疑似体験
地域のボランティアさんと
一緒に高齢者の疑似（体の
変化を体感）をしながら、
スーパーで買い物をすると
いう設定で体験しました。

②鈴木さんとの交流会
全国障害者スポーツ大会（栃
木大会）陸上第２位の鈴木彩
花さんに、児童からたくさん
の質問が寄せられ、鈴木さん
のくらしについて知り、音走
（見えない状況で音を頼りに
走る）の体験をしました。

③ふりかえり
「思いやりのあるまちになるた
めに、私たちができることは」
児童の声
・点字ブロックの上に物や自転車
を置かないように伝えてもらう。
・自分から、あいさつをして困っ
ている人がいたら声をかける。

津川小学校４年×思いやりのあるまちづくり

阿賀黎明高校２年×津川３・４区地域の茶の間

阿賀黎明高校1年福祉学習×地域座談会

①しる・であう
地域の「食」と「見守り」につ
いて、配食ボランティアさんに
お話を聞き、地域座談会「しゃ
べり場」に参加しました。

③うごく
高校生と地域住民が協働し、さ
といも掘りの農作業、そして、
のっぺとくるみ味噌おにぎりを
調理し地域の方へ配ることに！

④ふりかえる
学生「地域の人と関わる機会が
　　増えてよい経験ができた」
地域「高校生と一緒に活動でき地
　　域も活気づいた。」

②かんがえる
「食」と「見守り」について、
地域に「こんな活動があったら
いいな」を共に考えました。

当麻区 当麻高砂会サロン 高清水区 サロン雪割草 京ノ瀬区 のびのびサロン

三川中学校１年×ボランティアサロンいどばた 三川中学校１・２年×五十島区

学生手づくりの「モルックゲーム」を行い、地域座談会に参加学生手づくりの「モルックゲーム」を行い、地域座談会に参加

配食ボランティアさんに話をきく配食ボランティアさんに話をきく 地域座談会地域座談会

のっぺ＆くるみみそおにぎりのっぺ＆くるみみそおにぎり 企画内容をチラシにして地域に訪問企画内容をチラシにして地域に訪問

材料となる里芋ほり
（農作業ボランティア）
材料となる里芋ほり
（農作業ボランティア） 完成したのっぺとおにぎりを届けました！完成したのっぺとおにぎりを届けました！

地域座談会で話し合いのきっかけをつくるレクリエーションを企画・実践地域座談会で話し合いのきっかけをつくるレクリエーションを企画・実践

防災カードゲームなまずの学校

ビニールクック 紙食器づくり 地域の人とふりかえり

高校生が小学生に伝える高校生に向けて防災学習

民生委員に向けて防災講話 小地域ごとに民生委員と
ハザードマップの確認

ビニール袋でつくったカレーおいしい♪

地域巡検でやまぶきの里の見学・ボランティアサロンの体験

地域とつながる
福祉教育

災害時のためにふだん（平時）からできることとは何かを共に考え
つながる取り組みを紹介防災教育 公営塾「黎明学舎」さん

コーディネートコミュニティスクール事業と連携した取り組み

　阿賀町社会福祉協議会では、地域住民が互いに地域で支えあう担い手を育成するために福祉教育に取り組んでいます。
福祉（ふくし）をより身近なもの「ふだんのくらしをしあわせに」としてとらえ、子どもから高齢者まで幅広い世代の方を
対象に取り組んでいます。ふ だんの く らしを し あわせに

❺❹

（敬称略・順不同）

ご寄贈ありがとうございました
　一般財団法人信越郵便局長協会から、車椅子１台と電子体温

計をご寄贈いただきました。

　いただいた車椅子等は、津川デイサービスセンターで大切に

活用させていただきます。

ご協力
ありがとうございました

花いっぱい～さわやかとおりみち～運動
　秋の花植えが２年目となりました。

　今年も老人クラブの方や地域のボランティアの方と賑やかに交流しながら、パンジーとビオラの苗を植えました。

　プランターの色鮮やかな花が、地域の人と共に子どもたちの元気な生活を応援してくれるといいですね。

赤い羽根共同募金助成事業

津川小学校×水沢高砂会

上川小学校×宝寿会かみかわ児童クラブ×広谷いやさか会

つがわ児童クラブ×明寿会

たんぽぽ×地域ボランティア

三川小学校×三川中学校みかわ児童クラブ×末広会

ふれあい金鉢ボランティア×つがわ学童クラブ

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

会  長    長 谷 川 　 勇

安田設備工業㈱東蒲営業所

津川ドライブイン

㈱小松屋商会
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新潟かがやき農業協同組合阿賀支店

㈱新潟クボタ津川営業所

㈲斎藤建設

㈲津川自動車整備工場

㈲小林商会

㈱大光銀行津川支店

新潟県労働金庫津川出張所

㈲長谷川工業

麒麟山酒造㈱

㈲神保自動車サービス

㈱富田建設

㈱北辰計画津川支店

㈱東蒲観光バス

㈲東蒲配送センター丸富運輸

西興産㈱

㈱八重電業社津川営業所

㈲神田重機工事

㈱斉藤工務店

下越酒造㈱

生鮮の杜カラオ

㈲岩城屋

松原電気㈱

㈱中野組

常浪商会

㈱澤野広吉商店

津川インソール㈱

立正佼成会東蒲原支部

㈲西興業自動車整備工場

山﨑糀屋㈱

㈱古澤屋

㈲福泉

㈲斉明エンジニアリング

㈲ダイセイ

安田建設㈱東蒲営業所

㈱ホテル角神

㈱昭和組

田部鉄工エンジニアリング㈱

㈲清野組

大輪の里

㈲電工運送

㈲江花商会

㈱巴山組

㈲上川山菜加工

㈲小会瀬

㈲小嶋組

東新建設㈱

㈲長谷川興業

磐越産業㈱

東蒲原郡森林組合

㈲伊藤商会

㈲中惣林業

㈲三川農水産加工食品

㈲三川電気

㈲阿賀グリーン

㈱ホテルみかわ

㈱三川土建

㈲三川興産

魚泉

㈱水倉組阿賀営業所

㈲東蒲工芸

㈲三川生コン

㈱松田設備工業東蒲営業所

㈱福田組阿賀東蒲営業所

㈲五十島製作所

谷花産業㈱

㈲小池工務店

㈱新栄建設

㈱阿賀高原ゴルフ倶楽部

㈱阿賀の里

㈱山口オート

その他匿名事業所（１）

　新年明けましておめでとうございます
　年末のドカ雪が今年度最後になればと願いながらの新年になります。終息を願うものが、新型
コロナウイルス感染症、ロシアとウクライナの戦争、北朝鮮の弾道ミサイル、中国の海洋進出と
いくつもあります。令和５年こそ、こういった事のない良い年になる様、願うばかりです。
　阿賀町社会福祉協議会に対して、日頃の皆様からのご理解とご協力には感謝しかありません。
社協では、コロナウイルス感染対策に万全を期しながら様々な地域福祉活動に取り組んで参りま
した。サロン活動は減っていますが、地域の皆様と知恵や工夫を出し合いながら継続して参りま
す。令和５年度は以前のようににぎわうサロンが多くなればと願っております。
　社会福祉協議会は、地域と共に活動し地域と共に生きております。皆様の地域の活性化のため
にぜひ社協を使ってください。社協は皆様の声をお待ちしております。地域の
声と向き合い、課題を共に解決し、シニアとジュニアが共に明るく生きる町づ
くりのために今年度も進んで参ります。
　職員一同、気持ちを新たに前進していきます。今年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

年頭のごあいさつ

赤い羽根共同募金　事業所募金赤い羽根共同募金　事業所募金
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三川小学校 4年生と地域のサロンの活動者が
一緒にビニールクック（ビニール袋を使った
災害調理方法）を実践。自分たちで育てたお
米を使い、カレーライスづくりに挑戦しまし
た。

阿賀黎明高校 2 年生地
域学授業で「防災学習」
を実施。その学びと実
践を小学生に防災カー
ドを通して伝え、今か
らできる災害への備え
について話しあいまし
た。

熊渡正鬼長寿サロン
×

三川小学校４年

阿賀黎明高校
×

津川小学校４年

三川地区民生委員向け
に防災講座を開催。そ
の後、小地域ごとに集
まり、電子黒板で「ハ
ザードマップ」を見な
がら、民生委員さんか
ら地域のことを教えて
もらいました。

三川小・中合同
避難訓練

×
民生委員防災講座

①高齢者疑似体験
地域のボランティアさんと
一緒に高齢者の疑似（体の
変化を体感）をしながら、
スーパーで買い物をすると
いう設定で体験しました。

②鈴木さんとの交流会
全国障害者スポーツ大会（栃
木大会）陸上第２位の鈴木彩
花さんに、児童からたくさん
の質問が寄せられ、鈴木さん
のくらしについて知り、音走
（見えない状況で音を頼りに
走る）の体験をしました。

③ふりかえり
「思いやりのあるまちになるた
めに、私たちができることは」
児童の声
・点字ブロックの上に物や自転車
を置かないように伝えてもらう。
・自分から、あいさつをして困っ
ている人がいたら声をかける。

津川小学校４年×思いやりのあるまちづくり

阿賀黎明高校２年×津川３・４区地域の茶の間

阿賀黎明高校1年福祉学習×地域座談会

①しる・であう
地域の「食」と「見守り」につ
いて、配食ボランティアさんに
お話を聞き、地域座談会「しゃ
べり場」に参加しました。

③うごく
高校生と地域住民が協働し、さ
といも掘りの農作業、そして、
のっぺとくるみ味噌おにぎりを
調理し地域の方へ配ることに！

④ふりかえる
学生「地域の人と関わる機会が
　　増えてよい経験ができた」
地域「高校生と一緒に活動でき地
　　域も活気づいた。」

②かんがえる
「食」と「見守り」について、
地域に「こんな活動があったら
いいな」を共に考えました。

当麻区 当麻高砂会サロン 高清水区 サロン雪割草 京ノ瀬区 のびのびサロン

三川中学校１年×ボランティアサロンいどばた 三川中学校１・２年×五十島区

学生手づくりの「モルックゲーム」を行い、地域座談会に参加学生手づくりの「モルックゲーム」を行い、地域座談会に参加

配食ボランティアさんに話をきく配食ボランティアさんに話をきく 地域座談会地域座談会

のっぺ＆くるみみそおにぎりのっぺ＆くるみみそおにぎり 企画内容をチラシにして地域に訪問企画内容をチラシにして地域に訪問

材料となる里芋ほり
（農作業ボランティア）
材料となる里芋ほり
（農作業ボランティア） 完成したのっぺとおにぎりを届けました！完成したのっぺとおにぎりを届けました！

地域座談会で話し合いのきっかけをつくるレクリエーションを企画・実践地域座談会で話し合いのきっかけをつくるレクリエーションを企画・実践

防災カードゲームなまずの学校

ビニールクック 紙食器づくり 地域の人とふりかえり

高校生が小学生に伝える高校生に向けて防災学習

民生委員に向けて防災講話 小地域ごとに民生委員と
ハザードマップの確認

ビニール袋でつくったカレーおいしい♪

地域巡検でやまぶきの里の見学・ボランティアサロンの体験

地域とつながる
福祉教育

災害時のためにふだん（平時）からできることとは何かを共に考え
つながる取り組みを紹介防災教育 公営塾「黎明学舎」さん

コーディネートコミュニティスクール事業と連携した取り組み

　阿賀町社会福祉協議会では、地域住民が互いに地域で支えあう担い手を育成するために福祉教育に取り組んでいます。
福祉（ふくし）をより身近なもの「ふだんのくらしをしあわせに」としてとらえ、子どもから高齢者まで幅広い世代の方を
対象に取り組んでいます。ふ だんの く らしを し あわせに

❺❹



この広報紙は、赤い羽根共同募金助成金で発行しています。
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　10月１日から全国一斉

にスタートしました赤い

羽根共同募金につきまし

て、皆様のあたたかいご

協力に感謝いたします。

寄せられた募金の70％は

阿賀町の福祉活動のため

に、30％は県内の福祉活

動等のために使わせてい

ただきます。

阿賀町社協だより

〈アエール〉
阿賀町社協キャラクター

令和４年度 赤い羽根共同募金実績報告

合計額 2,597,819円

戸別募金

法人募金

学校募金

そ の 他

2 , 0 5 3 , 6 4 6円（2,313件）

3 6 7 , 0 0 0円（ 76件）

3 6 , 7 7 2円（ 7件）

1 4 0 , 4 0 1円（ 20件）

内

　

 

訳

やさしい気持ち、
　　ありがとうございます

三川
小学校

上川
小学校

津川
小学校

阿賀津川
中学校

三川
中学校

　社会福祉協議会では、阿賀町から「生活支援コーディネーター事業」を受託し、誰もが住み慣れた

地域で安心して暮らせることをめざして、身近な地域での支え合い活動を推進しています。

生活支援コーディネーターの資質

向上を目的にファシリテーション

研修を行いました。

生活支援コーディネーター通信

ちいき むすび縁
生活支援コーディネーターが
地域づくりを応援します！

①地域資源の把握と発信
地域にある様々な情報を把握して

住民に発信します。

③困りごとの把握
地域の困りごとについて把握し、

一緒に解決方法を考えます。

④担い手の育成・活動の場づくり
元気な高齢者が支え合い活動に参加す

ることで介護予防につながります。

②話しあいの場づくり

生活支援
コーディネーター

の役割

地域の皆さんと将来の暮らしを

話しあう場を作り、一緒に考えます。

令和４年度　取り組んだ活動

事業推進の体制づくり

移動困難による買い物ニーズに対

応できるように、弁当や食材等の

配達ができるお店を掲載したガイ

ドブックを作成する予定です。現

在情報を集めているところです。

私たちが地域とのかけはしとなり、

皆さんと一緒に地域づくりを考え

ます！

「食と見守り」をテーマに、

サロンを中心に地域座談

会を開催しました。地域

であったらいいな、その

ために今から取り組める

ことをみんなで話しあい

ました。

地域支え合い推進

ささエール！ボランティア養成講座を開催しました。

支え合い活動のきっかけづくり

広報誌「よつば」に関するアンケートにご協力ください
　住民の皆さまから広報誌「よつば」に関
するご意見・ご要望をお聞きし、「見やすく、
親しまれる」紙面づくりに反映していきた
いと思います。

こちらのＱＲコード
を読み込むとアンケ
ートの回答フォーム
につながります

←

❶❻

（令和４年12月26日現在）

地域福祉係

食の生活支援サービス
ガイドブック（作成中）


