
NO 地域担当部店 助成先施設名 助成金贈呈日

2015年9月14日

【施設の所在地】 〒951-8116　　　　新潟市中央区東中通１－８６－１０４

2015年12月24日

【施設の所在地】 〒959-4402 東蒲原郡阿賀町津川3268-2

2015年5月26日

【施設の所在地】 〒950-0323 新潟市江南区嘉瀬１０４７番地２

2015年11月30日

【施設の所在地】 〒955-0041　三条市三竹2-6-19　

特定非営利活動法人
不登校にかかる親のサポートセンター

2016年11月30日

【施設の所在地】 〒955-0084 三条市石上2丁目2番34号　

2015年6月17日

【施設の所在地】 〒943-0837 上越市南城町２－１－９

2015年6月18日

【施設の所在地】 〒943-0837 上越市西城町２－１０－２５

2015年12月22日

【施設の所在地】 〒942-0305 上越市浦川原区虫川818

2015年11月6日

【施設の所在地】 〒945-0011　　　　　柏崎市松波２丁目２番３９号

2015年12月25日

【施設の所在地】 〒940-1146 長岡市下条町字大石1786番地3　☎0258-23-1387

2015年12月14日

【施設の所在地】 〒949-8206 中魚沼郡津南町大字外丸丙1153番地1

2015年12月15日

【施設の所在地】 〒957-0056 新発田市大栄町5丁目6番4号

2015年12月21日

【施設の所在地】 〒953-0022 新潟市西蒲区仁箇2674-6

2015年12月22日

【施設の所在地】 〒956-0802 新潟市秋葉区七日町2530-4

2015年12月22日

【施設の所在地】 〒956-0802 新潟市秋葉区七日町2229-1

2015年12月17日

【施設の所在地】 〒950-0025 新潟市西区寺尾東1丁目18番35号　☎090-3754-5072

2015年12月1日

【施設の所在地】 〒940-2121 長岡市喜多町962-4

2015年11月16日

【施設の所在地】 〒952-0318　佐渡市真野新町322(アフタースクール内)

2015年8月10日

【施設の所在地】 〒958-0851　　　　村上市羽黒町１番３号

2015年8月10日

【施設の所在地】 〒959-3433　　　　　　　　村上市川部１２３７番地

2015年12月3日

【施設の所在地】 〒949-1332　糸魚川市藤後687

2016年1月25日

【施設の所在地】 〒950-2101 新潟市西区五十嵐一の町6861-23

2015年12月1日

【施設の所在地】 〒947-0031　小千谷市土川1-3-7(小千谷市立図書館内)　

2015年12月18日

【施設の所在地】 〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1丁目17-20シャトーWAY106号

2015年12月24日

【施設の所在地】 〒944-0044 妙高市大字姫川原544-6

2015年12月24日

【施設の所在地】 〒944-0046 妙高市上町9-1

2015年12月1日

【施設の所在地】 〒959-1862　五泉市旭町8-43　

2015年12月4日

【施設の所在地】 〒959-1375　加茂市新町2-1-25　

2015年12月17日

【施設の所在地】 〒959-1265 燕市道金385番地3

2015年12月16日

【施設の所在地】 〒949-7302 南魚沼市浦佐603番地5

2015年7月8日

【施設の所在地】 〒959-2651　　胎内市西条町３番１０号

特定非営利活動法人
ドリームハウス

知的障がい者（精神・身体）に対して、自動車部品関係・石鹸づくりと販売など日常作業を通じ働く喜びと基本的な生活習慣を身につけ、自立した
生活ができるよう支援しています。

特定非営利活動法人
悠藍睦会

新井支店

社会福祉法人　ほっと妙高

知的・精神・身体の障害をもつ方を対象に、就労移行支援・就労継続支援B型を提供しています。作業所では、利用者のみなさん一人ひとりの作業訓
練・生活支援を通じて、働く希望をもって自立した社会参加ができるよう活動しています。【助成金は、利用者が未来に向かって益々前進できます
よう使わせて頂きます。】

生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型を提供している多機能型障害者自立支援施設です。米粉パンやクッキー・ケーキの製造販売、縫製作業や
金属部分のリサイクル作業など利用者の個性にあった多彩な作業活動等を通じ、自立支援を行っています。

社会福祉法人　中東福祉会
五泉市障害者地域活動支援センター
あさひの家

精神、知的、身体にハンディキャップをお持ちの方が、住みなれた地域で安心して自分らしく暮らせるようお手伝いさせて頂くところです。食事会
やカラオケクラブ等の行事や日頃の生活の悩み事を相談できる相談支援をおこなえる安心してくつろげる憩いの場としてご活用されています。
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視覚障害者に対して、福祉や安心・安全など視覚障害者の日々の暮らしの向上のため、力を合せて活動しています。主に障害者相談員を中心に、障
害を持つご本人やそのご家族から職業、生活、リハビリテーションなどの相談業務や日常生活に必要な調理や身辺処理、音声ﾊﾟｿｺﾝや音声読書器の操
作などの訓練など自立生活に必要な紹介や指導を行っています。

不登校生徒が利用する通信制の学校で、先生が自らの資金で運営している施設です。今回の助成金で椅子を購入予定。体験活動を通して「遊び・学
ぶ」ことで、子供たちの可能性を広げるため活動しています。アフタースクール通信制

ヒューマンキャンパス高校

新津支店

社会福祉法人　親和福祉会
ぶどう工房

就労をまざし、継続作業訓練を行う。日常生活に必要な訓練を行うとともに精神症状の安定に努めています。

この会は、地域の子供を地域で見守り、地域で育むために、食を通じ学びや暮らしを支えるネットワークを作り、子どもの未来を明るく希望の持て
るものにしていく事を目的として活動しています。２０１５年１２月「食」を通じて人とふれあい、藤見地域の子どもたちの生きる力をはぐくむこ
とを目的とし、にいがた「ふじみ子ども食堂」を開設しました。【今回助成金を有効に活用し活動を広げていきます。】にいがた子育ちステイション

長岡視覚障害者福祉協会長岡北支店

生まれ育った地域で豊かな生活を送ることが出来るように自立と社会参加を目指すとともに、自分らしい生き方が自分自身で選択できる環境を地域
の社会貢献と連携して共につくり、支えあう地域福祉を目指します。【はたらく・たのしむ・くらす・ささえあう】の4つの視点から日中活動サービ
スを提供しています。

障がい児者が自分の選択や決定により地域でごく自然に暮らし、自らの選択により自由、自主、自立ができることを目的としています。

特定非営利活動法人
ワークステージ　喫茶めぐ

障がい者の働く場と地域交流の場として開所した食事の出来る喫茶店です。就労継続支援B型の認可も受け、それぞれの個性に合わせて自立できるよ
うに手助けし、地域の人たちと一緒にメンバーの成長を見守っています。

社会福祉法人　大石福祉会
こばと

就労移行支援・就労継続支援B型を行っています。利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供すると共に、
生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等をしています。【頂きました寄付金は、就労訓練費等
に有効に使わせて頂きます。】

特定非営利活動法人フォーリーフ
パン工房　よつば

米の消費拡大の一助となる事を目的とした「米粉ぱん」の製造販売を行っています。試作品づくりから販路開拓までを手探り状態で作り上げていま
す。また、就労継続支援A型事業所でもあり、障害者の就労の場としての環境を整える事業を行っています。【頂いた助成金でレーザープリンターを
購入しました。大切に使わせて頂きます。】

特定非営利活動法人　大杉の里

31 中条支店

30 六日町支店

糸魚川支店

住み慣れた地域社会の中でいきいきと自立した生活が送れるよう、就労に向けた準備や充実した日中活動を目指します。施設内・施設外での作業や
実習を通して、就労に必要な知識などを自分のペースに合わせて身につけられるよう支援します。地域の行事への参加や地域の方々とのつながりを
大切にして、社会の一員としての自覚を持ち、豊かな地域生活を送れるよう支援しています。

社会福祉法人　青空会
障がい福祉サービス事業所
すずかけ

18 佐渡支店
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知的障害者更生施設を作る目的で、個人の尊厳と権利を尊重し住み慣れた地域で１人ひとりが働く喜びを実感でき、自立した生活を応援できるよう
な就労機会を提供すると共に、地域に理解され、開かれた施設を目指し一般就労に向けた支援を行っています。主な授産種目は、精米作業・箱作
り・農耕作業・椎茸作業・豆製品製造・清掃作業などをおこなっています。【今回頂きましたご寄付で、草刈機を購入致しました。大切に使わせて
頂きます。】

社会福祉法人　村上岩船福祉会
障害福祉サービス事業所
みどりの家

村上支店

クレヨンの会

障がい児、者とその家族、そして周囲の方々との親睦を深め、さらに色々な病気や障がいに関する知識を深めることにより、正しい知識の普及啓蒙
をし、将来、地域の中で障がい児、者とその家族が普通に生活できる基盤を作ることを目的としています。

子どもからお年寄りまで障がいを持つ人持たない人も、楽しくゆっくりをモットーに、石けんや布ぞうり等の自主製品製作・畑作業・受託作業、書
道や手話などの日中活動を行っています。外出や行事を通してコミニュケーション能力や社会性の向上が図れるよう支援しています。NPO法人　eばしょ結屋

地域活動支援センター　結屋

子どもたちへの絵本の読み聞かせ活動を中心に、現在まで37年間に渡り活動を続けています。幼児・低学年児童を対象に絵本の読み聞かせ、紙芝居
等を実施しています。夏休みには遠隔地の保育園などを会場にして、移動児童館、クリスマス時期には、人形劇や影絵、大型紙芝居など大掛かりな
イベントにも挑戦しています。【今回頂いた助成金は、今後の子どもたちの読書推進のために資料を購入したいと思っています。】読み語りグループ

特定非営利活動法人
ふるさと奥山の荘

福祉活動として障がいをもった児童の学校放課後の受け入れ（預り）や、高齢者や障がい者宅への弁当の宅配をおこなっています。地域活動セン
ターの立ち上げを目指しています。

加茂支店
三十年以上にわたり、加茂市と田上町の視覚障害者への広報紙や新聞記事などの点訳・音訳する奉仕団体として活動しています。

障がいのある人に対して、福祉制度に基づいた各種サービスを提供することによって、その人たちが自らの意思で地域住民として自立した日常生活
及び社会生活を営むことができるように支援し、もって地域の福祉増進に寄与することを目的として活動しています。

耳が聴こえる人も聴こえない人も、お互いに高め合いながら、共存できる社会・まちづくりを目指しています。地域に住む、障害を持つ人持たない
人それぞれが自己実現できるよう、幅広いコミュニケーションで対応しながら活動の機会を提供しています。【今回賜わりましたご厚志は（中略）
聴覚障がい者の生活支援及び就労訓練事業・手話普及活動等に使わせていただきたいと存じます。】

22 新潟西支店

23 小千谷支店
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三条支店

不登校や引きこもりを脱する方法論で対処するのではなく、当事者と同じ目線で寄り添い、不登校や引きこもりにかかわる子どもの親や多様な支援
者に対して、カウンセリングやコンサルテイング、研修会やリファー先の紹介など、子どもが自然とよい状態に成長できる環境を支援する。

特定非営利活動法人
ひまわりクラブ

知的障害者本人及び保護者が障害者が障害者の社会的自立をめざして立ち上げました。障害者施設にてボランティアで喫茶を行い、就労意識の向上
に取り組み、公共施設で子供達が主体となり「喫茶ひまわり」を開催しています。サービス業への障害者就労訓練を行い自ら障害者の就労の場を立
ち上げ、給与で生活できる社会的自立＝経済的自立の体系を築きあげることを目的としています。

地域住民・行政・動物病院などと連携・理解しあいながら、犬や猫のことを正しく理解し、適正に飼育ができる飼い主を育成し増加させるととも
に、犬や猫と暮らす楽しさ・良さをより多くの人々に伝えていくことで、現在約1,000万頭を超えるいわれる日本の飼い犬、猫と共生する社会づく
りに寄与することを目的に活動しています。どうぶつ愛護福祉研究所

高田支店

16 山の下支店
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12 ぷれジョブしばた

障がいのある子どもたちのお仕事体験プログラムを通じて、地域に住む人たちが、互いのつながりを育み、豊かな地域づくりを目指す活動を新発田
地域で活動している団体です。

社会福祉法人　更生慈仁会
麦っ子ワークス

知的障害者福祉法に基づき働く能力を持ちながら一般社会での就職が困難な利用者（身体・知的・精神・発達）に生活支援・職業支援（授産作業）
を行い、社会自立を図ることを目的とする施設です。【日々充実した活動を送れるように、寄付金を使わせて頂きます。】

社会福祉法人　親和福祉会
けやき福祉園
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29 燕支店

加茂ともしびの会
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27 五泉支店

24 新潟南支店
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特定非営利活動法人
にいまーる

特定非営利活動法人
リカバリー燕

新発田支店

13 巻支店

10 長岡支店

11 十日町支店

8 直江津支店

9 柏崎支店
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施設概要・助成団体からのひと言
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発達にアンバランスがある子どもを持つ親が、子どもと一緒に気軽に集える居場所づくりと交流促進を図ることにより、子育ての悩みの共有や親と
して子どもの個性をどのように伸ばし支えるのかなどを学び、相互扶助による見守り支え合いの体制づくりに取り組んでいます。こども凹凸くらぶ

2 津川出張所

3 東新潟支店
社会福祉法人　新潟もぐら会
ポプラの家

障害福祉サービス事業所として生活介護・就労継続支援B型について障害者自立支援法に基づき生産活動や創作活動、機能訓練などの機会を提供し、
その福祉の増進を図ることを目的としています。【頂戴いたしました寄付金は、今後利用者のために有効活用したいと存じます。】
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タオル袋入れ作業、箱折り・組立作業、アルミ缶つぶし、公園清掃などを通して、心身障がい者ひとりひとりの力に合った作業支援をおこない、社
会性・自立性を高めることを目的としています。建物の老朽化により移転をしなければならない状況で、今回のご寄付は利用者の不安や負担を軽減
できる大きな力になります。【この節はありがとうございます。これからも見守ってくれたら幸いです。だからがんばるよーん。※原文のとおり】本店営業部

社会福祉法人
新潟地区手をつなぐ育成会
福祉事業所　つばさ

社会福祉法人　中東福祉会
たんぽぽ

障害者に対する相談支援、生活介護、就労継続支援、地域活動支援をはじめ、学童保育所の拠点として設置された施設です。


