
にいがた元気プロジェクト
活動報告



１．2017年設立からの会員数推移

設立時15名でスタートし、現在は59名となりました！
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２．業種別会員紹介

市民団体の会員様

食品・飲食店業界の会員様

建築・不動産業界の会員様

印刷・広告・メディア・看板業界の会員様
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新潟県内、幅広い「地域」の方にもご参加頂いております。

登録会社・団体名 会員名

一般社団法人 おらってにいがた市民エネルギー協議会 横木　将人

健康生きがいづくり新潟 池田　昇

登録会社・団体名 会員名

株式会社　ライブ開発 桐生　克淋

株式会社　北陸宣美 佐藤　幸将

株式会社　新陽工業 伊藤　陽

登録会社・団体名 会員名

マルシン食品　株式会社 新保　尚志

居酒屋ハツ 伊藤　亮

株式会社  ライスグローワーズ 石附　拓真

りんごの樹 金子　洋平

品田　裕志

貝楽酒場　たらふくうなり 唐澤　直秀

旬海佳肴　一家

ビストロ　ランタンルージュ 阿部　悟志

キリンビール株式会社　新潟支店 歌代　貴一

登録会社・団体名 会員名

野崎印刷 株式会社 元波　亨太

株式会社　ニューズ・ライン 吉原　彰大

株式会社　井川商事 井川　聡

有限会社　看板の上野 上野　龍一

滝沢　俊一新潟県民エフエム放送　株式会社

株式会社  エヌエスアイ 中山　大

有限会社  にいがた経済新聞 斉藤　駿



個人の会員様

そのサービス業界の会員様他

２．業種別会員紹介
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会員名

土屋　妃香里

秋山　博一

東村　里恵子

内山　航

土屋　博幸

長谷川　正美

古泉　哲子

荒井　宏幸

小林　堅治

三上　杏里

長谷川　卓

長谷川　美歩

坂上　智子

古泉　修行

高橋　哲也

磯部　利行

品田　泰

山田　裕士

石橋　一

登録会社・団体名 会員名 登録会社・団体名 会員名

おそうじ工房新潟 石黒　久雄 株式会社　アシスト 遠藤　儀彦

STK　カイロプラクティック 佐野　茂 株式会社　楓 岩野　現

新潟古町　えんとつシアター 逸見　友哉 有限会社　小菅自動車販売 小菅　裕之

新潟エナジー　株式会社 塚田　雄大 住川　鉄兵

渡辺　喜則

はり灸なつめ堂 齋藤　三千代

弁護士法人　新潟シティ法律事務所 村山　雄亮

株式会社　ＳＨＩＰ 竹田　正人

株式会社　ＯＵＧＩＹ 石添　宏

有限会社  エスアンドワイ

株式会社　トラストコミュニケーション 有限会社　ナマラエンターテイメント 江口　歩

株式会社　サイサン 大澤　佐多央 Ｃｏｕｐｅａ ｓｅｃ 神田　英樹

ＬＰＣ 小林　将哉

新潟県の住みます芸人 関田　将人

新潟県の住みます芸人 大谷　哲也

新潟県の住みます芸人 いっすねー！山脇
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３．組織図
２　０　１　９　年　度　組　織　

2019/2/1

委員会 副会長 委員長 副委員長 正会員 ４５名

国際委員会 内山航 小林将哉 齋藤三千代 伊藤陽 品田裕志 桐生克彬 元波亨太 １４名

新保尚志 中山大 荒井宏幸 品田泰

横木将人 小林堅治 神田英樹

事務局長

遠藤儀彦 地域委員会 上野龍一 佐野茂 逸見友哉 竹田正人 大澤佐多央 渡辺喜則 金子洋平 １４名

伊藤亮 石黒久雄 高橋哲也 坂上智子
会長

長谷川卓 塚田雄大 山田裕士 石橋一

佐藤幸将 阿部悟志 石添宏 石附拓真 住川鉄兵 磯部利行 唐澤直秀 ７名

井川聡 土屋妃香里 村山雄亮 東村里恵子 滝沢俊一 吉原彰大 ８名

齋藤駿 秋山博一

総
　
　
　
　
　
　
　
　
会

理
　
　
　
　
事
　
　
　
会

会員交流委員会

総務・広報委員会



①2017/09/25 ニコットさん取材

４．活動報告（２０１７年度）
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本会設立前に新潟市市民活動支援センター
（ニコット）さんから取材をうけて、
ニコットプレス（広報誌）に掲載されました！

9月25日発行のニコット
プレス第５０号に掲載



②2017/10/01 設立

③毎月1回 理事会

15名のメンバーでスタート！

４．活動報告（２０１７年度）

事業（イベント等）の
審議や協議、報告を
行っています。

月に１度理事会を開いています。
現在では、理事以外の方も参加可能となっています！！

毎回懇親会も行います♪
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④2017/11/17 ホームページ開設

４．活動報告（２０１７年度）
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FacebookやTwitterも
やってます♪
日々の活動の様子などを発
信してます！

にいがた元気プロジェクト
で検索して「いいね」
お願いします！

「にいがた元気プロジェクト」で検索！



⑤2017/12/16
FM PORT Xmas with フェスタ万代島参加

クリスマスイベント
in朱鷺メッセ

にいがた元気プロジェクトのPRと
翌日の設立記念フォーラムのPRをしてきました！

新潟でんきのハルオ
くんにも参加して
もらいました♪
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４．活動報告（２０１７年度）



⑥2017/12/17
設立記念フォーラム・元気プロジェクト大使任命

朱鷺メッセで設立記念イベントを実施し、
よしもと住みます芸人の皆さんを大使に任命させて頂きました！！

僕たち大使に
なりました！！！
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日本文理高校の大井監督
にも講演をして

いただきました！！

４．活動報告（２０１７年度）



①委員会の発足

2017年度までは1つの事業に全員で取り組んでいましたが、
2018年度より希望する委員会に分かれて、
事業の計画・実施を行っています。
（月１回を目安に委員会で打ち合わせをしております。）
現在の委員会は下記の４つに分かれています。

国際委員会

総務委員会

広報委員会

地域委員会

・・・国内/海外へ新潟を発信
（SDGs啓発活動、国際団体との連携など）

・・・新潟県内での活動で新潟を発信
（キャラクターコンテスト、地域向け参画など）

・・・広報に関する事業で新潟を発信
（HP・SNSでの会の広報、よしもと住みます芸人、会員交流など）

・・・会の総務に関する委員会（事務局）
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５．活動報告（２０１８年度）

委員会風景 ～地域委員会にて～



②2018/01/01 にいがた元気基金サービスリリース
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５．活動報告（２０１８年度）

現在6つのサービス
がエントリー中！

基金の仕組み
「募金で集まったお金」や、「にいがた元気プロジェクトの提供サービスを使っていただいた
ご利用料金の一部」の2種類を寄与します。（1年に1回、収支最終額を寄与します）

基金の使い方
毎年決議を行うことで、支援先が決まります。（※現在、決議中）
支援先は国際支援・国内支援問わず対象となります。
※基金の主な使い道：金銭的な支援、活動資金の補助、物品、金銭以外での支援

※イメージ図

新規エントリー
募集中！



④2018/03/17 SDGs勉強会参加

にいがた元気プロジェクトとして
ＳＤＧｓの勉強会に参加してきました。

③2018/03/06 総会
にいがた元気プロジェクトの総会を実施し、
会員全体に対して、報告・審議を行いました。

SDGsとは・・2015年9月の
国連サミットで採択された
もので、国連加盟193か国が
2016年～2030年の15年間で
達成するために掲げた目標

のことです。
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５．活動報告（２０１８年度）



⑤2018/03/20 新潟ロータリークラブ講演
新潟ロータリークラブさんの会合で、
にいがた元気プロジェクトの取り組みを講演してきました！
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５．活動報告（２０１８年度）



⑥2018/05/01～ キャラクターコンテスト

にいがた元気プロジェクトのキャラクターを募集しています。
NSGの学生さんや、一般の方からも応募作品が届いています！
10月にキャラクター決定・公開予定となっています。

⑦2018/06/10 わんぱく相撲協賛
にいがた元気プロジェクトとして、
お米とマフラータオル（賛助会員のキリンビールさん
協賛品）を寄付しました。

寄付したお米とマフラー
タオルです！
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５．活動報告（２０１８年度）



⑧2018/06/18 世界一大きな授業
特別会員の古泉さんが先生となって、
世界一大きな授業2018を開催しました！
このセミナーはＳＤＧｓ項目４番【教育】について
考える授業になっています。

この取り組みが7/22の新潟日報
「ふむふむ」で掲載されました！！

16

５．活動報告（２０１８年度）
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⑨2018/06/23 清津峡トレジャーディナー
十日町市で行われました、清津峡のトレジャーディナーに
取材してきました！

５．活動報告（２０１８年度）



⑩2018/07/29 海岸清掃
日和浜で行われたビーチライフIN新潟で、ビーチクリーン（海岸清掃）を元気プロジェクト主体
で実施しました！
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暑い中、皆さんに
頑張っていただき、
沢山のゴミが集まり

ました！！

専
用
の
シ
ャ
ツ

作
り
ま
し
た
！

５．活動報告（２０１８年度）

ビーチライフin新潟～日和浜にて～
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⑪2018/08/04
手づくり子どもみこし製作（新潟まつり）
新潟まつりに向けて、子どもみこしの製作を行いました！

皆で力を合わせて、
手作りみこしが完成

しました♪

５．活動報告（２０１８年度）
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⑫2018/08/08 笑いの日（ふるさと村）
本会の大使である「よしもと住みます芸人」さんから
ふるさと村でおこわなれたイベントにお呼ばれしました。

５．活動報告（２０１８年度）

配信もされました！
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⑬2018/08/11
手づくり子どもみこし本番（新潟まつり）
新潟まつりの手づくり子どもみこしに参加しました！

５．活動報告（２０１８年度）
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⑭参加/協力：恐怖のえんとつ村４ −屍−

2018/8/1～2018/8/31に新潟古町えんとつシアターで
行われるお化け屋敷「恐怖のえんとつ村４ −屍−」の
参加・協力をしています。

※新潟エンジン02・・参加講師（日本を代表する文化人）を囲んで、飲みなが
ら、食べながら、語り合う催しです。新潟エンジン02で検索してみて下さい♪

５．活動報告（２０１８年度）

⑮協賛：上越オクトーバーフェス2018 in蓮まつり

⑯協賛：新潟エンジン02

過去(新潟エンジン01)の様子
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⑰2018.10.13
ハンサム女子しゃべり場ｉｎニ
コット
10月13日(土）、ワーキングウィメンズ
アソシエーションの西篠和佳子氏、み
なみらいプロジェクトの本間智美氏、
新潟国際ボランティアセンターの三上
杏里氏、えんでばの山本美幸氏という、
ハンサムな（カッコイイ）女性リー
ダー達と、お茶を飲みながらおしゃべ
りをしました。

◇発想の生み出し方は？ ◇資金の還
流方法は？ ◇人とのつながり方は？
◇活動継続のコツは？

・・・などなど、とにかく明るいリー
ダーたちの、こわいものなしのフッ切
れた本音トークが炸裂しました。

ニコット初のしゃべり場に参加した自
称ハンサム男女は20名。「ものすごく
楽しかった。」と、みんな笑顔でした。

５．活動報告（２０１８年度）

新潟市市民活動支援センター（ニッコト）の
イベントに参加しました。！！
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⑱2018.12.05
にいがた元気プロジェクト キャラクターコンテスト 結
果発表！！応募総数１３６点とたくさんのご応募ありがとうございました！

厳正になる審査の結果、以下のキャラクターが受賞しました！

５．活動報告（２０１８年度）

【最優秀賞】
まめ太

【優秀賞】
ゲンキー

【優秀賞】
にいがたゲンキくん

【審査員特別賞】
越光太郎

お名前：下鳥響さん
受賞コメント：自分が作ったキャラクターが選ばれて大変光栄です。
たくさんの方に愛されるキャラクターになってくれればと思っております。
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⑲2018.12.17
Niigata Collection ベストオブミス新潟大会
2019

新潟の良い伝統やモノ・コト・ヒト・文化やサービスを全国へ世界へ発信するため、新潟で活躍
する皆様と共につくりあげた
『にいがたコレクション ベストオブミス新潟大会』を朱鷺メッセスノーホールで開催されました。

５．活動報告（２０１８年度）

にいがたコレクションに協賛
しました。！！

2019ベストオブミス新潟大会
グランプリ受賞者（4名）

2019ミス・ユニバース
（プレリミナリー）新潟

中野 向日葵
2019ミス・グランド新潟
井澤 真澄

2019ミス・ユニバーシティ
新潟
石橋 輝積

2019ミス新潟
小野 愛礼



６．今後の予定
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その他、今後の活動にもご期待下さい★
更新日： 2019/2/21

委

員

会

国際委員会

地域委員会

会員交流委員会

総務・広報委員会

① 国際 ¥0
協議 審議 実施 報告

② 国際

③ 地域 ¥0
協議 審議 実施 報告

④ 地域 ¥0
協議 協議 審議 実施 報告

⑤ 地域 ¥0
協議 審議 実施 → → → → → → → 報告

⑥ 地域

⑦ 交流
報告

⑧ 交流

⑨
総務

広報 協議

⑩
総務

広報
¥0

協議 審議 実施

⑪
総務

広報
¥0

協議 審議 実施 → → → → → 報告

⑫
総務

広報
¥0

実施 → → → → → → → → → → 報告

⑬ 協働 住みます芸人との連携 ¥0
報告 → → → → → → → → → 報告

⑭ 協賛
わんぱく相撲新潟場所

協賛
¥0

報告 実施

⑮ 参画
新潟まつり

手づくり子どもみこし
¥0

協議 審議 実施 報告

にいがた元気プロジェクト　２０１９年度　年間スケジュール一覧（案）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 予算額

理事会

総会

No. 委員会 事業内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 予算額

1/30(水) 2/20(水) 3/20(水) 4/17(水) 5/22(水) 6/19(水) 7/24(水) 8/21(水) 9/18(水) 10/17(木) 11/20(水) 12/18(水)

1/30(水) 11/20(水)

1/30(水) 2/20(水) 3/20(水) 4/17(水) 5/22(水) 6/19(水) 7/24(水) 8/21(水) 9/18(水) 10/17(木) 11/20(水) 12/18(水)

1/30(水) 2/20(水) 3/20(水) 4/17(水) 5/22(水) 6/19(水) 7/24(水) 8/21(水) 9/18(水) 10/17(木) 11/20(水) 12/18(水)

1/30(水) 2/20(水) 3/20(水) 4/17(水) 5/22(水) 6/19(水) 7/24(水) 8/21(水) 9/18(水) 10/17(木) 11/20(水) 12/18(水)

1/30(水) 2/20(水) 3/20(水) 4/17(水) 5/22(水) 6/19(水) 7/24(水) 8/21(水) 9/18(水) 10/17(木) 11/20(水) 12/18(水)

国際交流事業

（外国人と交流）

ＳＤＧｓ啓発活動

（食べ物関連）
¥0

協議 審議 実施 → → → → → → 報告

中高生向け模擬議会

オレンジリボン啓発

マラソン

学生向け職業講話

キッザニア

職業体験
¥0

協議 審議 実施

会員交流事業 ¥0
協議 審議 実施 実施 実施 実施

¥0
実施 → → → → → → → → 報告

公式キャラクターリリース ¥0
協議 審議 リリース

面白コンテンスト

寄付金の選定及び実施

クラウドファンティング

フロー整備と立ち上げ

年間広報

会員向け広報事業

備考


