
２０２2年度 活動報告



1.にいがた元気プロジェクト概要
理念

1.【にいがた】を発信する。
2.【にいがた】を繋ぐ。
3. 地域活動の参画・支援をする。

「私たちの考える元気とは…？」

少子高齢化、人口流出など
様々な問題を抱える新潟が、

新潟の中だけを見るのではなく…

・新潟は面白そう!
・新潟は凄いね!

・新潟は最近よく聞くね!
・新潟に住んでみたい!

全国、そして世界からそう思ってもらえる
【にいがた】にする事が

【元気】にすることだと信じています。

1.国際社会、世界に【にいがた】を発信していく
全国に【にいがた】を発信していく
2.地域活性化に関わる事業活動への協働や参画、
市民活動の支援
3.にいがた元気資金を活用していく
4.新潟県代表として世界・全国に[にいがた]
を誇れるようにする

三信条

活動指針

公式キャラクター

まめ太
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2.会員推移(2017年１０月設立～2022年１月現在)
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会員推移

設立時15名でスタートし、現在は54名となりました！
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３.業種別会員紹介①

新潟県内、幅広い「地域」の方にもご参加頂いております。

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

信濃土地株式会社 田中　正人

株式会社小野組 信田　幸

株式会社北陸宣美 佐藤　幸将

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 伊藤　亮平

貝楽酒場たらふくうなり 唐澤　直秀

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

新潟肉バルあべじ 阿部　悟志

株式会社POINT5 小林　堅治

株式会社LIFACT 西村　真武

株式会社LEApass 玉川　慎一

野崎印刷株式会社 元波　亨太

オンド株式会社 吉原　彰大

有限会社看板の上野 上野　龍一

建築・不動産業界の会員様

市民団体会員様

印刷・メディア・看板業界の会員様

食品・飲食店業界の会員様
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３.業種別会員紹介②

井筒　久美子 内山　航 長谷川　卓 磯部　利行 古泉　哲子 茅原　颯太 藤井　みなみ

井浦　義太 山田　裕士 三上　杏里 荒井　宏幸 古泉　修行 高橋　実路 入山　雄太

石橋　一 住川　鉄兵 土屋　博幸 土屋　翔 岡澤　いつか 山崎　義弥 中村　千晴

その他の業界の会員様

有限会社山崎銅鉄店 山﨑　宏行 小池被服株式会社 小林　将哉

有限会社小菅自動車販売 小菅　裕之 弁護士法人新潟シティ法律事務所 村山　雄亮

ＴＭ共同法律事務所 村田　有生 はり灸なつめ堂 齋藤　三千代

株式会社別所材木店 杉崎　伸也 株式会社ＯＵＧＩＹＡ 石添　宏

新潟古町えんとつシアター 逸見　友哉 株式会社アシスト 高橋　慧

株式会社トラストコミュニケーション 渡辺　喜則 太田自動車株式会社 太田　将史

千花 田辺　円香 さかつめ整骨院鍼灸院 坂爪　慶

個人の会員様
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４.組織図

会長 事務局

長谷川 卓 高橋 大夢

井浦 義太 １４名

内山 航

石橋 一

元波 亨太 逸見 友哉 小林 将哉

B委員会 古泉 修行 渡辺 喜則 田中 正人 石川 大樹 坂爪 慶 井筒久美子

上野 龍一

山崎 宏行 高橋 慧

１４名土屋 翔C委員会 村田 有生 佐藤 幸将 西村 真武 玉川 慎一 横木 将人 伊藤 亮平

小林 堅治

村山 雄亮 信田 幸

石附 拓真 小菅 裕之 山田 裕士新保 尚志

杉崎 伸也 茅原 颯大 齋藤三千代

磯部 利行

１３名

総
　
　
　
　
　
　
　
　
会

理
　
　
　
　
事
　
　
　
会

唐澤 直秀 住川 鉄兵

A委員会 田辺 円香 荒井 宏幸 吉原 彰大 入山 雄太

伊藤 亮

２　０　２　２　年　度　組　織　

委員会 委員長 正会員 ４１名理事会員
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5.2022年度年間スケジュール
更新日： 2022/1/17

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月17日(月) 2月16日(水) 3月14日(月) 4月18日(月) 5月16日(月) 6月13日(月) 7月15日(金) 8月18日(木) 9月16日(金) 10月17日(月) 11月14日(月) 12月12日(月)

1月17日(月)

No. 委員会 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

協議・審議 実施 報告

3月20日

協議・審議 → 実施 報告

11月3日

協議 → 審議 → → → → → → 実施 報告

協議・審議 → → → → 実施 → → → → → 報告

実施 → → → → → → → → → → 報告

実施 → → → → → → → → → → 報告

A

② A カレー世界大会

事業内容

⑪ C ¥0

⑥ B ミス・アース新潟大会

ヘルプマークの啓発活動

⑨ C お仕事体験パーク

③ 千花×元気共同プロジェクト

にいがた元気プロジェクト　２０２２年度　年間スケジュール一覧

理事会・委員会

総会

⑤ B オレンジリボンたすきリレー

④ A キッズおうちづくり

① A 釣りロマン世界大会

備考 ※日付が入っているものは実施日が確定または実施済み

⑦ B SDGｓ関連事業

⑩ C (継続)学生向け職業講話 ¥0
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6.2021年度 活動報告①

学生向け職業講話

●2019年から継続で学生向けに職業に関する

講話を全２回、実施しました。

●今年度は、山ノ下中学校様・早通南小学校様で

実施しました。

●元気会員の方の、職業について説明しました。

●学生たちも熱心に講師の話に耳を傾け、

講師の方々も学生と交流することで、

新たな学びを得ることができました。
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7.2021年度 活動報告②

ミスアース・ジャパン新潟大会

●ミスアース新潟事務局様と協働関係になり、

大会運営のサポートをさせていただきました。

●元気会員が候補者向けの講義を開催したり、

大会当日は狐のお面をかぶったメンバーが登場しました！

●ファイナリストの皆様全員が輝いており

とても素敵な大会になりました！

●2022年度も開催予定です！

（2021年6月20日実施）
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8.2021年度 活動報告③

第1回釣りロマン世界大会

●港町、新潟で家族で楽しめる釣り大会を企画！

●第1回は豆アジを釣り、重量で競い合います。

●釣った魚は唐揚げや、BBQで楽しめ、

なんと水上バイク体験も！？

●2022年再チャレンジ予定！
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9.2021年度 活動報告④

SDGｓタグ教材化

●にいがたまるごとSDGｓ第２弾！

各学校にタグを提供し、SDGsを学ぶ教材として提供。

●今年度は柏崎東中学校様と新潟付属中学校様に

お渡ししました！

●クラウドファンディングやご協賛など

多くの賛同をいただき実施しました！

●学生さんがSDGsを身近に感じることができる

きっかけになりました。
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10.2021年度 活動報告⑤

オレンジリボンたすきリレー2021

●2019年から始まったオレンジリボンも

今回で3回目となりました！

●感染症対策を行い、参加者過去最多400名越え！

●児童虐待防止のシンボル、オレンジリボンそれを

たすきとして繋ぐことで、啓発活動を行います。

●2022年度も開催予定！

（2021年11月3日実施）
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11.2021年度 活動報告⑥

学生フリマ開催

●元気プロジェクト史上初の大学生考案の企画です！

●オレンジリボンたすきリレーと同日開催、

多くの来場者により大盛況でした！

●コロナ渦で対面で人とつながる機会を失った

大学生の活躍の場を提供することができました！
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12.202２年度 活動予定

・オレンジリボンたすきリレー2022

⇒4回目となるオレンジリボンたすきリレー、今年も開催予定！

・釣り大会

⇒昨年度のリベンジ！港町、新潟での釣り大会！

・ミス・アース・ジャパン新潟大会

⇒今年度も開催のサポートを行っていきます！

・カレー大会

⇒カレーを通じて、子供たちに食育を行います！

・千花イベント

⇒コロナ渦によるストレスから親子を、新潟を元気に！

••• 14


