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つながり　ささえあう　みんなの地域づくり
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大垣市ボランティア市

民活動支援センターマ

スコットキャラクター

大 垣 社 協 だ よ り

市社協だよりは皆さまの会費と共同募金の配分により発行しています。

赤い羽根共同募金報告 募金額合計 16,592,375円
(11月30日現在)

１２月１日
～３１日

令和４年度目標額
５,３２３,０００円

　10月1日にスタート

した赤い羽根共同募金

運動には、多くの皆さ

まにご協力いただき厚

くお礼申しあげます。

　集まった募金は、岐

阜県共同募金配分委員

会で検討し、社会福祉

協議会の各事業（食事

サービス、いきいきサ

ロン、福祉協力校支援

等）の他、市内の福祉

施設やNPO法人等の活

動に配分されます。

　募金にご協力いただ

いた皆さまは次のとお

りです。（敬称略）

【戸別募金】

474自治会

14,747,600円

【法人募金】

208法人

1,027,186円

【街頭募金】

（店舗・施設等に募金

箱を設置）  47,618円

【バッジ・カード募金】 

民生児童委員、各事業所、

歳末たすけあい募金は

地域の事業等に使われています！

昨年度　歳末友愛訪問の様子

『まちがいさがし』
　　　　　　やってみよう！

【応募要件】大垣市内在住の方。応募は
一人一回までです。
【応募方法】郵便はがきに、①まちがい
探しの答え (10 個 )②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢⑤電話番号⑥社協だよ
りの感想を記載の上、1 月 5 日 ( 木 )
までに下記住所までお送りください。
※当選者は、全問正解かつ①～⑥の全
てにお答えいただいた方の中から抽選
します。
※まちがいは全部で１０個。まちがい
探しの回答方法については、まちがい
部分の名称が違っていても正しい箇所
であれば正解とします。 〒503-0922　大垣市馬場町 124

大垣市社会福祉協議会「大垣社協だより広報担当」まで

　下図の「まちがいさがし」のまちがいを全て見つけ
てご応募いただいた正解者の中から抽選で 10 名様
に粗品をプレゼントします。

個人の皆さま

660,844円

【職域募金】

6件　　　　96,000円

【個人募金・その他】

イベント募金

9,000円

すぃとぴー　2,500円

匿名3件　　  6,627円

正解および当選者の発表は、1月 15日号社協だよりに掲載します。

【お問い合わせ】
　岐阜県共同募金会
　大垣市支会事務局
　TEL：0584-78-8182

善意の寄付を

ありがとう

善意の寄付を

ありがとう

　次の皆さまからご寄
付をいただきました。
ありがとうございまし
た。《9/1～11/25》
（順不同、敬称略）

三城日赤奉仕団
53,045円

静里かがやきクラブ連合会            
41,597円

カネボウ鐘麋会
51,492円

常葉会　　　　 7,500円
匿名　　　　　10,000円

【上石津デイサービスセ
ンターへ】
はやざき会計事務所

雑巾

【かわなみ作業所へ】
岐阜県製麺協同組合西
濃支部　　　

うどん（乾麺） 10kg
岡田　晃　  玄米 90kg
杉本　晋吾  玄米300kg
株式会社石繁　小川石
材店　　　　 30,000円



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。
―　法務省　人権啓発キャッチコピー　―

「誰か」のこと　じゃない。

傾聴ボランティア養成講座傾聴ボランティア養成講座受講生

募集

有　料　広　告

　相手としっかり向き合い、心で聴き、ありのま

まを受けとめる。そんな“心を癒す”お手伝いを

する「傾聴ボランティア」をしてみませんか？

●対象

　市内在住・在勤の傾

　聴ボランティア活動

　に興味のある方

　全講座受講できる方

●定員：30人(先着順)

●参加費用

　300円

　(材料代、保険代等)

●会場

　大垣市総合福祉会館

　(大垣市馬場町124)

●申込・お問い合わせ先

　下記QRコードもしく

　はお電話にてお申し

　込みください。

TEL:0584-78-8182

内 容

①

②

③

傾聴に
関する
講座

日にち 講 師
令和5年

1/20(金)

1/27(金)

2/3(金)

傾聴ボランティア
「みみの木」
早川　一枝氏

地域の福祉を
ささえる会

13:00
～

16:00

④
認知症に
関する
講座

2/8(水)

時 間

10:00
～

11:30

■アミカ大垣店
　岐阜県大垣市東町 2-90   ☎ 0584-73-5333

■アミカ大垣北店
　岐阜県大垣市林町 10-5   ☎ 0584-83-7377

『食』 『豊かさ』の本質を追究

総合食品商社

岐阜県大垣市浅草 2-66
☎ 0584-89-7777（代表）

http:/www.oomitsu.com

業務用食品スーパー

　大垣市社会福祉協議

会では、住民による高

齢者等の見守り活動を

推進しています。さら

に平成25年度から、地

域のさまざまな事業所

と見守り協定（70事業

所）を結び、安心して

暮らせるまちづくりに

ご協力いただいていま

す。

　事業所の皆さまが感

じた違和感や異変の連

絡が実際に人命の救助

につながった事案が起

　 関 心 を 持 た れ た 方

は、下記までぜひご連

絡ください。

【お問い合わせ先】

社会福祉法人

大垣市社会福祉協議会

（大垣市馬場町124）

TEL：0584-78-8182

FAX：0584-71-7533

mail：

chiiki@ogakishakyo.or.jp
【
事
業
所
一
覧
】

きています。事業所の

皆さまだからこそ気付

く視点に支えられて安

心・安全なまちづくり

につながっています。

　見守り協定事業所に

登録していただき、暮

らしやすい大垣市を一

緒に目指しませんか？

←申込み
←QRコード

【新たに見守り協定を

結んだ事業所】

○株式会社　スズケン

　大垣支店様

○株式会社　レクストワン様

　赤い羽根共同募金と
『僕のヒーローアカデミ
ア』がコラボした限定クリ
アファイルを、一定額
(300円以上)以上の募
金にご協力いただいた
方に進呈します。(総合福
祉会館にて平日月～金、
8:30～１７:15対応)
　このコラボをきっかけ
として、これからの未来
を支える若い世代の
方々をはじめとする多く
の方々に「赤い羽根共同
募金」に関心を持ってい
ただくこと、また住民同
士の支えあい活動を、若

い世代からも盛り上げ、
安心して暮らすことので
きる地域を目指すことを

目的として実施するもの
です。
※無くなり次第終了。

福祉標語入選作品　一般の部
令和４年度支え合い　寄り添う地域の　安心感

高橋　杏奈(大垣市直江町)

会、安養福祉会)
長松下町自治会
フジワカーサービス大垣店
匿名　　　　　　1４件

　次の皆さまより『みん
なで支え合いバンク』に
ご協力頂きました。あり
がとうございました。
《 9 / 1 ～ 1 1 / 3 0 》(順不
同、敬称略)

大垣市社会福祉法人連携
協議会(西美濃福祉会、大
垣市社会福祉事業団、静
風会、悠久会、大垣慈光
福祉会、杉和会、浄華福
祉会、あゆみの家、芽生
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