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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。
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令和３年度大垣市支会募金目標額

令和３年度岐阜県共同募金会募金目標額

　共同募金運動は今年で75回目！赤い羽根は、たすけあい・思いや

り・しあわせのシンボルです。『戸別募金』は、自治会を通じて赤い羽
根募金と歳末たすけあい募金を合わせてお願いしております。『法人募
金』は、市内に事業所のある法人各社へご依頼しております。職員・

社会福祉施設・社会福祉団体・住民参加サービス団体・NPO 団体・
地域の福祉(社会福祉協議会事業費)等の活動に使われています。

赤い羽根募金 歳末たすけあい募金

１７，１２４，０００円 ５，１６２，０００円

３６４，５１０，０００円

２２，２８６，０００円

共同募金のつかいみちは？

社協会費へのご協力
ありがとうございました

　令和３年度の会費納入につきましては、自治会を通
じて住民の皆さまからご納入いただきました。多くの
事業所の皆さまにも、会費納入にご賛同いただきまし
た。ありがとうございました。

【社協会費の使い道】
　地域福祉活動(地区社協事業・見守り活動・研修等)、市
社協事業(社協だより・各種情報誌の発行等)、ボランティ
ア支援活動に使われています。

令和３年度 総額  　17,416,060 円 ( 令和３年 8 月 31 日現在 )

※ご協力いただきました賛助会員・施設会員・特別会  
員をホームページにて公開させていただいています。
【ホームページ】 https://www.ogakishakyo.or.jp/

会　　員

一般会員（自治会）

賛助会員（法人・企業）

施設会員

特別会員（団体）

件　数

490自治会

307 法人

70 施設

2団体

金 額（円）

14,720,100

1,791,070

474,890

430,000

共同募金キャラクター
愛ちゃん＆希望くん

　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。

《7/2～8/31》(順不同、敬称略)
ユニー株式会社“小さな
善意でおおきな愛の輪”
運動アピタ大垣店　 

185,514円
室村町2丁目の1第5班

13,546円
匿名                 1,000円
焼肉てっちゃん

ウルトラライト手袋

大垣西濃信用金庫笠縫支店
500,000 円

←←←←←←
ネット募金の
URLはコチラ
←←←←←←

　多くの方に「赤い羽
根」の運動を知ってい
ただくため、スーパー
や公共施設のご協力の
もと、募金箱を設置し
ます。運動の趣旨であ
る「大垣市を良くする
ために」に、少しでも
多くの方に共感いただ
けたら幸いです。
　また、新たに募金箱
設置にご協力いただけ

る店舗や企業等があり
ましたら、事務局まで
ご連絡ください。

〈設置予定の募金箱〉

10/1(金)～10/8(金)、
アクアウォーク大垣2階
アカデミア前にて、大
垣市で活動するボラン
ティア団体と、共同募
金会大垣市支会のパネ
ル展示を開催します。
大垣幼稚園児のぬりえ

「初音ミク」と「バ
ンドリ！ガールズバン
ドパーティー」はそれ
ぞれ、赤い羽根共同
募金会とコラボして
います。今回この限
定非売品グッズを、
ご協力いただいた募
金額に応じて進呈し
ます。
　10/1(金)～10/8(金)
(9時30分～14時)
は、アクアウォーク2階

アカデミア前にて、
以降は総合福祉会館
にてお渡しします。
※無くなり次第、終
了となります。
※平日のみの対応と
なります。

©BDP ©CraftEgg ©BUSHI

ひとりひとりのやさしさが
あなたの住む町を　もっとやさしくする

展示もありますので、
ぜひお越しください。

従業員の皆さまによびかける『職域募
金』、バッジや図書カード・クオカードを媒
体とした『資材募金』、withコロナで接触を伴
わない新しい募金方法『ネット募金』もありま
す。皆さまのご協力をお願いいたします。

その他詳しくは下記まで
お問い合わせください。

【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

【食事サービス】 【ふれあい・いきいきサロン】

【わくわくサマーチャレンジ
IN大垣社協】

【高齢者を囲む会】

【福祉体験学習】

詳細についてはコチラで
ご確認ください。

【愛ちゃん＆希望くんのぬりえ】

クリアファイルＡ（R_pro_09 さん）

ピンバッジ（またたび団子 さん）



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

気づこうよ　だれかのちいさな　こまりごと
石坂　陽大(安井小５年)

あいさつは　みんなをつなげる　あいことば
近藤　絢音(西小６年)

マスクでも　目と目で笑顔　伝わるよ
伊藤　麻央(赤坂小５年)

福祉標語入選作品　小学生の部令和３年度

※詳細はホームページをご覧いただくか、

下記までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

　大垣市社会福祉協議会　経営企画課

　TEL:(0584)75-3101

【ホームページ】

　https://www.ogakishakyo.or.jp/

●かわなみホーム　スタッフ(パート)

●上石津デイサービスセンター　

　　　　看護職・介護職員(パート)

●墨俣デイサービスセンター

　　　　看護職・介護職員(パート)

●福祉の館　デイサービス青野

　　　　看護職・介護職員(パート)

●介護支援専門員(非常勤職員)

私たちといっしょに働きませんか？

大垣社協

―　法務省　人権啓発キャッチコピー　―

「誰か」のこと　じゃない。
（「東京2020公認　人権啓発キャッチコピーコンテスト」最優秀作品）

有　料　広　告

■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

社協だより・ホームページ広告募集中
●応募要件　社協会員で、市内に事業所のある民間企業・事業主・施設等

●広告の規格
　及び掲載料

ホームページ１区画 3,300 円 ( 税込 )／月
社協だより１区画 3,300 円 ( 税込 )／号
（社協だより年６回発行）

広告収入は、住みやすいまちづくりのための財源として役立てられ
ます。企業ＰＲと地域貢献を兼ねた取組みをぜひご検討ください。
※詳細はホームページをご覧いただくか、下記までお問合せください。 
問合せ先　大垣市社会福祉協議会　TEL78-8182
　　　　　ホームページ　https://www.ogakishakyo.or.jp/

お手持ちのスマートフォンで、右のＱＲコ
ードを読み取っていただき、社協だよりを
ご覧になったあなたのご意見・ご感想をお
聞かせください！

10月23日(土)～24日(日)に予定されてい
ました、『福祉ふれあいボランティアフェ
スティバル』は開催を見合わせることにな
りました。

研修ルポ

　８/6(金)、大垣市総
合福祉会館にて小学1年
生～６年生の9名の児童
が参加しました。
　午前は夏休みの宿題
をやったり、手づくり
のビンゴゲームをして
楽しみました。
　午後は防災支援ネッ
ト ワ ー ク の 皆 さ ん か
ら、水害や建物の耐震
について学びました。

　8/3(火)、4(水)の2日

間で開催されました。

　8/3(火)は小学生から

高校生の18人が参加

し、手品なかよし会の方

からマジックを教わりま

した。覚えたマジックは

オンラインで墨俣デイ

サービスセンターへ配信

しました。

　8/4(水)は20人が参

加し、大垣市レクリエー

ション協会の方からバ

ルーンアートを教わりま

した。

　この講座がきっかけ

で、ボランティアに興

味・関心を持ってくれる

子が増えるといいなと

思っています。

　『みんなで支え合い
バンク』は、生活に困
窮する方をお互いに支
え合う食料支援の仕組
みです。市社協では、
食料品等を提供してい
ただける個人・企業・
法人さまを募集してい
ます。
【募集している品物】
・缶詰

・カップ麺
・インスタント食品
・フリーズドライ食品等
※賞味期限が1か月以
上あるもの。
※期限内に対象者が
なかった場合は、市
社協の判断で処分する

ことにご理解いただ
けるもの。
　

　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。
《6/15～8/31》(順不同、敬称略)
宮脇明美、早野三鈴、
大垣共立銀行営業支援
部、日新地区民生児童
委員協議会、川並地区
主任児童委員、大垣東
ライオンズクラブ、匿
名11件
　何かお尋ねのことが
ありましたら、下記ま
でお問合せ下さい。
【お問い合わせ先】
総合福祉会館2階
総合相談支援課
TEL:(0584)75-0014

　大垣東ライオンズクラブ
様から支え合いバンクへ、
インスタント食品やカップ
麺等、たくさんのご協力を
いただきました。ありがと
うございます！

　今回、「みんなで支
え合いバンク（右記事
参照)」の事業に賛同
いただける法人の皆さ
まの施設等に「フード
サポートボックス」を
設置し、食糧支援を通
じて、地域とつながる
新たな支え合いの形と
して活動することにな
りました。

　大垣市では、社会福
祉法人が地域の福祉課
題の解決に向けてでき
る方法を考え、地域で
顔の見える関係づくり
を進めるため、社会福
祉法人が協力しながら
事業展開できるよう、
「大垣市社会福祉法人
連携協議会」を組織化
しています。

　法人の皆さん
が手を取り合い
「自分たちにで
きることから始
めてみる」の精
神で地域の絆を
育んでいます。
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