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共同募金運動は今年で74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。

共同募金キャラクター
愛ちゃん＆希望くん

『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・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。
ネット募金のURLは
コチラ→

募集内容を一部変更

共同募金のつかいみちは？

むすぶプロジェクト（食料品）募集しています
コロナ禍で生活に関するご相談が増えています。相談支援
の一助として、相談者の方へ食料品を提供しています。
・インスタント食品 ・缶詰 ・レトルト食品
・カップ麺 等 賞味期限まで3か月以上のもの
《5/28 ～ 8/31》延 1,476 点の食料品をご協力
いただきました。ありがとうございます。

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。
地域福祉活動の例
・ふれあいいきいきサロン
・食事サービス
・高齢者を囲む会
・歳末友愛訪問 等

大垣共立銀行

ご協力いただいた方（初回の方のみ掲載）《7/1 ～ 8/31》
岐阜県園芸福祉協会西濃支部・AES
英会話 ホン友紀・桐ケ崎町自治会・
エーエムアール（株）江崎孝行・駅前
接骨はりきゅう治療院くまのて・若
槻美保・大垣共立銀行システム部 /
事務管理部・匿名 8 件 （敬称略）

歳末たすけあい募金
５，００８，０００円

ふれあい・
いきいきサロン

▲

大垣社協

赤い羽根募金
１６，９３８，０００円

マスクや消毒液等の物資の不足を補い、必要とする方へつな
げるプロジェクトです。 ※サージカルマスクのみ募集継続。
手づくりマスク・マスク材料 / 作り手・フェイスガード・防護服・エタノー
ル消毒液 / 消毒ジェル・アルコール綿の募集は終了しました。

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。
《7/1～8/31》(順不同、敬称略)

行

令和２年度大垣市支会募金目標額
２１，９４６，０００円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて・・・
「人と人とをむすぶ」活動に
多くのご協力をいただきました

善意の寄付をありがとう

発

令和２年度岐阜県共同募金会募金目標額
３７０，８９３，０００円

赤い羽根
共同募金
運動

むすぶプロジェクト

集

ホーム
ページ

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

令和２年９月１５日号

お問合せは

マスクの宅配便
「ありがとう！助かったわ」の声

岐阜県共同募金会
大垣市支会事務局
☎７８ー８１８２

市内在住の65歳以上ひとり暮らしの方
で希望される方に、ご寄付いただいた手
作りマスクをお届けしました。
楽しい脳トレ問題も同封して、86名の
方にお届けしました。

匿名
300,000円
【かわなみ作業所へ】
かわなみ作業所父母の会
動アピタ大垣店
28,069円
29,000 円
10,000円 株式会社川﨑重機
大垣友の会
匿名
3,000円
アイスクリーム 462 個
ユニー株式会社“小さな
善意で大きな愛の輪”運

災害義援金募集中

次のとおり災害義援金を募集しています。義援金は、各県が設置する
義援金配分委員会等を通じ、被災地へ配分されます。

・令和 2 年 7 月豪雨災害義援金
( 熊本県・福岡県・佐賀県・大分県・鹿児島県・長野県・島根県・山形県・岐阜県 )
・令和元年台風第 19 号災害義援金 ( 中央募金会・宮城県・福島県・長野県 )
・平成 30 年 7 月豪雨災害義援金 ( 岡山県・広島県・愛媛県 )
・平成 28 年熊本地震義援金
※詳細は大垣社協ホームページをご確認ください
【ホームページ】https://www.ogakishakyo.or.jp/
【問い合せ先】
岐阜県共同募金会大垣市支会事務局
大垣市総合福祉会館内
大垣市馬場町 124 ℡ 78-818２

令和２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２年度 総額

17，
541，
125 円 ( 令和 2 年 8 月 31 日現在 )

会 員
一般会員（自治会）

金 額（円）
件 数
493 自治会 14,747,840

賛助会員（法人・企業） 335 法人

1,846,785

施設会員

79 施設

516,500

特別会員（団体）

2 団体

430,000

※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/

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。

令和２年度

君の手が だれかを支える やさしさに
無藤

集

職員募

福祉標語入選作品

どうしてる 気にかけ声かけ 支え合おう

大弥(日新小３年)

高橋

あなたといっしょに働きたい！！
私たちと、社協でお仕事しませんか？

●通所介護事業（上石津）看護職員（パート）
●通所介護事業（上石津・墨俣・青野）
介護職員（パート）
●かわなみ作業所 支援員（パート）
●かわなみホーム 世話人（パート）
●介護支援専門員（パート）
●訪問看護事業 看護師（パート）

【ホームページ】

集

新規募

℡ 75-3101

大垣社協では、社協だより・社協ホームページに掲
載する広告を募集します。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Ｐ
Ｒと地域貢献を兼ねた取組みをぜひご検討ください。
●応募要件：本会会員であり、市内に事業所がある民
間企業・事業主・施設等
●広告の規格・掲載料
ホームページは１区画 3,000 円 ( 消費税抜 ) ／月、
社協だよりは１区画 3,000 円 ( 消費税抜 ) ／号
社協だより年６回発行。
※詳細は社協ホームページをご覧いただくか、下記ま
でお問い合せください。
【問い合せ先】大垣市社会福祉協議会 ℡ 78-8182
info@ogakishakyo.or.jp

研修ル

ポ

愛斗(宇留生小３年)

ティア
ボラン 集
募

使用済み
切手

社協だより・ホームページに
広告を掲載しませんか？

大垣社協

近澤

切手のまわりを5㎜～1㎝
程度(正確でなくても構い
ません)の余白を残し、封
筒やはがきごと切り取る作
業です。

大垣社協

【ホームページ】

ぼくの手も 役にたつかな いつの日か

凪咲(川並小５年)

大垣社協では、使用済み切手を集めています。集
められた切手は換金され福祉活動に活かされてい
ます。使用済み切手の四辺をカットし、整理してい
ただけるボランティアを募集します。
●自宅での作業となります。総合福祉会館まで使用
済み切手を取りに来ていただき、整理後、納めてい
ただける方に限ります。
●作業量・納期に決まりはありません。ご自宅でご
自分のペースでボランティアをしていただけます。

※詳細はホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合せください。
【問い合せ先】大垣市社会福祉協議会

小学生の部

福祉会館での
整理作業の様子

※詳細は下記までお問い合せください。
【問い合せ先】大垣市社会福祉協議会

℡ 78-8182

使用済み切手・テレホンカードも
引き続き募集しています
使用済み切手は、どんな切手でも受け付けていま
す。切手のまわりを5㎜～1㎝程度(正確でなくて
も構いません)の余白を残し、封筒やはがきごと切
り取ってください。
●大垣市総合福祉会館(大垣市馬場町124)までお
持ちいただくか、郵送等にて送付をお願いいたし
ます。

『まちがいさがし』
やってみよう！

夏休みのひととき、充実した時間となりました。
８/4( 火 )、大垣市総
合福祉会館にてわくわ
く！サマーチャレンジ
IN 大垣社協が開催され
ました。小学 1 年生～
６年生の 10 名の児童
が参加し、感染予防を
十分に行った上で研修
を行いました。
防災支援ネットワー
クの皆さんから防災に
ついて学びました。

避難所で役立つ
ダンボールベッドを作る
体験の様子

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。
【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 (６個 )②住所
③氏名④年齢⑤電話番号⑥社協だより
の感想 を記載の上、10 月 15 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６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。
正解および当選者の発表は市社協
ホームページにて、10 月 30 日 ( 金 )
に掲載します。また、12 月 15 日号社協
だよりにも掲載します。

ダンボールベッドの強度
も体験できました
筋交いの重要性を工作
キットで学ぶ様子

防災食 ( アルファ化
米 ) の試食もでき、学び
の一日となりました。

―

法務省

また、自主学習時間に
は、学生ボランティアの
見守りのもと夏休みの
宿題を取り組みました。
「学んだことを家族に
も伝えたい」という感想
もありました。
今後も子どもさんを
対象としたイベントや
研修などを計画してい
きたいと思います。

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）

〒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
ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

