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大垣社協

赤い羽根共同募金運動 が始まります

今年で7６回目となる赤い羽根共同募金運動が10月から全国一斉に
始まります！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・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。右のQRコードか
らご覧いただけます。皆さまのご協力をお願い
いたします。

共同募金のつかいみちは？
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。
例えば…

【ネット募金のQRコード】

令和４年度岐阜県共同募金会募金目標額
３６７，５１５，０００円

【ふれあい・いきいきサロン】

【わくわく！サマースクール】

令和４年度大垣市支会募金目標額
歳末たすけあい募金
５，３２３，０００円

【福祉体験学習】

▲

赤い羽根募金
１６，９７１，０００円

今年は３年ぶりに街
頭募金を行います。大
垣市長をはじめ、大垣
市連合自治会連絡協議
会の役員や大垣幼稚園
の園児の皆さんと一緒
に呼びかけます。下記
の日程で行いますの
で、お時間のある方は
ぜひお立ち寄りくださ
い。
日時：10月1日(土)
10:30～11:00
場所：アピタ東出入口
アクアウォーク
センターコート
東出入口

大垣2階アカデミア前
にて、大垣幼稚園園児
のぬり絵や大垣市で活
躍するボランティア団
体、共同募金会大垣市
支会の紹介パネルを展
示します。ぜひお越し
ください！

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。
←←←←←
詳細につい
てはコチラ
でご確認く
ださい。
←←←←←

【食事サービス】

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

昨年初登場した地域
限定バッジ。今年も新
作が登場します！一定
額以上の募金協力をい
ただいた方に大垣市オ
リジナルバッジを差し
上げます。ご協力くだ
さい！

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。
《設置予定場所》
○アクアウォーク大垣
○イオンタウン大垣
○イオンモール大垣
○マックスバリュ大垣
東店

【大人気！地域限定バッジ】

【協力店シール】

【昨年のパネル展の様子】

「初音ミク」と「バ
ンドリ！ガールズバン
ドパーティ！」はそれ
ぞれ赤い羽根共同募金
会とコラボしていま
す。昨年初登場したこ
の限定非売品グッズ
を、ご協力いただいた
【令和元年度街頭募金の様子】 募金額に応じて進呈し
ます。
10/1(土)～10/7(金)
(10時～14時)は、ア
10/1日(土)～10/7 クアウォーク2階アカデ
(金)、アクアウォーク ミア前にて、以降は総

【高齢者を囲む会】

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。

ありがとう

その一言で

あたたまる

遠藤

心夢(西小６年)

令和４年度社会福祉大会
福祉標語入選作品 小学生の部

あいさつは ちいきのみんなの エネルギー
髙橋

杏莉(南小２年)

地区社協活動のページ・社会福祉協議会からのお知らせ

ひとり親世帯の方を応援します！
～お楽しみイベントあり！みんなでごはんを食べよう～
ひとり親世帯の児童生徒等の皆さんに対して食事及び食料品等を提供し、
子育て世帯を応援することを目的に、カレーライス等の食事会を行います。
昨年は唐揚げ弁当をお渡しさせていただき、大変喜んでいただけました。
今年もボリューム満点の内容となっています。ぜひお申し込みください。
●とき
12月17日(土) 11時～14時
●ところ
大垣フォーラムホテル2階 旭光の間
●対象者
児童扶養手当受給家庭の親子
●内容
カレーライス等の食事会・お菓子詰
め合わせ配布・お楽しみイベント
●申込方法
電話または右のQRコードにて、
10月3日(月)9時以降にお申し込みく
ださい。

●その他
原則、食事は会場をご利用くださ
い。お持ち帰りも対応できますが、
その際、会場で予定しているお楽し
みイベントにはご参加いただけませ
ん。あらかじめご了承ください。
●共催：大垣東ライオンズクラブ
●申込・お問い合わせ先
地域のふくし相談課
TEL:0584-78-8182

社協会費へのご協力
ありがとうございました
令和４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４年度 総額

17,425,746 円 ( 令和４年 8 月 31 日現在 )

会 員
一般会員（自治会）

金 額（円）
件 数
491 自治会 14,752,550

賛助会員（法人・企業） 296 法人

1,733,196

75 施設

510,000

2 団体

430,000

施設会員
特別会員（団体）

※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。
【申込QRコード】 【ホームページ】 https://www.ogakishakyo.or.jp/
【かわなみ作業所へ】
株式会社川﨑重機
アイスクリーム432個

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)

ユニー㈱“小さな善
意で大きな愛の輪”
運動 アピタ大垣店
239,930円

林町7丁目北自治会
1,735円
3,000円
匿名
匿名
5,000円

大垣西濃信用金庫
500,000円

墨俣地区老人クラブ連合会
110,000円
マグダーツ1個
オセロ盤8台

令和４年度大垣市社会福祉大会を開催！
令和4年8月11日
(木・祝)、3年ぶりに大
垣市社会福祉大会が開
催されました。新型コ
ロナウイルス感染症予
防の観点から、入場者
数を制限しての開催と
なりました。
はじめに、社会福祉
功労者表彰が行われま
した。「社協だより7月
15日号」にも掲載させ
ていただいた個人・団
体が出席されました。
（自治会長15名、民生
児童委員51名、福祉推
進委員4名、老人福祉功
労団体2団体、老人福祉
功労者13名、児童福祉
功労者1名、身障福祉功
労者1名、福祉功労者3
名、民間社会福祉施設
役員2名、民間社会福祉
施設職員13名、社会福
祉協議会職員6名、高額
寄付1個人・15団体、
福祉標語入選7作品・佳
作20作品）各部門の代
表者へ大垣市社会福祉
協議会金森会長より、

表彰状が授与されまし
た。

【表彰の様子】
表彰のあと、サン
メッセ株式会社と大垣
市社会福祉協議会によ
るSDGs連携と協力に
関する包括協定締結の
披露を行いました。こ
の協定は、SDGsを通
じた活動推進と地域社
会の形成ならびに活性
化を図り、大垣の地域
貢献に資するための連
携と協力に関する包括
協定となります。

【協定の披露】
また、本会のSDGs

達成に向けた取り組み
も合わせて宣言されま
した。
記念講演では、
『SDGsと地域福祉活
動』と題して、サン
メッセ株式会社経営企
画室長の田中信康氏に
お話しいただきまし
た。

【記念講演の様子】
田中信康講師は、
『SDGsを共通言語と
して、どえらい出会い
をつくりたい』をモッ
トーに、企業の立場を
超えて「人に働きかけ
ること」「人と人をつ
なげること」に尽力さ
れています。本会も基
本理念『みんなでいい
まちつくろうよ』のも
とに、人と人をつな
げ、人に働きかけるこ

とを業務としており、
今回、社会福祉大会に
ご出席された地域の各
分野・場面でのご活躍
の皆さまも、役割は違
えど同じ思いのもとで
活動しておられます。
田中講師の熱のこもっ
たお話しに、うなずい
たりメモを取ったりし

ながら熱心に聴いてお
られました。
これまでの地域福祉
活動にSDGsの視点を
加えることで、さらに
背中を押されるよう
な、活動に重みを感じ
るような、熱を感じた
講演でした。

【大垣市社協SDGs宣言】

地いきの輪

困った時は
池田

助け合い
結衣(綾里小４年)

令和４年度社会福祉大会
福祉標語入選作品 小学生の部

うけとった

やさしさボール
近藤

きみにパス

奏(小野小３年)

ボランティア・市民活動・福祉教育のページ
この夏に行われた講座の様子をご紹介します
8月9日(火)、9名の
小学生が参加して開催
されました。午前はそ
れぞれが持ってきた宿
題や勉強をしました。
高校生のボランティア
にも教わりながら、少
し長い時間になりまし
たが、頑張って勉強し
ていました。

午後は、バランス
ボール講師「株式会社
フェライズ」の神華奈
(じんかな)氏にお越し
いただき、みんなで体
を動かしました。バラ
ンスボールは初めてと
いう子どもたちも、弾
むことをすぐに楽し
み、明るい表情になり
ました。「バランス
ボールでSDGsを学ぼ
う」ということで、
SDGsの17のゴールを
表したカラーボールに
それぞれ座り、「貧困

8月2日(火)、5名の
子が参加しました。
「手品なかよし会」の
方に講師をお願いし、
30種類以上のマジック
の中からやりたいもの
を選んで練習しまし
た。
午後から、オンライ
ンで墨俣デイサービスセ
ンターとつなぎ、利用者
の方に披露しました。
「オンラインだから
緊張しなかった」「た
くさんの人に笑っても
らえて嬉しかった」

「来年も参加したい」
といった嬉しいお声を
いただくことができま
した。

をなくそう」などの
ゴールに対し、自分に
何ができるかなどの意
見を出し合いました。
「食べ物を残さない」
など、子どもたちから
まっすぐな答えが聞か
れました。

8月5日(金)、8名の
子が参加しました。
「大垣市レクリエー
ション協会」の方に講
師をお願いしました。
まずは簡単な「剣」か
ら作り、「花」「犬」
とたくさんの種類を教
わりました。参加者同
士で助け合いながら、
風船が割れる恐怖と戦
いながら挑戦しまし
た。
午後からは、コロナ
前は保育園に行き、バ
ルーンの披露とプレゼ

緊急小口資金

総合支援資金

貸付上限額

20万円以内

単 身 世 帯：月15万円以内
二人世帯以上：月20万円以内

貸付期間

1回のみ

最大3か月

据置期間

1年以内

1年以内

償還期間

2年以内

10年以内

貸付利子・保証人

無利子・不要

無利子・不要

8月19日(金)、4名
の方が参加して開催し
ました。「岐阜県子ど
も家庭課」の永野氏よ
り、県内の子どもを取
り巻く状況等を話して
いただきました。次に
「岐阜県社会福祉協議
会」飯田氏より、子ど
もの居場所応援セン
ターの紹介をしていた
だきました。最後に、
「みんなの未来をつく
る会」の本田氏より、
活動発表をしていただ
きました。質疑応答を

通して理解を深めるこ
とができました。
8月25日(木)、実際
に「みんなの未来をつ
くる会」の見学を行い
ました。15名ほどの子
どもたちと一緒になっ
て楽しんで参加する姿
が見られました。

ントを行っていました
が、訪問できないため
今年はアクアウォーク
大垣にて一般の方にバ
ルーンをプレゼントし
ました。夏休みという
こともあり、小さい子
どもさんがたくさん集
まってきてくれまし
た。作ってほしいバ
ルーンを作って渡した
り、一緒になって作っ
たりと交流しながら過
ごしました。
「ありがとうと笑顔
で言ってもらえて、

やってよかった」「緊
張したけど楽しかっ
た」と言った感想が聞
かれました。
２日間の講座がきっ
かけで、ボランティア
に関心を持ち、ボラン
ティア活動をするきっ
かけになったらいいな
と感じています。

差別ない

未来を作るのは
三田

『ここからはじまる

自分たち
菜心(北中３年)

令和４年度社会福祉大会
福祉標語入選作品 中学生の部

ボランティアの輪』

支え合う

笑顔でつながる
柴田

地域の輪

南望(江並中２年)

と き １０月２９日（土）・３０日（日）

第３０回 福祉ふれあい
ボランティアフェスティバル

ところ 大垣市総合福祉会館及びその周辺
（大垣市馬場町１２４）

ビンゴゲームも
あるよ!

予約！

要電話

【予約申込先】
身体障害者福祉協会大垣支部
TEL：0584-75-5405まで

～地域で支え合う仕組み～『みんなで支え合いバンク』
「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糧支
援の仕組みです。次の皆様より、「みんなで支え合いバンク」にご協力いた
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)
金光教南大垣協会、三輪隆夫、大垣市社会福祉法人連携協議会、匿名8件
何かお尋ねのことがありましたら、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
← みんなで支え合いバン
← クの内容は、こちらか
大垣市社会福祉協議会 地域のふくし相談課
← らもご覧いただけます
TEL:0584-78-8182/0584-75-0014
有 料 広 告

【フェスティバルに関するお問い合わせ】
・岐阜県身体障害者福祉協会大垣支部
・大垣市ボランティア連絡協議会
・大垣市社会福祉協議会事務局
TEL：0584-78-8182

『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

■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

―

法務省

人権啓発キャッチコピー ―

「誰か」のこと じゃない。

ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

