
①広報活動…
　 ちらし、ポスター、のぼり旗などを制作・配付しています。

②「福祉のまちづくり絵画コンクール」の実施…
　「やさしさでつながる福祉（しあわせ）のまち」をテーマに
　 県内小学校からたくさんの応募がありました。 

●平成30年　No.815　毎月1日発行　1部　50円　発行　平成30年10月1日

No.81510
2 0 1 8 特別号
社会福祉しずおか10月号は特別号として
県内の中学生の皆さんにもお届けします。

福祉について考えよう
みなさんは10月20日の「県民福祉の日」を知っていますか？年に一度、みんなで福祉について考える
日です。静岡県では、全国に先駆け、なんと20年以上前の昭和63年から定められています。 

高齢者のひきこもり
防止のために
サロンでは椅子がなく、
高齢者が畳敷きに座るのは大変でした。
椅子をいただけたので、
安心してサロンに参加できます！

障害者の方が働く施設に
地域を回ってアルミ缶を回収しています。
荷物が落ちてしまう心配がなくなり、
安心して安全に
仕事ができるようになりました。

子どもたちが健やかに
育つように
新しい保育園に新しい遊具が
届きました！
みんなで楽しく遊んでいます。

“暮らし・安心・支え合い”福祉のまちづくり県民運動

共同募金に寄せられた寄付金を使って事業を行った福祉施設や団体から
寄付者のみなさんに喜びのメッセージをいただきました

〒420-8670 静岡市葵区駿府町1番70号　電話.054-254-5248　ＦＡＸ.054-251-7508　http://www.shizuoka-wel.jp
E-mail spcsw@shizuoka-wel.jp

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
編集発行

※本機関紙は皆さまの住民会費を充当し発行しております。

「県民福祉の日」を多くの人に知ってもらい健康福祉への関心を高めるため、様々な活動を展開しています。

みなさんは、
見たことがありますか？
街の中を探してみて

ください♪

入賞作品は
展示会が開催され、
福祉カレンダーに

なります。

●だんの
●らしの
●あわせ

ふ
く
し

ありがとうメッセージ

学校の福祉教育や、ボランティア活動などにも
赤い羽根共同募金は使われています。
福祉に興味を持つきっかけになったり、
やさしい心が育てられることを期待しています。

みなさんの福祉教育にも
使われています



静岡市葵区駿府町1-70　静岡県総合社会福祉会館内
電話：054-254-5212　 FAX：054-254-6400
県内の共同募金の使いみちや「ありがとうメッセージ」　http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/

社会福祉法人 静岡県共同募金会

今年で72回目を迎える「赤い羽根共同募金」は、ひとりひとりの「たすけあい運動」で、10月1日から
全国一斉に始まります。静岡県内で集まった募金は、「じぶんの町を良くするしくみ」として県内の様々
な“福祉”に使われます。どんなところに使われているのか、どうやったら募金活動に参加できるのか、
学んでみましょう！

「誰かのために」と思って募金をしたら、
じぶんの町のための募金でもありました。

町のみんなで集めた募金は、
じぶんの町を良くする活動に使われています。

共同募金の使いみち

全国で200万人の人がやさしさを集める募金活動に
参加して身近な福祉活動を支えています

じぶんの町を良くするしくみ。　 　　 　
　　　　　　　　　　　　　　　

1人で暮らしている
お年寄りの見守り活動に

1人で暮らしている
お年寄りの見守り活動に

災害時の
ボランティア活動を

支援するために

災害時の
ボランティア活動を

支援するために

障害者の方が
車いすに乗ったまま
車で外出できるように

障害者の方が
車いすに乗ったまま
車で外出できるように

子どもの健やかな
成長のために

子どもの健やかな
成長のために

こんな方法で募金活動に参加できます

１． お金を寄付する
いろいろな人がいろいろな場所で募金の呼びかけをしています。
みなさんが協力できる方法を選んで、寄付してみましょう！

２． 募金を呼び掛ける
近くの商店街やスーパーなど、人がたくさん集まる場所で、
募金箱を持って協力を呼びかけてみましょう！

３．寄付金が使われているイベントに参加する
みなさんが住んでいる地域で開催される夏休みボランティア体験等にも
共同募金が使われています。その他にも、普段できない経験や、新しい発
見があるかもしれないので参加してみましょう。

街頭募金

学校募金

戸別募金

法人・職域募金

社会貢献型
自動販売機

駅前やショッピングセンター前などで呼びかけしています

学校でみなさんに協力してもらう方法です

皆さんのおうちに募金ボランティアが訪問して呼びかけます

会社で働いている人たちが寄付します

飲料を買うと、自動的に赤い羽根共同募金に寄付される自
動販売機です。県内に約500台あるので探してみましょう!!

募金活動のご紹介

みなさんの町の共同募金活動については、各市町にある共同募金委員会（各市町社会福祉協議会内）までお問い合わせください

庵原こどもボランティア隊（静岡市）
い   はら

静岡市清水区の庵原地区に住んでいる小学生から高校生までの
隊員が10年以上に渡って募金の呼びかけを行っています。

こんな活動をしています

実際に活動してみてどうでしたか？？

10月に行われる地区の秋まつりで、庵原こどもボランティア隊とPTAや子ども
会役員などのサポート隊が、地域の方々へ募金の呼びかけを行っています。活動
前には隊長から共同募金運動についての話を聞き、「募金活動が自分の町の役
に立っている」ことを理解した上で活動にのぞんでいます。

私たちの活動によって集まった募金が、庵原地区の福祉のためにも使われていることを知って、とてもうれしく思い
ます。いつもお世話になっている庵原地区のために、もっとたくさんの人に気持ちよく募金をしてもらえるように、こ
れからも大きな声ではっきりと呼びかけをしていきたいです。     　静岡市立清水庵原中学校 2年 佐野かざり さんそのほか

　孤立を防ぐための子ども食堂の活動
　ひきこもり家族の支援活動
　難病患者、高齢者の外出支援活動
　虐待、自殺防止のための相談員養成事業　
　　　　　　　　　などにも使われています
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