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赤い羽根協賛
児童生徒作品コンクール
津島市共同募金委員会最優秀賞

神守小 3年 栗山美紀

蛭間小 6年 岩本彩音

暁中 1年 日沖なな

神島田小 4年 成田ひかる

南小 5年 伊藤さゆり

藤浪中 3年 薄田七海

天王中 2年 佐藤圭江

北小 5年 加藤愛理

南小 6年 渡邉実来

高台寺小 4年 猪飼真子

東小 2年 久納里帆

神守中 2年 二村友海天王中 2年 梅田直暉

西小 1年 矢尾ともか
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　本年度も7月1日から市民の皆さま及び各事業所にお願いをさせていただきました社会福祉協議会会員の加入につ
きまして、ご協力いただき誠にありがとうございました。皆さまのご理解のもとお寄せいただきました会費は、結
婚相談・法律相談・心配ごと相談の相談事業や車いす・特殊寝台の貸出の日常生活用具貸出事業などに有効に活用
させていただきます。
　また、今回の会員募集にあたり各町内の民生委員、嘱託員さんをはじめ関係者の方々には大変なご尽力いただき
ましたことを深く感謝申し上げます。今後とも地域福祉の推進に向け一層努力してまいりますので、皆さまの変わ
らぬご理解とご協力をお願いいたします。

平成23年度
会員加入実績

15,222件

一般会員

協力会員

法人会員5,861,300円

14,971件

185件

66件

5,065,300円

513,000円

283,000円

〈実績内訳〉 （平成23年8月31日現在）

安達　昭子
宇都宮英輔
大口　忠郎
大橋　貞子
大橋　重紀
小川　正二
合名会社カネデン

近藤　正巳
榊原　昭治
三和テクノ株式会社
首藤　　堅
積木材木店
長谷川　満
八村屋呉服店（株）

不宗園
水谷　　尚
水野　英雄
山本　保子
津島市幹部親睦会

藍や
（株）朝本組
安藤病院
一期一会（株）
ウメキト－ヨ－住器（株）
（有）大橋工務店
かきみ司法書士法人
（有）片岡トラベル
神守保育園
唐臼保育園
共生会
（社）高久会
（資）糀屋
（株）近藤シールマシン製造所

（株）ゴトウ医科器械
サトマサ株式会社
昭和牛乳株式会社
しらさぎ福祉園
有限会社　しろやま典礼
株式会社　新栄商事
（有）末広屋
杉浦エンジニアリング
株式会社　清芳屋
中部電力株式会社　津島営業所
津島銀行協会
津島建設業協会
東海労働金庫　津島支店
（株）トモフュ－チャ－

（有）ながさき
長崎屋
野田塾
有限会社　ハーフウェイ
ハウス天王　リハケア天王
萬代特殊合板株式会社
有限会社　ヒラノ板金工業
福岡建設（株）
（株）宝照
（株）星野建築工房
名西警備保障株式会社

協力会員
（順不同・敬称略）

※了承を得た方
　のみを掲載し
　ています。

（順不同・敬称略）

※了承を得た方
　のみを掲載し
　ています。

法人会員

b日　時　毎月第1、第3火曜日　午後1時～4時
b場　所　津島市総合保健福祉センター　2階　市民相談室
b対　象　市内在住、在勤の方
b定　員　１日6人（定員になり次第締め切り）
b申込み　事前予約制　社会福祉協議会（25－8411）まで、
　　　　　電話または直接窓口にて予約をお願いします。
　　　　　相談日は24－3456へ

法律相談事業 第33回
津島市社会福祉大会　皆さまの生活上で法律知識が必要な相談にお応えするため、

社会福祉協議会では、弁護士による法律相談を行っています。

b日　時　12月4日（日）
　　　　　午前10時から正午まで
b会　場　津島市文化会館小ホール
b入場料　無料
　詳しくは11月の「市政のひろば」を
　ご覧ください。



津津島市
の赤い羽根共同募金津島市
の赤い羽根共同募金津島市
の赤い羽根共同募金10/1～12/31
地域の福祉、みんなで参加
赤い羽根募金でおなじみの共同募金運動は、

皆さまに支えられて、今年、65回目を迎えました。

地域福祉推進のため（20.7％）
ボランティア育成、ふれあい菜園、
社会福祉大会、福祉だより発行等

児童・青少年のため（26.9％）
おもちゃ図書館運営、母と子の社会見学、
福祉実践教室、ふれあい子ども音楽会等

障がい者福祉のため（4.6％）
障がい者激励事業、
障がい者福祉団体助成等

歳末たすけあいのため（18％）
初春の宴、
ふれあい子どもお楽しみ会等

県全域の福祉のため（13.7％）
共同募金運動推進のため（4.2％）

高齢者福祉のため（11.9％）
ひとり暮らし老人各種事業、
老人クラブ助成等

　各町内の民生委員、嘱託員、班長さん、各学校や福祉団体などの方々にご協力いただき、「住民相互のたすけあい」の
心で共同募金運動を実施します。
　平成22年度は総額9,066,258円のご協力をいただき、少子・高齢化への対応や障がい者支援を中心とした福祉のま
ちづくりのため、上記のように役立てられています。
　このような趣旨をご理解いただき、皆さまのあたたかい思いやりを募金にお寄せいただきますようお願い申し上
げます。

赤い羽根
協賛 児 童 生 徒 作児 童 生 徒 作 品コンクール品コンクール児 童 生 徒 作児 童 生 徒 作 品コンクール品コンクール児 童 生 徒 作 品コンクール

津 島 市 共 同 募 金 委 員 会 最 優 秀 賞（敬称略・順不同）

赤い羽根
（ポスターの部）

赤い羽根（書道の部）

　赤い羽根共同募金の意識向上を目的として、市内小・中学生を対象に、書道・ポスターの作品を募集したところ、
4,734点の応募をいただきました。そのうち、各学校から推薦された作品の中から、津島市共同募金委員会最優秀賞・
優秀賞を決定し、最優秀賞に選ばれた作品を愛知県共同募金会へ推薦させていただきました。
　また、12月4日（日）の第33回 津島市社会福祉大会にて最優秀賞を表彰し、最優秀賞・優秀賞を展示する予定です。

お問い合わせはこちら

津島市共同募金委員会
〒496-0863　津島市上之町1丁目60番地
@（0567）24-0654　FAX（0567）25-8411

栗山　美紀（神守小 3年）　　成田ひかる（神島田小 4年）
伊藤さゆり（南　小 5年）　　岩本　彩音（蛭間小 6年）
日沖　なな（暁　中 1年）　　佐藤　圭江（天王中 2年）
薄田　七海（藤浪中 3年）
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矢尾ともか（西　小 1年）　　久納　里帆（東　小 2年） 
猪飼　真子(高台寺小 4年)　　加藤　愛理（北　小 5年)
渡邉　実来(南　小 6年)　　梅田　直暉（天王中 2年）
二村　友海（神守中 2年）
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ボランティアボランティア相談受付中相談受付中ボランティア相談受付中
　ボランティア活動をしたい方、ボランティアを
受け入れたい方へボランティアコーディネーター「つ
みきの会」がアドバイスいたします。
 お気軽にご相談ください。
◎場　　所　津島市総合保健福祉センター内
　　　　　　２階世代間交流室
◎開催日時　毎月第２・４火曜日
 　　　　　　午前９時30分～午前11時30分

　ボランティア活動中のもしもの事故に備えてボ
ランティア活動保険にご加入ください。
　ボランティア自身がボランティア活動中にけが
をした場合の「傷害」と第三者に損害を与えた場
合の「賠償責任」をセットにした保険です。
　被災地でのボランティア活動をされる方はお近
くの社会福祉協議会で保険の加入をお願いします。
　天災プランは特約が付帯され、地震・津波等に
伴って生じた事故も補償の対象となっております。
　　b基本プラン（250円～350円）
　　b天災プラン（330円～470円）
　ご希望の方は、社会福祉協議会の窓口でお申し
込みください。

ボランティア活動保険に
ご加入ください

65歳以上の方を対象に、つしま＊げんきボランティア
（介護支援ボランティア）を募集しています。
 活動に応じてポイントが支給され、そのポイントをボ
ランティアへ還元していくものです。ボランティア活
動に関心のある方や、ボランティアの受け入れを希望
している施設の方等は、ぜひご連絡ください。
◎募集対象　ボランティア（市内在住の65歳以上の方）
　　　　　　施設（市内の社会福祉施設等）
◎活動内容　受入施設等で行うボランティア活動
　　　　　　（イベントのお手伝い等）
◎申し込み　ボランティア登録・受入施設等登録・地
　　　　　　域振興券取扱店申込は、社会福祉協議会
　　　　　　へ（@25－8411）

つしま●げんきボランティアをはじめませんかつしま●げんきボランティアをはじめませんかつしま●げんきボランティアをはじめませんかつしま●げんきボランティアをはじめませんかつしま　げんきボランティアをはじめませんか

　「♪やなぎさくらを　こきまぜて　桃の名所の～」
津島市立天王中学校の校歌です。津島市立天王中
学校の生徒20人が、8月4日・5日・8日・9日の4日間
に分かれて津島市老人デイサービスセンターで福
祉体験をしました。
レクリエーションの時間
では、各グループで考え
たゲームやリコーダーの
演奏などをし、利用者と
ふれあっていました。
　利用者の方々と中学生の笑い声が響き、チーム
戦でのゲームは白熱していました。中学生が緊張
しながら熱心に取り組んでいる場面は、とてもほ
ほえましく感じられました。しかしながら、歌を
歌うにも選曲が難しく、世代のギャップを感じた
生徒もいたのではないでしょうか。最後に、天王
中学校の校歌を歌って福祉体験を締めくくってく
れました。この経験を通して、高齢者福祉だけで
はなく、福祉全般にも興味を持っていただけたら
いいなと思っています。またこれからもたくさん
の貴重な体験をしてくださいね。お疲れさまでした。

青少年ボランティア

　 　 　 　 　 寄 付 物 品
　富士観光（有）コンコルド880
　　　愛西日比野駅前‥‥‥‥‥お菓子１箱 

善意をありがとう

ふれあい子ども音楽会

◎帽子又はヘルメット
◎マスク（防塵マスクがお勧めです。）
◎ゴーグル（コンタクト使用者は必須です。）
◎手袋（軍手もしくは防水の手袋。）
◎動きやすい靴又は長靴（小さな切り傷から土壌
　中に含まれる菌が入り込み破傷風になる危険が
　あります。底に鉄板が入った安全靴や長靴がお
　勧めです。）
b保険証（コピー）b運転免許証b必要最低限のお金
安全のため、長袖・長ズボンでの作業になります。
熱中症になる危険もあるので、水分補給は忘れずにé

ボランティアの際には、ボランティア活動保険の加
入をお勧めします。

災害ボランティアの

 　　活動をするときの装備 Vol.1

　8月20日（土）にふれ
あい子ども音楽会が開
催され、たくさんの親子
の参加がありました。
　子どもたちも舞台に
上がり、音楽に合わせて
一緒に歌ったり踊った
りとても楽しそうでした。マジックも披露され、
会場内には驚きの声が広がりました。１時間のシ
ョーでしたが、とても楽しいひとときを過ごせた
のではないでしょうか。来年もまた同時期に企画
いたしますので、多数の参加をお待ちしております。


