


昨年度皆様からお寄せ頂いた募金4,722,730円は、
以下のように活用させていただいています。
地域福祉推進のために ７１９，５００円
障害のある方のために ３０７，０００円
歳末たすけあいに ６７２，１２４円
全県域福祉の推進のために ６４４，０００円

おとしよりのために １，０５０，１０６円
子どもたちのために １，０９８，０００円
共同募金運動推進のために ２３２，０００円

おもな募金活動

街頭募金活動について

戸別募金‥地域の自治会を通じて各世帯にお願いする募金
法人募金‥法人及び事業所にお願いする募金
学校募金‥町内の保育園・小中学校・高等学校にお願いする募金
職域募金‥役場、団体、企業などで働いている方にお願いする募金
街頭募金‥町内の駅前やスーパーなどに立って行う募金
　　　　　　　

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、扶桑町町民体育
祭、ふそう町民まつりが中止となったため、同会場で実施して
いました街頭募金活動についても中止となります。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。

※上の写真は令和元年10月19日に
撮影したものです。

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールの入賞作品を
下記の日程から扶桑町社会福祉協議会のHP上にて掲載します。
◇掲載日：10月1日（木）～　
◇掲載場所：扶桑町社会福祉協議会HP
（URL：https://www.fuso-syakyo.com/）
なお、入賞作品は12月号本紙に掲載予定です。

扶桑町社会福祉協議会の
会員募集が始まります。

毎年7月に行われております、扶桑町社協会員募集を今年度は10月に行います。
今年度も駐在員の皆様にご協力をいただいて募集を行います。
今年度もご協力いただきますよう、お願いいたします。

会費の使途を一部ご紹介します！

会員の
種類と
年会費

児童・青少年福祉

ボランティア
扶桑町社会福祉協議会登録のボランティア
グループへの助成金や総合福祉センター等
でボランティアまつりを開催しています。

扶桑町内の小中学校（福祉協力校）向けに福祉実践教室を実施するための支
援や助成をします。障害がある当事者の方などに協力を得て障がい・福祉につ
いての理解を深める活動をしています。昨年度の福祉実践教室は、小学校：４
校、中学校：１校で８講座延べ995名(重複あり)の方が参加しました。

（令和2年8月31日現在　五十音順　敬称略）

※9月1日以降に納入いただきました法人につきましては、12月以降に掲載させていただきます。

5口
一般財団法人タイム技研社会貢献委員会
㈲吉田建設
3口
アイシン電気本店
㈱インデペンデントインキュベータ
㈲米正商店
㈲髙義自動車
扶桑自動車㈱
2口
㈲青山新聞店

（税）片山税務会計
㈱名古屋モウルド
1口
愛知北農協扶桑支店
㈱アイワ不動産
青山工業㈱
アサヒフォージ㈱
旭有機材㈱
あまの歯科クリニック
㈱一宮福祉サポート
伊藤建設㈱
江口医院

㈱江口商事
大垣共立銀行扶桑支店
大垣扶桑紡績㈱
からだ元気治療院 江南・扶桑・大口店
㈱キクチ商会
キューコーポレーション㈱
㈱キョーワテック
キヨネ企画㈲
㈲くらち
後藤事務所㈱
㈲サインデコ
㈲サカエスポーツ
㈱沢木設計事務所
沢木電機㈱
㈱サン・ゴトー
シオン㈱
㈱システム技研
十六銀行扶桑支店
(医)真善会 神尾外科
西洋フード・コンパスグループ㈱
大恵建築㈱
㈲高瀬新聞店
㈱中京クッキング

中部技研サービス
㈱長江電機
名古屋銀行扶桑支店
日本デコラックス㈱
㈲丹羽技研
㈱白帝社
㈱ハニダ
㈱ファンシーランド にぎりの徳兵衛扶桑店
㈲フジセイ工業
(公社)扶桑町シルバー人材センター
㈱ふそう特印
㈱防災エンジニアリング
マルイ呉服店本店
㈲丸恭オオウエ
㈲円和ホイスト
㈲溝口製作所
ムラセ印刷㈱
㈱名洲電機
㈱弥那
(医)山田整形外科
㈱ゆたか堂

扶桑町内に在住の1歳未満のお子さんに絵本をプレゼントしています。
対象の絵本から親御さんに2冊選んでいただいています。
昨年度は171名の方に絵本をお渡ししました。

相談事業
法律相談を実施しています。
昨年度は69件のご相談があ
りました。

普通会員
（一般世帯が対象）

1口 500円

賛助会員
（特に賛同いただける方が対象）

1口 1,000円

法人会員
（企業・事業所等が対象）

1口 3,000円
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義援金へのご協力ありがとうございます。 会えない中でも、地域の支え合いが
はぐくまれています！

ゆかた・バスローブ
こちらもお譲り下さい

フードドライブ ガーゼマスク災害により被害に遭われた方への義援金に対して、皆さ
まからたくさんの善意をお寄せいただき、大変ありがとう
ございました。
総合福祉センターに設置した義援金箱には、令和元年度
に 35，971円お寄せいただきました。

義援金は、義援金募集を行っている都道府県の被災状況に応じた
按分率に基づき各都道府県に送金し、被災者へ配布されます。

※受付期間は変更する場合がございます。

義援金の受付は、一部延長されました。
引き続きご協力のほどよろしくお願い致します。

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金 5,879円 受付終了

令和元年台風１９号災害義援金 20,554円 令和3年3月30日

平成２８年熊本地震災害義援金 9,538円 令和3年3月30日

名　称　 金額 受付期間

ご家庭で眠っている不要な食品を
提供してもらい、食に困っている
方々に提供する活動が全国的に広
がっています。
扶桑町でも66件のご寄附をいただ
き、78件にお渡しできました。
いただいたものはほぼお渡しし、現
在品薄状態ですので、引き続き
受け付けています。

子供服、高齢者用お
むつ、タオルなどを
いただけました。

（令和2年9月2日現在）

総合福祉センター3階の浴室利用者が、災害が
あったときすぐに逃げられるように、ゆかた・バ
スローブを集めています。
サイズは大人用・子ども用問いません。

生活困窮の方や、医療・福祉に活用いただ
くために寄附の呼びかけをしたところ、多く
の方からガーゼマスク、手作りマスク、不織
布マスクをいただきました！中には遠方よ
り寄附いただいたものや、現金もありまし
た。現金は全額、九州の豪雨災害義援金に
募金させていただきました。

寄附いただいたマスクの合計 1，４６７枚

ご協力ありがとうございました。
活動は続けてまいりますので、今後もよろしくお願いします。

ほかにも・・・

某 様 10,000 円
ご 氏 名 寄附内容

棚倉彦一・幸子 様

可児千穂 様某 様

某 様

Eトライ 様

手作りマスク

子供服5,000 円

５,000 円

2,000 円

ご 氏 名 寄附内容

ありがとう
　 ございました。

（社会福祉協議会へ　7月1日～8月31日・順不同） 連絡先：0587（93）4300 扶桑町社会福祉協議会
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ボランティア募集キャンペーン を実施しました！みんなでつくろう！
地域の支え合い座談会を

開催しました。

南山名・山那・小淵地区

高雄地区
ボランティアはじめませんか？

ひとつでも当てはまったら、
お気軽にご連絡下さい。

自宅↔病院などへ送迎する無償のボランティアです。
送迎する車は扶桑町社会福祉協議会の車です。

8月25日・２６日にイオンモール扶桑にてボランティア団体笑夢の方々と丹羽広域事
務組合水道部の方々と一緒にブースを出展しました。
当日は、70名ほどに募集しているボランティアのことや扶桑町社協のことを知ってい
ただくことができました。また、13名もの方がボランティアに登録してくれました！

移送ボランティア

こころに病を抱える方や心が疲れていると感じる方に寄り
添い、ありのままの気持ちを表現するお手伝いをするボラ
ンティアです。来年4月に開設される新事業です。
月に1回の勉強会を予定しています。

こころの居場所ボランティア

社協の事業に、ご自身の得意な分野で協力していただくボ
ランティアです。活動場所は主に総合福祉センター内です。

扶桑町社協・協力ボランティア

人と話すのが好き

運転が好き

手芸が好き

余暇を何かに役立てたい

園芸が好き

絵をかくのが好き

人の喜ぶ顔が見たい

こんな方はぜひ、どうぞ！

連絡先：0587（93）4300
　　　 扶桑町社会福祉協議会

扶桑町ボランティアだより
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添い、ありのままの気持ちを表現するお手伝いをするボラ
ンティアです。来年4月に開設される新事業です。
月に1回の勉強会を予定しています。

こころの居場所ボランティア

社協の事業に、ご自身の得意な分野で協力していただくボ
ランティアです。活動場所は主に総合福祉センター内です。

扶桑町社協・協力ボランティア

人と話すのが好き

運転が好き

手芸が好き

余暇を何かに役立てたい

園芸が好き

絵をかくのが好き

人の喜ぶ顔が見たい

こんな方はぜひ、どうぞ！

連絡先：0587（93）4300
　　　 扶桑町社会福祉協議会

扶桑町ボランティアだより



午前10時～午後5時
扶桑町総合福祉センター 3階 おもちゃ図書館
3歳位（保育園等入園前）までのお子様と保護者の方

■編集・発行／社会福祉法人扶桑町社会福祉協議会
〒480-0104 扶桑町大字斎藤字榎230番地
　　　　 （扶桑町総合福祉センター内）
TEL（0587）93-4300  　FAX（0587）93-4349

ご利用ください

・

食事サービス

赤ちゃん絵本プレゼント

心配ごと相談 ※予約ができます。
予約された方を優先と
させていただきます。

10月2日（金）・16日（金）・11月6日（金）・20日（金）

※予約（10月分は10月1日から、11
月分は11月2日から）が必要です。
初めての方を優先させていただきます。

法律相談

おもちゃ図書館

「声の広報」

2020年10月号

141
※新型コロナウイルスの影響により、
１１月末まで中止となりました。
１２月以降につきましては現在未定です。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合が
ございます。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合が
ございます。

利用を中止
しています。

お祝いごとや香典のお返しを扶桑町の福祉のためにご
検討ください。
ご寄附いただきました方には、本会会長名を入れた礼
状をご用意させていただきます。

慶弔のお返しの一部を
まちの福祉のために

役立てていただけませんか

午後1時30分～4時30分
扶桑町総合福祉センター ２階 相談室

10月26日（月）・11月24日（火）
午後1時30分～4時30分
扶桑町総合福祉センター ２階 相談室

令和２年度目標額


