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ひだまり

運動が始まります
赤い羽根共同募金
運動期間

10月１日
▼

12月31日

赤い羽根共同募金は、
｢じぶんの町をよくするしくみ｡｣です
今年も、赤い羽根共同募金運動が始まります。お寄せいただいた募金は、静
岡県全体で集約され、災害対策募金等を除いた後、御殿場市の地域福祉のため
に助成を受けます。
昨年の実績は、御殿場市の募金総額として約979万円をお寄せいただきまし
た。
一方、県共同募金会から助成を受けた金額は、市社会福祉協議会が地域福祉
を推進する事業に576万円あまり（市内の子ども会、老人クラブ、障害者団体
などの事業の助成）
、約59％の助成を受けました。※詳しい募金の使いみちは
３ページ
私たちの町、御殿場市をもっと住みよくするために、今年も赤い羽根共同募
金に御協力をお願いいたします。

視覚に障害がある方のための、音声による社協だよりもあります。

愛ちゃんと希望くん

ひだまり No.287

ⓒ中央共同募金会
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すべての人が幸せだと思える住民による福祉のまちづくり

じぶんの町を良くするしくみ。

運動と募金の流れ

募金の流れ

募金方法

家庭・会社・商店・職場・街頭・学校

戸別募金
市内全世帯を対象に、区長さんを
通じて協力をお願いしています。

御殿場市共同募金委員会

職域募金
職場内での募金活動により従業員

静岡県共同募金会

の皆様に協力をお願いしています。

学校募金

市内の福祉施設・団体

御殿場市社会福祉協議会

お年寄り・障害のある方・子どもたちの支援事業

小学校、中学校、高等学校、特別
支援学校の児童会、生徒会を通じ、
福祉教育の機会として協力をお願
いしています。

大口(法人)募金
民生委員さんの訪問により市内の
企業、商店、篤志家の皆様に協力
をお願いしています。

街頭募金
10月１日(火)を中心として、スー
パーなど市街地で実施いたします。

街頭募金実施のお知らせ
市民の皆様へのＰＲと共に募金活動の向上を図ることを目的として、
10月１日(火)を中心に、次のとおり街頭募金活動を行いますので、
皆様の御協力をお願い申し上げます。
実施日
令和元年10月1日(火)
午前10時〜11時

実施場所

〜4時45分

募金ボランティア

カインズホーム 御殿場店
マックスバリュ 御殿場富士岡店

共同募金委員会役職員

マックスバリュ 御殿場萩原店
カインズホーム 御殿場店

御殿場十字の園、野菊寮、あけぼの

マックスバリュ 御殿場富士岡店

富岳会、さつき学園、あせびの家

令和元年10月1日(火) マックスバリュ 御殿場原里店
午後3時45分

募金の御協力
よろしく
お願いします。

やまいも倶楽部、やまいも工房、さくら学園

マックスバリュ 御殿場新橋店

ステップ・ワン、むつみ作業所

キミサワ 御殿場便船塚店

みなみ保育園、こどもの家はしもと、富岳保育園

マックスバリュ 御殿場萩原店

のぞみ作業所、とらのこ保育園、すみれ保育園、神山認定こども園

セルバ 御殿場古沢店

萩原保育園、高根学園保育所、双葉保育園

令和元年10月1日(火)
市街地
以降の休日

ガールスカウト静岡第33団
ガールスカウト静岡第34団

◎街頭募金に御協力くださるボランティアを募集しております。
このたよりは、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。

（３）

すべての人が幸せだと思える住民による福祉のまちづくり

昨年お寄せいただいた募金は、御殿場市の地域福祉の推進のために、
次の事業に活用されています。
高齢者のために

｜

740,000 円

｜

250,000 円

御殿場市老人クラブ活動の助成

障害のある方、団体のために

市内障害者施設利用者・障害者団体と地域の方々との交流助成
障害者週間啓発キャンペーンの実施
心身障者児(者)交流会の助成

子どもたちのために

｜

995,000 円

御殿場市子ども会世話人連合会事業の助成
認可外保育施設の子ども達と地域の方々との交流助成
準要保護世帯児童への小学校・中学校入学祝い金の支給
児童遊具整備(修理・新設・撤去)のための費用助成

福祉啓発・ボランティア育成・各種援助のために

｜

3,778,621 円

御殿場市社会福祉大会の開催
御殿場市ふれあい広場の開催
親子福祉体験・小学生福祉体験・中高生福祉体験の開催
御殿場市ボランティア連絡協議会活動の助成
災害ボランティア研修会など各種ボランティア講習会・研修会の開催など

毎年恒例！

赤い羽根クイズ の コーナー
下のイラストには10ヵ所のマチガイがあります。左と異なる右のイラスト10ヵ所に〇印を付け、
切り取って郵便葉書に貼り付け、お名前、住所、職業、共同募金や社協への御意見を添えて、
10月11日(金)までに市社協までお送りください。抽選で20名様に素敵な景品をお送りします。

■あて先

〒412 0042

御殿場市萩原988 １ 市民交流センター「ふじざくら」内
御殿場市社会福祉協議会「赤い羽根クイズ」係
キリトリ

このたよりは、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。

すべての人が幸せだと思える住民による福祉のまちづくり

（４）

静岡県モデル事業

〜みんなで支える玉穂買い物支援プロジェクト〜(試行運転第２回目)
移動サービス創出支援事業として、９月６日(金)に第２回目の試行運転
を行いました。
今回は、玉穂第２団地、第４団地と中畑北区公民館周辺の高齢者を対
象に、御殿場市社会福祉協議会デイサービスセンターすまいるの福祉車
両２台を使用し、マックスバリュ御殿場原里店までの買い物送迎を行い
ました。利用申込者は20名で、利用された方からは､「運転手さん、付添
の人の対応が良くまた利用したい」などの感想がありました。

「 第31回 御 殿 場市 社 会 福 祉 大 会 」開 催 のお 知らせ
「誰もが住み慣れた地域で、安心して、いきいきと暮らせるまち」を目指して、社会福祉大会を開催します。
第１部は、社会福祉に功労のあった皆様に対する表彰を行います。
第２部は、市内各学校の児童生徒による福祉体験発表を行います。
●問合せ
日

時

令和元年10月５日(土)

午後１時15分開会

会

場

御殿場市民会館

式

典

表彰状・感謝状の贈呈

発

表

神山小学校・御殿場南小学校・高根中学校・御殿場西高等学校 ◎手話通訳・要約筆記通訳が付きます。

主

催

御殿場市・社会福祉法人御殿場市社会福祉協議会

大ホール

御殿場市社会福祉協議会

電 話 0550‑70‑6801

福
福祉
祉講
講演
演会
会開
開催
催のお
のお知らせ
知らせ
障害を持つ人も持たない人も一個人として、多様性を認め合える空間に
していくことを目指す日々のお話をお裾分けします。
テーマ

｢多様性を認め合うことの居心地の良さ」

講

師

加藤

日

時

令和元年10月14日(月・祝)

会

場

御殿場市民交流センター「ふじざくら」

費

用

無料

主

催

特定非営利活動法人ヤベツの家

照美氏（一般社団法人ミチシル

代表理事）

午後２時〜４時
第４会議室

●問合せ

特定非営利活動法人ヤベツの家
担当 篠川栄一
電 話 0550‑89‑9179

さくら福
さくら福祉セミナー
祉セミナーのお
のお知らせ
知らせ
利用者の生活を充実したものにするために、不可欠なレクリエーションについて、
基礎と実践を一緒に学びませんか？
講

師

飯田

康子氏（日本レクリエーション協会レクリエーションインストラクター）

日

時

令和元年11月16日(土)

会

場

さくら学園

定

員

30名

午後１時〜３時

多目的室

参加費

無料

持ち物

筆記用具、上履き

主

社会福祉法人 武蔵野会 さくら学園

催

●申込み

社会福祉法人 武蔵野会 さくら学園
担当 西口、守屋
電 話 0550‑89‑0789

このたよりは、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。

