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～自分のまちを良くするしくみ～

五泉市社会福祉大会

五泉市子ども会連絡協議会

助成金で行
われた事業
の一部です

災害ボランティアセンター設置運営訓練

五泉市ボランティア連絡協議会研修会

私たちは、地域のすべての方々が安心して暮らすことのできるまちづくりを目指しています。
みなさまからご協力いただく募金は、市内の地域福祉活動を行う福祉団体や、ボランティア団体への助
成のほか、新潟県内の障がい者支援施設や高齢者福祉施設、災害時の活動などに役立てられます。
赤い羽根共同募金は、一人ひとりのあたたかい気持ちが込められた活動です。あなたの優しさでもっと、
もっと笑顔があふれる五泉(まち)になりますように・・・今年もご協力お願いいたします。

この機関誌は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています

あなたのまちの福祉活動～共同募金について～
赤い羽根共同募金と歳末たすけあい募金は同じ「共同募金会」の行う募金活動です。
活動の趣旨をご理解いただき、ご協力をいただけますようお願いいたします。
あい

Q．共同募金って何？
A．たすけあい運動の一環です

愛ちゃん

きぼう

希望くん

共同募金は民間が行う寄付金事
業として、昭和22年から開始して
います。地域福祉の課題解決に取
り組む民間団体を応援する「じぶ
んの町を良くするしくみ。」とし
て、取り組んでいます。

Q．どうして目標額があるの？
A．地域福祉を進めるために、様々
な福祉団体に申請をよびかけ、ど
のくらいの募金が集まれば事業を
行うことができるか計画をたて、
それに基づいて目標額を設定し、
募金活動を行います。

みなさまのご協力を
よろしくお願いします！

Q．募金は強制ではないのですか？
A．強制ではありません
みなさまのお気持ちに応じて募
金をお願いします。町内にお願い
する募金は封筒に目安の金額を記
入しておりますが、「どのくらい
募金すればいいの？」という目安
として記入しておりますので、必
ずこの金額を募金しなければなら
ないものではありません。

Q．集まった募金は何に使うの？
A．地域の様々な福祉事業に使
われています（表紙ページを参照）
詳細は、赤い羽根データベース
「はねっと」をご覧ください。
http://hanett.akaihane.or.jp

赤い羽根共同募金の豆知識
赤い羽根は、勇気と良い行いのシンボルなんだ。 この羽根は、実はニワトリの羽根をつかっているんだよ。
これは、 昔、 アメリカが募金活動をするときに、 水鳥の羽根を赤く使っていることにヒントをもらったんだ。
羽根の色によって、 活動の目的はちがうけれど、 たすけあいの気持ちは一緒なんだね。

24時間テレビ41『愛は地球を救う』 チャリティー募金
～みなさま、ご協力ありがとうございました～
総額：

246,923 円

８月26日にウオロク五泉店にて、高校生
ボランティアの協力のもと募金活動を実施
しました。お寄せいただきましたお気持ち
は福祉車両の寄付
や国内の災害支援
などに役立てられ
ます。
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８月16日から１泊２日で「サマーボランティアスクール」を開催し、市内の中学校、高校から６名が
参加しました。福祉やボランティアについて学習した後、特別養護老人ホーム菅名の里で車いす清掃や利
用者さんとの交流などボランティア体験学習を行いました。

みんなで一緒に
『いただきま～す！』

階段の昇り降りって
難しいなぁ～

習
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ひと夏の思い出
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高齢者疑似体験

掃

車いす清

集合写真

ー作り

キュー！

夕食はバーベ

利用者さんと小物作り

ふりか

えり

善意をありがとう
ございました
H30. ７．19 ～ H30. ９．20（敬称略）

この度の西日本豪雨災害により被害を
受けられたみなさまには、心よりお見舞
い申し上げます。
五泉市社会福祉協議会では、被害を受け
られた方々を支援するため、７月20日から
９月21日まで五泉市福祉会館の正面ホー
ルに義援金の募金箱を設置し、募金活動を
行ってきました。
お寄せいただいた義援金は

総 額

4,322 円

平成30年９月６日に胆振地方中東
部を震源とする地震により大きな被
害をもたらし、179市町村に災害救
助法が適用されました。
この災害で被災された方々を支援
するために、義援金を受け付けます。

お寄せいただいた義援金は、新潟県共
同募金会を通じて被災者支援のために役
立てられます。
みなさまの温かいご支援、ご協力あり
がとうございました。

～使用済み切手・テレカは
ボランティアセンターへ～

募金箱設置期間 ：
平成30年９月15日（土）
～平成30年12月21日（金）

と

なりましたことをご報告いたします。

●佐久間石油
●さくらの街信用組合
●松の家
●コスモスの会
●㈱皆川組 ●田中 弘
●収集ＢＯＸに寄付してくださった
方々

五泉市福祉会館の正面ホールに設
置しています。お寄せいただいた義
援金は、新潟県共同募金会を通じて
被災者支援のために役立てられま
す。
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集められた使用済み切手・テレカは、
障がい者支援施設にてキーホルダー
や小物入れに生まれ変わります！

第
村上

信夫さん 講演

回 五泉市社会福祉大会
エグゼクティブアナウンサー

しました。当日は市民のみなさん、

回五泉市社会福祉大会を開催いた

９月

を行い、午後の部では、社会福祉事

る方等へ寄付をするフードドライブ

にある食材を募り食べ物に困ってい

売を行うイベントブースや、ご家庭

五泉市ボランティア連絡協議会
田中 淳一
高橋 裕子

社会福祉事業協力者（感謝） 2名 4団体

たり前」と考えるかで大きな隔たり

が生まれてくる』と話されました。

また、「よかったね」「大丈夫」「大

好き」は３点セットで、自分にも他

人にも口癖になるまで言い続けるこ

とが大切であると伝えてくださいま

した。

そして、最後に村上さんはご自身

が作詞された「ひらがなの生き方」

という詩を紹介しました。とても言

葉を大切にする詩であり、会場があ

たたかい空気に包まれました。言葉

の大切さや繊細さを繰り返し訴えた

村上さんの講演に参加者は、真剣な

眼差しで聞き入っていました。
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この機関誌は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています

元ＮＨＫ

「嬉しいことばが地域を変える ～嬉しいことばの種まき～」

福祉関係者、民生委員児童委員、ボ
業に大きく貢献した個人・団体の表

日、五泉市総合会館で、第

ランティアなど約３５０名が参加し
彰と記念講演を開催しました。

大橋 博子
石黒
弘
齋藤ヱリ子
五泉市民生委員児童委員協議会
齋藤 伸司
丸山 正平
塚野 博明
岩倉 民子
落合 久雄
永田 正文

記念講演では「嬉しいことばが地

域を変える」と題して、元エグゼク
テ ィ ブ ア ナ ウ ン サ ー と し て、「 お は
よ う 日 本 」 や「 ニ ュ ー ス ７」「 育 児
カレンダー」などを担当された村上

信夫さんから「嬉しい言葉の種まき」
をしていただきました。
村上さんは、『「ありがとう」は漢
字 で 書 く と「 有 難 う 」。 滅 多 に な い
という意味である。つまり反対語は
「当たり前」ということになる。物
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市民のみなさまから寄せられた
たくさんのあたたかいお気持ちの数々です。
ご協力ありがとうございました！

ました。

11名
民間社会福祉団体役員等功労者

（ことばの大切さを語る村上さん）

事に対し「有り難い」と考えるか「当

平成30年10月10日号

～お米１合、ラーメン１袋、缶詰１缶が命をつなぐ～

13
15

午前の部では市内の福祉施設が販

（福祉功労者への表彰の様子）

ごせん社協だより

！

ライブ開催

フードド

匿
名
さくらの街信用組合
慰問の五松会
久保 達哉
カラオケサークル結
村松カラオケ
愛好者の集い
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被 表 彰 者 （敬称略）

