
「子育て支援活動」

笑顔とともに、たくさんの｢ありがとう｣の声が届いています。
共同募金の助成を受けた福祉施設や団体から、たくさんの感謝の声が寄せられていますので、その一部をご紹介します。

市内の保育園や幼稚園にお
いてお茶や習字、かるたなどの
指導を通して子どもたちとふれ
あい、健全な心を育む活動を行い
ました。会員もさまざまな工夫
を凝らし、更生保護の啓蒙活動
として取り組んでいます。ご支援
に深く感謝いたします。

日本の伝統文化を伝えるために

（富山市　更生保護女性会）

「高校卒業お祝い会」

先輩の体験談を聞くことで支
援学校の卒業生とその保護者
の不安が軽減され、余暇活動に
ついて知ることができてよかった
との感想もいただきました。地域
での孤立化を防ぐ点で重要な
この活動が、皆様のご支援により
開催できましたことを心より感謝
申し上げます。

障がいのある方の社会参加促進のために

（高岡市　手をつなぐ育成会）

「他世代交流事業」

田植え・稲刈り体験、しめ縄作り、
灯篭流しなど各地区の特色を
生かした行事に、老人クラブ会員
と児童、父兄等に参加してもらい、
同じ地域内で、同じ目標に向かっ
て活動する事で、自然と会話が
生まれ交流できた事に感謝いた
します。

他世代が地域の行事で交流するために

（魚津市　老人クラブ連合会）

「ひみ子育てわいわいフェスタ2018」

助成をいただき、大人気の講師
を招致してイベントを開催する
ことができました。ふれあい遊び
や体操など、親子はもちろん、支え
てくださる関係機関のみなさん
にも楽しく有意義な時間を提供
でき、感謝しています。

地域の子育て支援活動の活性化のために

（氷見市　ひみ子育てネットワーク会議）

「児童クラブリーダー研修会」

市内の小学生が自然に親しみ、
創作活動・ゲーム等を通じて自然
の大切さを知るとともに、集団
活動の中で友情を育み、自主性・
協調性・責任感を身につけ、リー
ダーとなるため成長するとても
良い機会となっています。

学びの多い集団宿泊体験とするために

（滑川市　児童クラブ連合会）

「前山里山そばまつり」

放置田を昔ながらの里山に
再生し、そこで育てた「そば」で
「前山里山そばまつり」を開催
しました。地域の垣根を超えて
多くの方が参加され、色々な人達
と交流を深めることができました。
児童センターの子どもや保護
者も参加され、交流の輪が広がっ
ています。

里山再生と地域交流の場づくりのために

（黒部市　前山里山ほたるの会）

「子育て支援活動」（絵本の読み聞かせと研修）

会員が絵本の読み聞かせをし、
絵本と赤ちゃんの初めての出
会いのきっかけを作る活動を
行っています。絵本の読み聞かせ
方や絵本選びの研修も実施でき
ました。これからも子ども達の
ために活動を進めていきます
ので温かいご支援をよろしく
お願いいたします。

ボランティアを生かした子育て支援のために

（砺波市　砺波ファーストブックの会）

「福祉教育推進事業」

市内小・中・高校生が取り組む
福祉教育やボランティア学習に
ついての発表、福祉作文を募集し、
作文集の作成・配布を行ってい
ます。市民の皆さんに、学生の
考える「福祉」について興味・関
心を持っていただき、「福祉」への
理解を深めていただく機会と
なりました。

「福祉」について理解を深めるために

（小矢部市　社会福祉協議会）

「多様性の理解啓発事業」（市社協一般公募事業）

当事者による舞台発表や展示
等を通して、依存症やLGBT、吃音、
見た目問題といった社会的に
生きづらさを抱える人々のこと
を、多くの方に知っていただく
機会となりました。これからも
みんなが笑って生きられる社会
になるよう、活動を続けていき
たいと思います。

多様性を認め合う社会の実現のために

（南砺市　Smiley Tomorrow）

「サウンド・テーブル・テニス事業」

このスポーツは、視覚障がい
者が介助やケガの心配をせずに
楽しめる数少ないスポーツです。
ラケットの打球音や球が台上を
転がる音を聞いて競技するため、
平衡感覚の改善や運動不足の
解消につながります。これからも
温かいご支援をよろしくお願い
します。

障がいのある方のスポーツ交流のために

（射水市　視覚障害者協会）

「配食サービス支援事業」

たべんまいけボランティアで
は、毎月1回、高齢者の見守りを
兼ねて配食を行っています。助成
金で、冷蔵庫や調理器具の購入
ができ、食品の安全管理や、調理
時間の短縮ができました。今後も、
おいしいお弁当の配食と高齢
者の見守りを行っていきたいと
思います。

高齢者の見守りのために

（舟橋村　たべんまいけボランティア）

「地域交流事業」（流しそうめん）

地域の子供達と一緒に流し
そうめんや車いす体験をして
もらう事により障害への理解を
深めてもらうことができました。
また交流することで自分達の
経験を教える事により生きがい
を感じる機会を得ることができ
ました。ありがとうございました。

障がいのある方と地域交流のために

（上市町　ワークハウス剱）

「こども食堂運営事業」

町内において「居場所づくり」
や「食育」を目的に事業運営を
図りました。今後は、ふれあいを
キーワードに「ふれあい食堂」と
いう名称で、町内で広く、継続的
に開催できるよう工夫を図って
参ります。皆様の善意の気持ちに
感謝いたします。

立山町における居場所づくりのために

（立山町　社会福祉協議会）

「魚のつかみどり大会＆竹灯り制作」

地域の皆さんとの「魚つかみ
どり大会」の開催、町の商店街で
開催される「入善七夕まつり」での
竹灯りの制作を通し、自分たち
自身が地域に根ざす住民の一人
としての自覚を高め、地域の歴史
と伝統とを学ぶことができました。
助成頂きありがとうございました。

地域で暮らす住民の絆づくりのために

（入善町　町立入善小学校ＰＴＡ）

「障がい者交流事業」

イベントを通して障がい者の
特性や関わり方を理解するため
に、障がい者交流事業を開催して
います。当初はパークゴルフ大会
を予定していたのですが、雨天
のため「勾玉づくり」を行いました。
励まし合いながら、世界に一つ
だけの素敵な勾玉が完成しました。

約７割が、あなたの町に届いています。
　募金の約７割は、あなたの
町を良くするために使われて
います。
　残りの約３割は市町村を越
えた広域での活動や災害時の
備えなどに使われています。

障がい者理解を深めるために

（朝日町　社会福祉協議会）

寄付者の方々へのメッセージ（平成30年度事業より）

約
７
割



障がい者の自立のための社会
訓練、地域との交流事業などに

　昨年度の共同募金は、県民の皆様のあたたかいご支援とご協力により、
募金総額は １億7,340万4,508円 となりました。
　ここに厚くお礼申しあげますとともに、助成結果についてご報告させて
いただきます。（※募金総額との差額は繰越金等を充当しています）。

平成30年度共同募金助成結果報告

福祉施設への助成福祉施設への助成
1，145千円

障がいのある方の社会参加促進
支援やボランティアとの交流会、高
齢者の生きがいづくり、保育・子育
て相談、難病相談などに

福祉団体への助成福祉団体への助成
26,361千円

ふれあいサロンの運営や福祉
マップの作成、地域見守り、移動困
難者への生活支援サービス、地域
ボランティア活性化、地域子育て
支援などに

社会福祉協議会への助成社会福祉協議会への助成
72,557千円

地域や社会の解決したい課題を
明確化して行う募金活動（テーマ
型）により、豪雪地域の高齢者宅の
除雪や、地域食堂の起ち上げを支
援する活動に

テーマ型の活動への助成テーマ型の活動への助成
345千円

運動資材作成や広報活動、審査
会開催、事務局の運営費、全国的に
運動を展開するための中央共同
募金会分担金などに

募金運動推進経費募金運動推進経費
38,807千円

募金総額の３％を上限に積立て、
大規模災害が発生した場合、全国
から駆け付けるボランティアの活動
費や被災した福祉施設の破損復旧
などに

大規模災害に備えた積立金大規模災害に備えた積立金
5,170千円

在宅で暮らす高齢者や障がいの
ある方への給食サービスやお見
舞い、地域が主体となって行う、いき
いきサロンやふれあい会食会など
の地域ふれあい交流などに

地域歳末たすけあい助成地域歳末たすけあい助成
29,230千円

福祉施設が行う年末年始のふれ
あい行事、障がいのある方々が就労
するための備品整備など地域福祉
課題を解決する事業などに

ＮＨＫ歳末たすけあい助成ＮＨＫ歳末たすけあい助成
8,888千円

生活困窮者支援やいじめ、ひきこ
もり対策等に

地域から孤立をなくす活動助成地域から孤立をなくす活動助成
1,603千円

富山県共同募金会 社会福祉
法 人

お問い合わせはこちら　または、あなたのまちの共同募金委員会へ

info@akaihane-toyama.or.jp　Tel 076‐431‐9800　Fax 076‐432‐6551
〒930‐0094 富山市安住町5番21号 内訳 ■一般募金 145,380,000円（福祉施設や団体の事業に29,350,000円／地域福祉推進事業に71,223,000円／災害時に備えた積立に6,000,000円／運動推進経費 38,807,000円)

■NHK歳末たすけあい募金 13,000,000円　■地域歳末たすけあい募金 35,000,000円

会社など法人の寄付金は、全額損金算入できます。個人の寄付金は、所得税の寄付金控除および住民税の寄付金税額控除が受けられます。詳しくは本会までお問い合せください。

社会福祉法人

富山県共同募金会 令和元年度の目標額 193,380,000円　共同募金への寄付には税制上の特典があります。
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