
「フラワーアレンジメント教室など」

　知的障害者が集い寛げる場、家
族が情報を共有し、互いの苦労を
労い合う場は大変貴重です。おか
げさまで、温かく強い絆を育むこ
とができました。チャレンジする
ことやそれを達成する喜び、充実
した時間と自信につなげる機会
を提供してくださったことに感
謝いたします。

　日頃、自宅に閉じこもりがち
な車椅子使用者の方々や身体
障害のある方が、仲間と共にリ
フト付きバスでの移動やバリ
アフリーの施設利用など、配慮
された環境で外出し、情報交換
や交流できる貴重な機会とな
っています。今後とも温かいご
支援をお願いいたします。

「あったかいごはんをみんなで
食べよう」を理念に、児童セン
ターで感染症対策を行い、月に
一度食堂を開催したり、困窮世
帯にお弁当を届ける活動を行
いました。地域の方々から、た
くさんの食材の寄付もいただ
き、人とのつながりを感じるこ
とができました。今後も活動を
続けていきます。

　助成のおかげで、14か所の
地区子育てサークルそれぞれ
の要望に合わせた講師を派遣
することができました。親子
のニーズや子どもの月齢に応
じた出張講座により、地区住
民による子育て支援活動の活
性化につながりました。あり
がとうございました。

　地域の保育園・幼稚園を訪
問し、紙芝居・絵本の読み聞か
せや餅つきといった季節行事
を通して交流を図りました。
子どもたちの思いやりの心と
感謝の気持ちが育つよう、こ
れからも活動に取り組んでい
きます。ありがとうございま
した。

　高齢者の皆さんが閉じこも
りがちにならないように、世代
交流会や健康づくりのための
体力測定、ウォーキング、カロ
ーリング競技の習得会を行い
ました。明るく元気な生活を送
るため、楽しみながら活動を続
けています。温かいご支援をあ
りがとうございました。

　ひとり親家庭の親子の絆を
深め、仲間づくりをするととも
に、自立を助け児童の健全育成
を図っています。親と子のつど
いでは、立山黒部アルペンルー
トに行き、普段忙しいお母さん
と子どもたちが1日ゆっくり過
ごし、大自然を満喫し、楽しむ
ことができました。

　障がい者施設や高齢者施設
に見舞い品や手作りの品を持
参し訪問しています。入所者
の方々と一緒に童謡を歌い、
交流を深め、元気で明るい笑
顔に会えるのを楽しみにして
います。温かいご支援に感謝
申し上げます。

　在住外国人が日本の文化・習
慣に触れ、多文化共生を目的に
地域の人々との交流を実施し
ています。日常的な場面から
日本語を学び、少しずつ日本の
生活に慣れることができまし
た。皆様からの温かいご支援に
深く感謝いたします。

　啓発活動の一環として、市内
全21小中学校の児童・生徒を
対象に、体験発表会や作品を通
じ、犯罪や非行・いじめのない
“明るい地域社会”を考えても
らう機会としております。助成
金を頂いてこのような活動が
でき、ご支援・ご協力に心から
感謝いたします。

　放課後の子どもたちの居場
所作りや、お母さん達が話をで
きる場所作りのために、助成金
を使わせていただきました。人
が集まり、とても楽しい場所作
りができたことに感謝してい
ます。ご支援ありがとうござい
ました。

　人形劇団を招いた鑑賞会を
行い、子どもから高齢者まで
多世代が交流する機会を持つ
ことができました。地域のつ
ながりや絆を深める機会とし
て、今後も継続して取り組ん
でいきたいと考えています。
皆様のご支援に感謝申し上げ
ます。

　私たち文化財団愛護少年団
は、毎年2回、地域の天然記念
物である杉沢の沢スギの愛護
活動を地域の方と一緒に行っ
ています。スンバ拾いや清掃
活動、自然活動や植物での遊び
などを通して、地域の皆さんと
交流しながら自然の豊かさを
学んでいます。

　野外活動を通じて身体づく
りや協調性を高めることを目
的に、雪上でのテント泊をメイ
ンとした行事を行いました。テ
ントの組み立てやイグルーづ
くり、スノーシューなど子ども
たちが普段できないような貴
重な自然体験をすることがで
きました。

　日頃利用している駅や通勤
路の清掃・除雪をしました。地
域活動をする事により、住民と
の交流が生まれて、やりがいを
感じる事ができました。また、
活動によって認知も深まり、障
害者への理解も深まったよう
に感じます。ありがとうござい
ました。

知的障害者の自立と社会参加のために

（富山市　手をつなぐ育成会）

「ユニークな集い」
身体障害の方の情報交換・交流のために

（高岡市　身体障害者協会）

「魚津あったか食堂運営事業」
孤食や孤立の回避につなげるために

（魚津市　魚津あったか食堂運営委員会）

「地区子育てサークル活性化サポート事業－Ⅳ」
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）

「子育て支援・ミニ集会」
子どもたちの健全な成長へと繋げるために

（滑川市　更生保護女性会）

「健康体力伸ばす事業」
高齢者の生きがいづくりのために

（黒部市　老人クラブ連合会）

「親と子のつどい」
ひとり親家庭の支援・仲間づくりのために

（砺波市　母子寡婦福祉連合会）

「施設訪問、敬愛訪問事業」
障がい者・高齢者との交流のために

（小矢部市　長寿会連合会）

「多文化共生のまちづくり」
言葉のバリアを解消するために

（南砺市　にほんご広場なんと）

「第71回社会を明るくする運動推進事業」
更生保護のために

（射水市　射水保護司会）

「子育て親子交流事業」
子育て親子の交流の場所作りのために

（舟橋村　子育てメイトさくらんぼくらぶ）

「障害者地域啓発事業　地域の清掃・除雪活動」
地域交流と地域貢献のために

（上市町　ワークハウス剱）

「地域の支え合いと交流で地域力アップ事業」
つながり・絆を深めるために

（立山町　下段地区社会福祉協議会）

「杉沢の沢スギ学習・清掃・保護活動事業」
児童の地域交流と学びのために

（入善町　町立上青小学校PTA）

「このゆびとまれin国立立山青少年自然の家」 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。

児童の健全育成のために

（朝日町　児童クラブ連合会）

割
７
約

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。

寄付者の方々へのメッセージ（令和3年度事業より）



内訳■一般募金 145,844,000円（福祉施設や団体の事業に26,494,000円/地域福祉推進事業に73,809,000円/災害時に備えた積立に6,000,000円/運動推進経費 39,541,000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 21,000,000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4年度の目標額 179,844,000円　共同募金への寄付には税制上の特典があります。

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 1億7,158万2,154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）。

令和3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
7,017千円

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
26,554千円

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
72,041千円

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
237千円

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
39,541千円

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
5,130千円

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
20,993千円

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
8,308千円

生活困窮者支援やいじめ、ひきこ
もり対策等に

つながりをたやさない社会づくり活動助成つながりをたやさない社会づくり活動助成
2,094千円

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
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