
神山小  6年
　 飯岡  優希菜

　大和東小 1年　    袴田  笑溜 
　木曽川東小 3年    黒岩  誠ノ介 
　木曽川東小 3年    平林  咲七
　浅野小 5年          宮原  由安
　小信中島小 5年    徳田  琴子 
　浅井中小 6年　    森  千紗樹 
　南部中 1年          淺野  愛佳 
     ・・・愛知県共同募金会金賞 

　「国民たすけあい共同募金運動」の健全な推進を図るため、市内の小・中学校に在学する児童・生徒を対象にポ
スター・書道の作品を募集しました。名古屋芸術大学で審査していただき、下記のとおり入賞者を選出しまし
た。

第72回赤い羽根協賛
児童生徒作品コンクール 入賞者紹介
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応募212点
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（敬称略・順不同）

浅井南小  3年
大塚  朋

愛知県共同募金会金賞

小信中島小  6年
　 丹羽  胡々菜
愛知県社協会長賞

向山小1年 早川 みくに/木曽川東小1年 遠藤 佑都/千秋東小2年 川口 愛彩音/木曽川東小3年 名和 蒼真/
向山小4年 松原 朱音/三条小4年 市川 姫菜/三条小4年 森 一喜/黒田小4年 大橋 空斗/貴船小5年 柘植 一葉/
木曽川東小5年 遠藤 みづき 

木曽川西小1年 秋栃 虎太朗/木曽川西小1年 江島 杏衣莉/向山小2年 小木曽 愛菜/浅野小2年 林 華怜/
北方小2年 平光 芹那/富士小2年 髙岸 咲希/起小2年 野本 果蓮/北方小2年 矢箆原 礼愛/神山小3年 川浦 藍/
北方小3年 矢箆原 愛華/宮西小4年 山下 果歩/葉栗北小5年 橘川 汐穏/小信中島小5年 宇佐見 紗奈/
木曽川東小5年 児野 稜太/千秋小6年 栗林 杏奈/大徳小6年 今枝 真歩子/木曽川西小6年 葛谷 ひより/
今伊勢中1年 柳田 莉奈/木曽川中3年 宮川 愛美/木曽川中3年 大竹 穂乃花 
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千秋南小  5年
　 岸  心晴

北部中  2年
森  葵彩

愛知県共同募金会金賞

尾西第ニ中  3年
    山本 結有里
愛知県知事賞

瀬部小3年 原 巧/大徳小3年 瀧 夏葵/千秋南小4年 浅野 晃都/開明小5年 今村 希美/葉栗小6年 戸松 鷲二朗/
今伊勢小6年 横井 花音/今伊勢西小6年 石原 実和/葉栗中2年 増永 龍之介/浅井中2年 長野 由芽/
葉栗中3年 石井 明翔  

貴船小3年 松原 弘将/葉栗小3年 戸松 優作/大志小3年 安藤 美桜/瀬部小3年 箸方 心美/千秋小3年 森 煌莉/
今伊勢小4年 鈴木 唯花/奥小4年 中村 紗子/貴船小5年 大木 彩愛/葉栗小5年 石渡 姫沙/丹陽小5年 鵜飼 櫻/
丹陽小5年 加藤 陸登/丹陽小5年 丸山 慶秀/小信中島小5年 宇佐見 紗奈/大徳小5年 飯田 凉雅/
貴船小6年 田中 かのん/葉栗中1年 大塚 倫子/葉栗中1年 戸松 徹平/浅井中1年 今井 一花/南部中2年 木下 紗希/
尾西第三中2年 小関 芽生

令和２年度 赤い羽根共同募金中間報告

街頭募金の様子
　今年度の街頭募金活動は、新型コロナウイルス感染症対策を考慮して実
施しました。

with コロナ
　今年度はコロナ禍において、こんな時だからこそ、“つながりをたやさない社会づくり”をテーマに運動を
展開しています。対面での接触の機会を減らすことが求められている状況下において、下記のような募金
方法もあります。年間を通じて募金することが可能ですので、ご協力よろしくお願いいたします。

　専用ウェブサイトを通じて募金
ができるシステムです。決済手段
は、クレジットカード、コンビニ
支払、ペイジーなどから選択でき
ます。

　みなさまからお寄せいただいた募金は、本会の事業に活用させていただくほか、市内の福祉団
体の運営や事業に役立てられています。令和元年度の一例をご紹介します。

　施設内の休憩室にトランポリンとテレビを設置しました。
　特にトランポリンは、体重増加傾向にある方を中心に、毎日の活動の
休憩時間に楽しんでいただいているとのこと。多くの方が日課として自
主的に取り組まれており、体を動かすことで心も体もリフレッシュし、
次の活動に入ることができるようです。
　コロナ禍により運動不足になりがちな昨今、作業所のみなさんの健康
維持のために、募金が役立てられています。

　ブックオフコーポレーション㈱が実施する寄付プログラムです。このサー
ビスは、BOOKOFF店舗で売却時の代金 (買取代金 )を、スマホで各種マネ
ーを選択して受け取ることができるもので、それ以外の
選択肢として、赤い羽根共同募金へご寄付いただける仕
組みです。
　市内に実施店舗は３店舗あります。詳細は、下記ウェ
ブサイトからご確認いただけます。
https://www.bookoff.co.jp/sell/spuketori.html

ネット募金 キャッシュレス買取サービスによる募金

≪令和2年度 街頭募金協力店舗等≫
（敬称略・順不同）

アピタ木曽川店 / イオンモール木曽川店 /
一宮市商工観光課【尾張一宮駅前ビル】 /
カネスエ開明店 / カネスエ新生店 /
スーパー三心三条店 / 
東海旅客鉄道㈱【尾張一宮駅】/ 
名古屋鉄道㈱【名鉄一宮駅】/
ナフコ不二家木曽川店 / バロー一宮西店 /
ピアゴ尾西店 / ピアゴプラス妙興寺店 /
平和堂木曽川店 / 平和堂尾西店 /
ホームセンターコーナン一宮今伊勢店 /
DCMカーマ尾西店 /
MEGAドン・キホーテUNY一宮大和店 /
MEGAドン・キホーテUNY伝法寺店

募金の使い道も
チェックできます！

Close up! 赤い羽根共同募金のつかいみち

社会福祉法人樫の木福祉会　樫の木作業所社会福祉法人樫の木福祉会　樫の木作業所

※その他のつかいみちについては、赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください！※その他のつかいみちについては、赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください！
はねっとはねっと

千秋南小 3年    尾関  絢音
今伊勢小 5年    柳田  隼弥  
起小 6年          石垣  青葉 
浅井中 1年       伊藤  萌優 
葉栗中 2年       岩田  梨音 
西成中 2年       白山  珠芳 
葉栗中 3年       春日井  菜々 
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