
　「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。集まった作品は名古屋芸術大学にて審査していただき、下記のとおり入賞者を選
出しました。

萩原小 1年        立石　芽生
西成東小 3年     福山　愛菜 
浅井南小 4年     宮田　真帆 
浅野小 6年        宮原　由安 
中部中 1年     　石原　虹呼 
大和中 1年        川上　桃加 
大和中 1年        水野　灯
　・・・愛知県共同募金会金賞
　・・・愛知県共同募金会銀賞

今伊勢中  2年
柳田　莉奈
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西成東小  5年
福山　愛莉

大成中　2年
吉永　隼

末広小3年 近藤 琉莉/大和南小4年 水谷 希羽/木曽川東小4年 名和 蒼真/向山小 5年 松原 朱音/
小信中島小6年 宇佐見 紗奈/木曽川東小6年 児野 稜太/今伊勢中2年 野田 琴葉/西成東部中2年 伊藤 優花/
大和中3年 斉藤 来桜/今伊勢中3年 三好 真緒

浅野小1年 伊藤 七海/浅井北小1年 安村 苺華/萩原小1年 酒井 碧斗/朝日東小1年 則竹 奏和/
大志小2年 山内 梨衣奈/大和東小2年 富村 芽依/千秋南小2年 平子 瑠彩/黒田小2年 大橋 真那斗/
木曽川東小2年 新美 月愛/浅井南小3年 吉田 結音/木曽川西小3年 青山 由侑/木曽川西小3年 髙橋 杏実/
浅井南小4年 内田 平/大和南小5年 髙木 祐里/黒田小5年 広瀬 綾音/浅井南小6年 野田 ゆいり/
木曽川東小6年 成本 なつみ/浅井中1年 中丸 埜亜/西成東部中2年 稲川 聖来/木曽川中3年 三宅 巧真
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奥小  5年
　片岡　瑠来

開明小  6年
今村　希美

愛知県共同募金会金賞

北部中  3年
森　葵彩

浅野小3年 林 華怜/千秋南小4年 岸 優花/奥小5年 横山 眞子/奥小5年 中村 紗子/葉栗小6年 石渡 姫沙/
北部中1年 森 史織/丹陽中1年 秋田 佳子/葉栗中2年 戸松 徹平/浅井中2年 伊藤 萌優/
尾西第三中3年 岩田 達幸

神山小3年 真野 侑奈/葉栗小3年 戸松 花梨/浅野小3年 岡庭 友梨/貴船小4年 松原 弘将/葉栗小4年 河西 陸杜/
奥小4年 上村 友菜/奥小4年 新谷 瑠基/大徳小4年 藤本 彩綾/瀬部小5年 岩田 連虎/起小5年 石垣 青海/
浅井南小6年 野垣 結子/今伊勢小6年 野村 小春/今伊勢小6年 柳田 隼弥/葉栗北小6年 森 彩乃/
小信中島小6年 大橋 歩華/北部中2年 大澤 莉紗子/葉栗中2年 戸松 裕太/浅井中2年 森 春稀/奥中3年 福田 みゆ/
尾西第三中3年 小関 芽生

令和3年度　赤い羽根共同募金　中間報告
一宮市共同募金委員会

募金総額38,024,018円
（令和3年12月末現在）

　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。

　毎年、各連区にて子ども会スポーツ大会を実施しています。
　子どもたち、役員、協力員がそれぞれの場面で自らの力を発
揮し楽しくスポーツを行い、充実した時間を過ごすことができ
ます。また、仲間との活動や関わり合いによる成長、社会の一
員として必要な知識、技能、態度を学ぶよい機会になっていま
す。　
　赤い羽根共同募金のおかげで、このような機会をいただき、
大変うれしく思います。ありがとうございました。

Close up! 赤い羽根共同募金のつかいみち

児童育成連絡協議会児童育成連絡協議会

※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！

昨年度の様子
はねっとはねっと

瀬部小 3年   　木野　心結
今伊勢小 4年   大城　結菜  
千秋南小 6年   岸　　心晴
西成中 2年      石原　佳歩
浅井中 2年      宮崎　名彩 
南部中 3年      木下　紗希 
葉栗中 3年      小島　沙弥音
・・・愛知県知事賞

　「自分のまちを良くするしくみ」をスローガンに、令和 3年度の『赤い羽根共同募金運動』を実施していま
す。子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりの温かい真心や市内事業所のご協力により、令和 3年 12
月末現在で目標額 43,000,000 円の 88.4％まで達成することができました。
　募金運動に際しまして、奉仕員として協力していただいた町会長、民生児童委員、事業所、児童・生徒
会の皆様をはじめ、快く募金をしていただきました多くの市民の皆様や関係各位に対し、心より感謝申し
上げます。
　今年度の募金期間は 3月 31日（木）までとなっています。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

 【今年度の協力店】（敬称略・順不同）
◇おうぎ歯科 (木曽川町連区 )　　　　　◇キッチンスパイス (開明連区 )
◇くずや歯科 (木曽川町連区 )　　　　　◇丹菊接骨院 (木曽川町連区 )
◇とみだ薬局 (大徳連区 )　　　　　　　◇はなみずき歯科 (丹陽町連区 )
◇真野紙文具店 (貴船連区 )　　　　　　◇虫鹿歯科医院 (葉栗連区 )
◇ローソン一宮小信中島南店ほかオーナー経営店 2店舗 (小信中島連区ほか )
◇愛知県美容業生活衛生同業組合一宮支部

　赤い羽根共同募金では、毎年、お店のレジ近くや受付窓口に募金
箱を設置していただく企業や店舗、通称『協力店』を募集しています。
　今年度は、新たに「愛知県美容業生活衛生同業組合一宮支部」に加
盟している市内 172店舗の皆さんに募金箱を設置していただけるこ
とになりました。
　お店を利用し、お会計を済ませる際に、ほんの少しのお気持ちで
構いませんので、募金していただけると幸いです。ご協力をよろし
くお願いいたします！

赤い羽根協力店『協力店舗』拡大中！

一宮市
共同募金委員会

応募1,613点

応募266点

（敬称略・順不同）
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