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相 談

気軽に声をかけてください

ご利用ください

活動支援

「こんな時
どうしたらいい？」

「どんなことを
すればいいの？」

つながる
ボランティア活動に関わる
疑問などの問い合わせに対
応します。

ささえる
資機材(印刷機、レクリエー
ション用具など）や会議室
の貸出しを行っています。

あなたの気持ち！

応援しますっ

ボランティア活動を
したい人・している人

相 談 登 録

ボランティアについて
知りたい人

相 談 依 頼

紹 介

紹 介

ボランティアの支援を
求める人・施設・機関
ボランティア活動の
受入・団体

ネットワーク
コーディネート
経験や自分の時間にあった
ボランティアに出逢えるお
手伝いをします。

情報発信
ボランティアに関する様々
な情報を提供し,各種講習会
等を開催しています。

参加しませんか

一緒に探しみつけましょう
「私にできる活動を
紹介してもらえるの？」

むすぶ

ひろめる

社会福祉法人

桜井市社会福祉協議会
奈良県桜井市大字桜井535-1

ＴＥＬ 0 7 4 4 - 4 2 - 2 7 2 4
ＦＡＸ 0 7 4 4 - 4 6 - 5 0 5 2

平成27年度

赤い羽根共同募金結果報告
(H28.1.25現在)

昨年１０月１日から１２月３１日まで『じぶん
の町を良くするしくみ』を統一キャッチコピーと
し、全国一斉に展開されました平成２７年度赤い
羽根共同募金運動（１２月１日からは歳末たすけ
あい運動も併せて実施）には、皆さまから多くの
寄附金が寄せられました。(右表参照)

平成27年度
赤い羽根共同募金実績額一覧表
(単位：円)

ご協力いただいた全ての
皆さまへ、誠にありがとう
ございました。

前年度比
(％)

一般募金
内訳 戸 別 募 金
街 頭 募 金
職 域 募 金
学 校 募 金
法人･大口募金
その他の募金

９,７９３,５８２
２,５１６,８０７
２６３,３９６
５７０,４８１
１５６,５１５
５,１８６,１９９
１,１００,１８４

１０５.０
１００.１
９３.４
９２.９
１１２.１
９７.６
２３７.４

歳末たすけあい募金

２,４８３,１７４

９８.０

※｢その他の募金｣とは、市内各所に設置された募金箱や
募金機能付き自販機などで集まったものです。

「どんなボランティア
活動があるのかな？」

過去５年間における一般募金の推移
ボランティア活動中の万が一に備えて・・・

ボラ ンティア 保険

３月４日（金）から平成２８年度の手続き
ができます。お早めにお越しください！

桜井おもちゃ病院の開院
ボランティアのおもちゃドクターが、壊れたおもちゃを
無料で修理します！
壊れてしまった大切なおもちゃ、動かなくなった大好きなおも
ちゃ…捨ててしまう前におもちゃドクターに診てもらいましょう。
開催日時：３月13日（日）10時〜15時 受付は14時迄
開催場所：桜井市福祉センター 本館３階 大会議室
（桜井市桜井５３５−１） ※駐車場あり
※４月以降は第２日曜 桜井市立中央公民館にて実施
注意とお願い
・子どものおもちゃのみお引き受けします。
・1人３個までにしてください。
・修理内容や預かり数によって次月にお引き渡しになる場合が
あります。
・修理を依頼されるときは、付属品、ネジ、乾電池、又は取り
扱い説明書があれば、持ってきてください。

ボランティアに関するお問い合わせ・申込み先

9,500,000
ちゅうおうきょうどうぼきんかい

Ⓒ中央共同募金会

9,000,000

☜桜井駅前での街頭募金
の様子

ボランティア活動中の様々（偶然）な事故によるケ
ガや賠償責任を補償する、ボランティアさんのための
保険です。手ごろな保険料で加入することができ、安
心してボランティア活動に参加できます！（基本タイ
プ ３００円／年間）
市ボランティアセンターに登録されている団体・個
人で、届け出た活動が対象となります。
ボランティア保険についてのご相談・加入手続き
は、お気軽にボランティアセンターまでお問合せくだ
さい！

10,000,000

H23年

H24年

H25年

H26年

H27年

過去5年間における歳末募金の推移
3,000,000

2,500,000

2,000,000
H23年

H24年

H25年

H26年

H27年

桜井市ボランティアセンター（桜井市社会福祉協議会内）
TEL：４２－２７２４
FAX：４６－５０５２

桜井市社会福祉協議会ホームページアドレス

http://www.sakuraisyakyo.jp
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平成27年度 奈良県共同募金会桜井市支会
『住みよい地域づくり支援事業』
ありがとうメッセージ

桜井市社協に対して
福祉巡回車の寄贈がありました

福祉の『心配ごと相談』
ご 案 内

平成２７年１０月２７日、生命保険協会 奈良県
協会並びにＪＡＩＦＡ奈良県協会より桜井市社協、
安堵町社協、田原本町社協の３社協に対して福祉巡
回車の寄贈がありました。
式典では、記念キーと感謝状の贈呈が行われま
した。
ご寄贈頂いた車両については、長期間利用でき
るよう大切に維持管理し、社会福祉事業に有効に
活用していきます。

日常生活における様々な悩みごとや心配ごとなど
民生児童委員を主体とする相談員が、福祉の視点で
じっくりお話を聞かせていただきます。

☜桜井市社協にご寄贈頂いた車両

今年度助成に対する助成先団体から事業報告と共にありがとうメッセージが寄せられています
ので、一部ご紹介いたします。
なお本助成は、本市で集まった平成２６年度の赤い羽根募金（一般募金）を財源とし、配分審
査の上助成しています。
団体名：桜井市肢体不自由児・者父母の会
事業名：社会見学事業（ふれあいサマーコンサート）
ありがとうメッセージ：
普段は限られた行動範囲内で、外出する事も
少ない子ども達にとって日常生活とは違う体
験が出来る社会見学事業は子ども達や親にと
っても大変楽しみな行事です。助成頂き本当
にありがとうございました。

平成27年度 桜井市内における
歳末たすけあい募金配分先は…
◆福祉施設
◆福祉団体
飛鳥学院
肢体障がい者協会
クローバー学園
視覚障がい者協会
障がい福祉サービスセンターあゆみ
聴覚障がい者協会
指定障がい福祉サービス事業所さくらんぼ
肢体不自由児･者父母の会
障がい福祉サービスセンター双葉
手をつなぐ育成会
メイクるタウン
◆地域福祉団体
地区社会福祉協議会
【市内13地区】

◆ボランティア団体
桜井市ボランティア連絡協議会

◆桜井市支会事務費
※平成２６年度の歳末たすけあい募金を財源に配分しています｡
※福祉施設や福祉団体における年末年始の事業や地区福祉団体
やボランティア団体における通年事業に使われています。

歳末たすけあい募金の報告の一部をご紹介いたします。
団
体
名：社会福祉法人メイクるタウン
使途内容・成果：
本年度途中より、当法人内事業所で提供している昼食の内容を改善する取り組みを始めまし
た。ご利用者様の健康を考え、栄養バランスや食事量などについて検討し改善をするなか、今
まで使っていた不用品などの寄せ集めの食器では見た目の満足が得られないのではと考え、割
れにくく取扱いのしやすい高強度の磁器を買い揃えることにしました。２０名様分の食器の一
部として配分金を使わせて頂き、揃いの食器で一品ずつ料理を味わうことができ、ご利用者様
の食に対する関心が高まったように感じます。

詳しい助成・配分については･･･
【URL】http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do
赤い羽根データベース｢はねっと｣にアクセスください。
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【相談所開設日】
毎週木曜日（祝日は休み）
１０：００〜１２：００
１３：００〜１５：００
【相談方法】
面談または電話で相談を受けています。

（相談日のみの専用電話：４２−６８０４)
【面談場所】
桜井市福祉センター

分館２階

相談室

相談は無料で、秘密は厳守します。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ・相談の申込み先
桜井市社会福祉協議会
ＴＥＬ（０７４４）４２−２７２４

生活福祉資金貸付制度
「教育支援資金」のご案内

平成28年度 ｢住みよい地域づくり支援事業｣
申 請 受 付 中

教育支援資金は、低所得世帯を対象に、高校･高専･
短大･大学へ進学する際に、必要な経費および在学中
にかかる諸経費として借りることができる資金です。

市内で活動されているボランティアグループ、
ＮＰＯ法人、福祉団体の皆さまへ

≪主な概要≫
【貸付対象】低所得世帯
※所得基準は世帯構成によって異なります
【資金の種類】
就学支度費・・・進学の際に必要となる経費
例）入学金、指定制服代 など
教育支援費・・・在学中に必要となる経費
例）授業料、教科書代、通学代 など
※借入額は資金の種類や学校種別ごとに上限額
が決められています
【据置期間】卒業後６ヶ月以内
【利子】無利子
※最終償還期限を経過すると、残元金に対して
延滞利子（年５％）が加算されます
【償還期間】１０年以内
※特別の事情がある場合にかぎり２０年以内

平成２８年度に実施される地域福祉活動事業に対
し、赤い羽根共同募金会から助成を行います。赤い羽
根共同募金を活用して日ごろの活動を充実させてみま
せんか。
(共同募金運動に協力していることが前提になります｡)

借入には条件および審査があります。詳しくは
下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先

桜井市社会福祉協議会
ＴＥＬ
（０７４４）
４２−２７２４

詳しくは、社会福祉協議会ホームページ（ｈｔ
ｔｐ
：//
ｗｗｗ．
ｓａｋｕｒａ
ｉ
ｓｙａｋｙｏ．
ｊ
ｐ）で確認するか、問い合わ
せてください。
≪申請受付期間≫
平成２８年３月１４日まで
≪申込・問い合わせ先≫
奈良県共同募金会桜井市支会
（桜井市社会福祉協議会内）
【住 所】奈良県桜井市大字桜井５３５−１
【電 話】０７４４−４２−２７２４

