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インタビューを終えて・・・
　今回、生徒の皆さまと一緒に共同募金の取組みや使い方について話をすることで、改めて共同募金について
の理解を深めることができました。
　これからも支え合いの輪が広がっていくよう、皆さまと一緒に募金活動に取組んでいきたいと思います。ご
協力ありがとうございました。

　赤い羽根共同募金
について、中学校で
の募金活動を中心的
に動いてくださって
いる生徒会の皆さま
にインタビューしま
した。

白鳳中学校 新庄中学校

募金活動を呼びかけるときにどんなことを心がけていますか？

募金をどんなことに活用してもらいたい？

やってみて感じたことは？

・挨拶運動と一緒に実施し、大きな声で呼びかけています。
・給食時に募金開始のアナウンスを行っています。　　　　　　（白鳳中学）

・自分たちの生活にどう関わっているかを事前に調べてみんなに伝えた。
・募金週間を学校で決めて、前日に放送を入れました。　　　　（新庄中学）

・車いすのスロープや点字ブロックなどのバリアフリーに活用してほしい。
・みんなが安全に楽しく暮らせるように使ってほしい。　　　　（新庄中学）

・簡単に集まらない。
・集める側になってみて募金してほしいなあと思った。
・�今まで募金をしてきたから、結構集まっていると思っていた。いざ、集めて
みたら全然集まらない。なんでだろう？　　　　　　　　　　　（白鳳中学）

・募金を通じて、知らない人もつながって支え合っていることを実感した。
・�小学校の時は、お小遣いが減るくらいに思っていたが、今は少額でも人を助
けることができているのを実感した。
・�昔は羽根をもらえて「やったー」くらいに思っていたけど、この機会に募金
について考えるきっかけになった。　　　　　　　　　　　　　（新庄中学）

・�新聞で住みやすいまちランキング２位だと知った。もっと、より住みやすいまちになったらいいと
思う。
・自然が豊富で、心安らぐ住みやすいまちだと思う。
・300万円程の募金総額にみんなびっくり！！30万円とか100万円くらいと思っていた。

・いじめをなくすための取り組みに使ってほしい。
・高齢者の方や障がい者の方が不便なく過ごせるように活用してほしい。
・災害の時に役立ててほしい。　　　　　　　　　　　　　　　（白鳳中学）
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～葛城市共同募金委員会より～
　皆さまの温かいご協力により、葛城市共同募金委員会にお寄せいただいた共同募金総額は2,871,918円、
歳末たすけあい募金総額は179,593円でした。この募金額をもとに奈良県共同募金会より、共同募金は
1,855,323円が、歳末たすけあい募金は全額が葛城市社会福祉協議会に配分され、ボランティア団体への助
成など地域福祉活動に活用させていただきます。

共同募金 歳末たすけあい募金
戸別募金 1,941,675円 職域募金　※1 117,400円 法人募金　※7 18,990円
法人募金　※2 236,233円 募金箱　※3 36,678円 カレンダーバザー 44,596円
学校募金　※4 155,528円 各種団体等　※5 72,040円 職域募金　※8 88,624円
イベント募金 5,247円 共同募金型自動販売機　※6 293,933円 その他 27,383円
ガチャポン 12,800円 その他 384円

合　　　　計 2,871,918円 合　　　計 179,593円
共同募金
※１：職域募金にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
　　　　葛城市役所、大和信用金庫
※２：法人募金にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
　　　�　株式会社道の駅葛城、株式会社駒井製作所、株式会社三輪そうめん丸久、大恵化学工業株式会社、南都銀行

新庄支店、医療法人興生会吉本整形外科・外科病院、東洋アルミニウム株式会社、大和飛翔株式会社、長尾郵
便局、奈良県農業協同組合北葛地区統括部、株式会社ヤスカワ、小橋商店

※３：募金箱設置にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
　　　�　オークワ葛城忍海店、新庄郵便局、疋田郵便局、忍海郵便局、長尾郵便局、道の駅ふたかみパーク當麻、株

式会社道の駅葛城、寺口ファーム、南都銀行新庄支店、大和信用金庫新庄支店、奈良中央信用金庫新庄支店、ティ・
カンパニー、ホンダカーズ大和奈良葛城店、株式会社はしもと商店、當麻寺門前釜めし玉や、ＪＡならけん当
麻支店、ＪＡならけん新庄支店

※４：学校募金に協力していただいた皆さま（順不同、敬称略）
　　　　當麻小学校、磐城小学校、新庄小学校、新庄北小学校、忍海小学校、白鳳中学校、新庄中学校
※５：各種団体の皆さま（順不同、敬称略）
　　　�　葛城市新庄地区民生児童委員協議会、葛城市當麻地区民生児童委員協議会、葛城市ボランティアふたば会、

ゆうフレンズ会、手話サークル友情、健康づくり推進員協議会、葛城市更生保護女性会、
※６：共同募金型自販機設置に協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
　　　�　葛城市役所、株式会社道の駅葛城、医療法人興生会吉本整形外科・外科病院、奈良県農業協同組合北葛地区

統括部、ホンダカーズ大和奈良葛城店、医療法人誠安会
介護老人保健施設ぬくもり葛城、医療法人博愛会介護老
人保健施設かつらぎ、株式会社駒井製作所、株式会社安
川鉄工建設、株式会社はしもと商店

歳末たすけあい募金
※７：法人募金にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
　　　　株式会社ワカクサ、吉村株式会社、株式会社高木包装
※８：職域募金にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
　　　　葛城市役所

　不要になった制服、思い
出のたくさんつまった制
服、眠っていませんか？必
要な誰かのために、ぜひお
譲りください。社協では、
「もったいない気持ち」を
育み、子育て世帯の家計を
応援するため、制服のリ
ユース（再利用）に取り組
みます。みなさまのご協力
をお願いいたします。

～リユース（再利用）の流れ～
【譲りたい方】
◦葛城市内の小中学校の制服、体操服に限ります。
◦クリーニングまたは洗濯済みのもの。
◦傷、汚れがひどいものはお預かりできません。
◦�葛城市社会福祉協議会（ゆうあいステーション、もしくは新庄健康福祉センター
内社協新庄事務所）にお持ちください。

【譲り受けたい方】
　ゆうあいステーションに、直接来てご覧ください。希望制服があれば申し出てく
ださい。
問い合わせ　総務課　☎48-3373

令和３年度赤い羽根共同募金および
歳末たすけあい募金へのご協力ありがとうございました

あつめています！あなたの制服
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　３月５日（土）、葛城市歴史博物館（あかねホール）にて、住民が主体となり地域での支えあい活動
を展開している実践事例の発表を含む市民フォーラム「みんなでつくろう助け合いのまち」が開催さ
れました。
　国民の３人に１人が高齢者となる時代はすぐ目前に迫っています。自分自身が住み慣れた地域で暮
らしていける「助け合いのまち」を作るため、住民自らが壇上に立ちメッセージを発信されました。
　住民アンケートから生まれた新しい地域の取り組み、畑活から広がる地域の居場所、住民の「気づき」
から始まった救急キットの取り組みなど素晴らしい内容で、参加された方、また新しく地域で取り組
みを始める方に多くのヒントを得ていただけたのではないでしょうか。
　令和４年度には、白鳳中学校区において、同じ内容のフォーラムの開催を予定しております。今回、
ご参加いただけなかった方は、ぜひご参加いただき「助け合いのまちづくり」を一緒にすすめませんか。

日　　　時　令和４年５月18日（水）午後1時30分～
場　　　所　葛城市當麻文化会館（ホール）
問い合わせ　生活支援コーディネーター（大山、田口）☎48-3373
※詳細につきましては、葛城市社協のホームページ、または広報かつらぎ５月号にてご確認ください。

（注）土曜日の水泳教室
　�　週末は、ワクチン接種会場となっているため、土曜日の水泳教室は休講しておりますが、ワクチン接種終了の目
処が立ちましたら、改めて土曜日の新規生徒募集を行いますので、希望される方はしばらくお待ちいただきますよ
う、よろしくお願いいたします。
火曜日・水曜日・木曜日・金曜日の水泳教室申し込みについて
申し込み：＊令和４年４月１日（金）～４月１3日（水）9：00～17：30（温水プールで申し込み）
　　　　　＊�４月２日（土）、３日（日）、４日（月）、９日（土）、10日（日）、11日（月）は、
　　　　　　申し込みできません。
　　　　　＊市外の方も申し込みできますが、【市内優先抽選】となりますのでご了承ください。
　　　　　＊定員に満たないクラスは、先着申し込みとなります。
抽選結果：＊４月15日（金）葛城市社協ホームページ【http://katsuragi-shakyo.jp】でご確認ください。
　　　　　　温水プール掲示板でも、ご確認いただけます。
※問い合わせ…温水プール　☎48-3354

火 水 木 金 土
10：30～11：45

成人水泳

10：30～11：45

水中運動教室

10：30～11：45

水中シェイプアップ

10：30～11：45

成人水泳
（注）

12：15～13：30
成人水泳

水中ウォーキング

14：50～15：50
３歳児　８名
幼　児　28名

14：50～15：50
３歳児　８名
幼　児　32名

14：50～15：50
３歳児　８名
幼　児　32名

15：15～16：15
３歳児　８名
幼　児　32名16：15～17：15

小学生Ａ　12名

16：15～17：15

小学生Ａ　18名

16：15～17：15

小学生Ａ　17名
16：30～17：30

小学生　12名17：30～18：30

小学生Ｂ　26名

17：30～18：30

小学生Ｂ　24名

17：30～18：30

小学生Ｂ　30名

＊対象クラスをご確認ください　 ３歳児：平成30年４月２日～平成31年４月１日　生まれ
幼　児：平成28年４月２日～平成30年４月１日　生まれ

社協ホームページ

（生活支援コーディネーター）
ＳＣのつぶやき

令和４年度　水泳教室新規生徒募集
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　聴覚障害の方の生活や福祉制度などについての理解や認識を深めるとともに、手話で日常生活の会話
ができる程度の手話奉仕員養成講座を開催します。
　入門課程修了後、基礎課程開講までの間に隔週で復習編を実施予定です。詳しくは講座内で案内します。
対　象　者　18歳以上の市内在住・在勤者
日　　　時　６月～11月（８月13日は除く）毎週土曜日　10：00～12：00
場　　　所　ゆうあいステーション　
受　講　料　無料　※テキスト代　3,300円は個人負担
募 集 定 員　20名　※応募人数が少ない場合は開講できないことがあります
募 集 期 限　５月20日（金）　※定員になり次第締め切り
申 し 込 み　葛城市社会福祉協議会（ゆうあいステーション内）または社会福祉課（新庄庁舎）
　　　　　　※テキスト代を添えて申し込みください。
問い合わせ　葛城市社会福祉協議会　総務課　☎48-3373　FAX48-2890

　以前の私はというと、人前に出てのお話し、おしゃべりすることも苦手でした。
　約30年前、町内の広報誌に手話学習の募集が載っていて、それを見た瞬間、私にとっては朗報、
手話を始めるきっかけになりました。手を使って相手とお話ができるのです。早速、手話サークルに
入りました。
　あれから月日も経ち、たくさんのろう者の方々の友達もでき、手話を通じて多くのことを教えてい
ただいています。初めて手話でお互いに会話が通じ合えた時は、ほんとうに嬉しく感激したのを今で
も覚えています。
　これからも市内の多くの方々に手話の素晴らしさや魅力などを広めていく活動をしていきます。1
日も早くコロナが収束して、ろう者との交流が図れればと願っています。

　ボランティアグループ　手話サークル友情所属　健聴女性

　社協では、市内に在住されている60歳以上の方を対象に、令和４年度
陶芸教室をゆうあいステーションで開催いたします。
　参加を希望される方は、募集期間中に、當麻事務所（ゆうあいステーショ
ン内）、または新庄事務所（新庄健康福祉センター内）までお申し込みく
ださい。
　お電話での申し込みは受付できませんので予めご了承ください。
　また、受講決定は、ハガキにて通知いたします。申し込みをされる方は、
当日官製はがきまたは63円（ハガキ代）をご持参ください。
※�新型コロナウイルス感染症予防対策を十分に行い開催いたしますが、感
染状況により開催を中止させていただく場合もありますのでご了承くだ
さい。
日　　　時　５月10日（火）、５月11日（水）、５月25日（水）、
　　　　　　６月８日（水）、６月22日（水）
募 集 期 間　４月12日（火）～４月19日（火）
定　　　員　10名（初心者優先、先着順）
受　講　料　①初めての方　��510円（材料費のみ）
　　　　　　②2回目以降　1,530円（材料費、施設利用料）
問い合わせ　総務課　☎48-3373

＊ゆうあいステーション休館日のお知らせ（毎週月曜日、月曜日が祝日の時はその翌日）
４月／４日（月）・11日（月）・18日（月）・25日（月）
５月／２日（月）・９日（月）・16日（月）・23日（月）・
　　　30日（月）
６月／６日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）

※�新型コロナウイルスのワクチン接種会場となる場合、
臨時休館させていただきます。また、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止対策のため、各催しの中止や、臨時
休館する場合があります。ご来館の前にお電話か社協
ホームページでご確認ください。

　皆さまのご寄附に対し、
厚く御礼申し上げます。
　お寄せいただきましたご
寄附は、地域福祉に有効活
用させていただきます。

善意のご寄附
◦村井　准子（當麻）
◦磐城小学校
　　附属幼稚園ＰＴＡ
物品のご寄附
◦西川　信夫（木戸）
◦森川　靜彦（忍海）

（順不同・敬称略）

《令和３年12月1日～
令和４年２月28日》

手話奉仕員養成講座（入門課程）～手話を学ぼう、手話で話そう～

つながろう手話コラム　～手話との出会い～

ゆうあい陶芸教室生徒募集のお知らせ ご寄附いただき
ありがとう
　　ございました

葛城市社協だより　ゆうあい通信　第104号　令和４年４月１日発行　編集・発行　社会福祉法人葛城市社会福祉協議会
　〒639-0273　奈良県葛城市染野789番地1　葛城市福祉総合ステーション『ゆうあいステーション』内
　TEL　0745-48-3373　　　FAX　0745-48-2890　　　HP　http://katsuragi-shakyo.jp/


