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　赤い羽根共同募金運動の推進につきましては、皆様方に多大なご協力をいただき、新型コロナ
ウイルス感染症の大きな影響を受けました令和２年度におきましても、一定の成果を挙げること
ができました。皆様の温かいご支援に対し厚くお礼を申し上げます。
　令和２年度の共同募金実績と、その成果に基づいて令和３年度において実施される各種事業
への配分金につきましてご報告申し上げますとともに、令和３年度の共同募金運動へのご協力を
お願い申し上げます。

令和２年度共同募金運動実績報告

分　会　名 共 同 募 金 歳 末 募 金 合　　計 分　会　名 共 同 募 金 歳 末 募 金 合　　計

西
条

玉　津　分会 660,800 165,200 826,000
東
予

吉　岡　分会 296,400 74,100 370,500
飯　岡　分会 706,400 176,600 883,000 三　芳　分会 289,600 72,400 362,000
西　条　分会 604,000 132,500 736,500 楠　河　分会 356,800 89,200 446,000
神　拝　分会 941,800 252,200 1,194,000 庄　内　分会 251,200 62,800 314,000
大　町　分会 1,130,800 282,700 1,413,500

丹
原

丹　原　分会 580,900 145,100 726,000
神　戸　分会 423,200 105,800 529,000 徳　田　分会 212,200 52,800 265,000
禎　瑞　分会 172,500 49,000 221,500 田　野　分会 273,200 68,300 341,500
　橘　　分会 210,400 154,200 364,600 中　川　分会 317,900 79,100 397,000
氷　見　分会 445,200 166,950 612,150 小

松
小　松　分会 633,300 158,200 791,500

加　茂　分会 23,000 5,800 28,800 石　根　分会 290,800 72,700 363,500
大保木　分会 20,000 5,000 25,000

そ
の
他

街 頭 募 金 0 0
市之川　分会 3,200 800 4,000 職 域 募 金 972,842 972,842

東
予

周　布　分会 342,800 85,800 428,600 学 校 募 金 487,621 487,621
吉　井　分会 288,000 75,400 363,400 そ の 他 3,675,634 3,675,634
多　賀　分会 534,700 70,000 604,700 イベント募 金 68,600 68,600
壬生川　分会 541,200 135,300 676,500 県 共 募 按 分 778,522 778,522
国　安　分会 560,400 140,200 700,600 合　　計 17,093,919 2,878,150 19,972,069

☆お寄せいただいた募金は、愛媛県共同募金会へ全額納入いたしました。

赤い羽根共同募金  西条市共同募金委員会

19,972,069円 ［　　　　　］共同募金　１７,０９３,９１９円
歳末募金　　２,８７８,１５０円

（単位：円）

赤い羽根共同募金運動　期間：10月１日〜12月31日

-目標額-
16,985,000円

　第７５回赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まりました。
　共同募金は、地域福祉の推進を目的として、社会福祉協議会などの社会福祉団体や施設からの
申請を受けて配分先を予定し、目標額を定めたうえで行う計画募金です。西条市共同募金委員会
では本年の募金目標額を16,985,000円として、募金活動を行います。
　誰もが住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らすことができるように、皆様の温かいご協力
及びご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



3

　皆様から寄せられました募金は、西条市共同募金委員会から愛媛県共同募金会へ全額
納付し、そこから災害時の特別な場合を除いて県内の民間社会福祉事業に配分されます。
　令和３年度配分金は、西条市の一般募金実績額に県共募からの按分額、歳末たすけあい
募金剰余金を合わせて、地域配分、広域配分として配分されました。

❶募金が集まる

赤い羽根共同募金とは?

配分の詳細については、
西条市共同募金委員会ＨＰに
掲載しています。

地域配分：西条市社協が行う地域福祉事
業や、ボランティア育成事業、高齢者の
福祉活動、青少年の健全育成などに活か
されています。

http://saijoshakyo.or.jp/kyoubohp/use.html

【問合せ】

　赤い羽根共同募金は、戦後まもない昭和２２年（１９４７年）に市民主体の「国民たすけ
あい運動」として始まりました。７４年を経た現在も社会の変化のなか、誰もが住み慣れた
地域で安心して暮らすことができるよう ”じぶんの町を良くするしくみ。” として取り組
まれています。

❷集まった募金は
　いったん県共募へ

❸-2
広域配分

❸-1 地域配分

西条市共同募金委員会
（同市社会福祉協議会内） 愛媛県共同募金会

西条市社会福祉協議会

❹西条市の
　地域福祉活動のために…
○ボランティア活動推進　○老人福祉
○児童・青少年福祉　　　○福祉育成・援助
○障がい児・者福祉
○災害ボランティアセンター設置・運営

□災害見舞金
□福祉施設等の備品設備

西条市を含む
愛媛県内市町

職域

学校

街頭

法人

戸別

イベント

募金箱

令和３年度配分金（令和２年度募金使途内訳）

広域配分：県内で福祉活動を行っている
団体への事業費、福祉施設・作業所等の
備品整備費、災害見舞金など愛媛県共同
募金会から直接配分します。

地域配分（西条市社協配分）
１１,００２,６６９円

県共同募金会広域配分
８，１４２，０００円

西条市共同募金委員会（西条市社会福祉協議会内）
西条市周布606-1　東予総合福祉センター内 （℡  0898-64-2600）

赤い羽根募金の使い道については、
赤い羽根データベースはねっと
をご覧ください。

赤い羽根はねっと

令和３年度配分金

19,144,669円

　　　　　「西条市」じぶんの町「西条市」を良くするしくみ。



4

【30,000円〜】
◇周桑農業協同組合　◇愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合　◇第61番札所香園寺　◇㈱小松協同企業

【10,000円〜29,999円】
◇王至森寺　◇㈱フラスコ　◇㈲エンジェル・コール　◇西条中央病院　◇㈱アドバンテック　◇㈱クラレ西条事業所　
◇四国電力㈱西条発電所　◇㈲エナジー安田　◇㈱西電　◇花王サニタリープロダクツ愛媛㈱　◇㈱トップシステム　◇㈲
三好産業　◇ＪＡえひめ未来中央支所　◇愛媛信用金庫西条支店　◇西条建設業協同組合 ◇西条建設㈱　◇とのやまクリ
ニック　◇㈲木藤組　◇㈱徳増建工　◇㈱ダイテック　◇石鎚神社　◇渡部病院　◇なごみ　◇コスモス　◇飯尾皮フ科
泌尿器科　◇㈱丹下興産　◇平田クリニック　◇藤岡建設㈱　◇丹下建設工業㈱　◇㈱長曽鉄工所　◇四国開発フェリー
㈱　◇住友重機械イオンテクノロジー㈱　◇今治加工㈱東予工場　◇㈱西条ドライビングスクール　◇㈱志賀商店　◇多賀
民生児童委員協議会　◇安藤工業㈱　◇東洋管工㈱　◇東予住宅設備㈲　◇共立病院　◇フジボウ愛媛㈱　◇フジワラ化
学㈱　◇壬生川漁業協同組合　◇㈱タツノコ　◇㈱秋山魚市場　◇㈱桝田屋商店　◇高田勝人税理士事務所　◇㈱そごう
マート　◇楠河民生児童委員協議会　◇岡崎建設㈱　◇㈱一輝　◇いしづち森林組合周桑支所　◇宮田鉄工㈱　◇福田医
院　◇周桑商工会　◇㈲野口印刷所　◇中村内科胃腸科　◇徳永鉄建㈱　◇藤岡生コン㈱　◇㈱今井工務店　◇㈲佐伯
組　◇㈲藤原建設　◇㈲高田運送　◇㈲秋川飼楽園　◇横峰寺　◇浦部医院　◇リハ・クリネ　◇深田歯科医院　◇横山
病院　◇清楽寺　◇サテライトこまつ　◇㈱サイプレス・スナダヤ　◇㈱こもれび　

【5,000円〜9,999円】
◇㈱越智工務店　◇愛媛トヨタ自動車㈱西条・新居浜店　◇㈲西条製作所　◇㈲清家企画　◇㈲小田製材所　◇飯岡建
設㈲　◇大明建設㈲　◇大武建設㈱　◇西条道前病院　◇㈱寺田組　◇電源開発㈱　◇西条教育用品㈲　◇㈱谷口金属
熱処理工業所　◇クラレテクノ㈱西条営業所　◇フジケンエンジニアリング㈱　◇あぜち内科　◇㈱大力　◇眞鍋造機㈱西
条工場　◇㈱ヤマダ　◇㈱愛光不動産　◇㈲山田塗装工業所　◇㈱青木商店　◇是則西条運輸㈱　◇デイサービスあさひ　
◇ついたちの里　◇渡部タクシー㈱　◇㈱日本システムグループ　◇益田歯科医院　◇加藤コンピューター会計事務所　◇広
島銀行伊予西条支店　◇加藤博司法書士事務所　◇伊予銀行西条支店　◇㈲高瀬時計店　◇㈲青野精肉店　◇坂根医院　
◇クローバー薬局　◇石水書道塾　◇太楽園　◇土岐医院　◇松浦皮膚科医院　◇銀座街振興会　◇愛媛銀行西条支店　
◇弁財天耳鼻咽喉科クリニック　◇ベルモニー葬祭東予　◇辰美産業㈱　◇福田自転車商会　◇前神寺　◇四国テクニカル
サービス㈱　◇三崎設計事務所　◇丸和商事　◇たかはし歯科　◇東予歯科　◇神野石材㈲　◇JA周桑周布支所　◇藤岡
歯科　◇フジ東予店　◇藤岡ガス㈲　◇㈲平塚建築　◇㈲越智電工　◇今井建設　◇エンジョイライフ玉之江　◇㈲塩出建
設　◇澄心斉　◇越智建材店　◇㈲武田ハウジング　◇道前運送㈱　◇㈲Ｃ・プランツ　◇旬菜串ダイニングつづみ　◇岡本
シコー㈱　◇イースト開発　◇㈱むらかみ　◇㈲東予タクシー　◇㈲トクダ　◇ホテルユニバース　◇ＪＡ周桑多賀支所　◇森
内科　◇キッズクリニックパパ　◇エンジョイライフ㈱シグナルケアステーション　◇田渕外科　◇周桑運送㈱　◇日本製鉄
㈱瀬戸内製鉄所阪神地区(東予)　◇山内石油㈱　◇浅川造船㈱　◇瀬戸内海苔㈱　◇東予メモリアルホール　◇芸予産業
㈱　◇平安祭典西条西セレモニー会館　◇㈲大岩自動車工場　◇古味歯科医院　◇森山内科　◇武田設備工業㈲　◇小林
耳鼻咽喉科クリニック　◇やまもと眼科クリニック　◇くしべ整形外科　◇情熱工務店　◇行本医院　◇茎田医院　◇田中技
研㈱　◇近藤設備工業K.K　◇庄内連合自治会　◇今井クリニック整形外科　◇丹原建設㈱　◇㈲渡部工作所　◇菓舗とく
のや　◇池田誠治司法書士事務所　◇㈲行元プロパン住宅設備　◇㈱宮田商店　◇㈲佐伯燃料設備工業　◇佐伯孝歯科医
院　◇㈲兼井自動車　◇㈱ミツワ電気商会　◇協和生コン㈱　◇㈱とくながたまご　◇㈲日野石油福岡給油所　◇㈱シュウ
コン　◇㈲丸雄高速運輸　◇㈲今井青果　◇丸雄観光㈱　◇㈱トーヨ砕石　◇㈱今井組　◇愛建電工㈱東予工場　◇堀川
泰規税理士事務所　◇㈱あじふく　◇㈱北田組　◇㈱トーヨ　◇大磯タオル㈱　◇常盤砕石㈱　◇(公社)サンフィールド国際
人材育成協会　◇ＪＡ周桑小松支所　◇こまつ医院　◇松井酒店　◇めしや菓舗　◇㈱マルブン　◇㈲丸石土木　◇池さん　
◇シコー㈱　◇法安寺　◇㈱近藤建設　◇㈱玉井建設　◇ＮＣ四国コンクリート工業㈱　◇興雲寺　◇㈲伊藤プレス工作所　
◇㈱北四国電線工業所　◇ＪＡ周桑石根支所　◇㈲徳永鉄工所　◇㈱野村建設　◇㈱続木鉄工所

　令和２年度に実施いたしました共同募金では、戸別募金の他、多くの方々にたくさんのご協力をいた
だきました。心よりお礼申し上げます。その中で5,000円以上のご寄付をいただいた団体・企業・個人の
方々、ご協力をいただいた店舗・団体等につきましてご紹介させていただきます。（敬称略・順不同）

令和２年度の共同募金にご協力ありがとうございました！

法人募金

個人大口募金【5,000円〜】
◇國田 敬子　◇潮見 憲一　◇一色 浩　◇田坂 隆明　◇安永 省一　◇曽我 賢一　◇浅田 順久　◇徳増 稚養一
◇徳増 美恵子　◇十亀 興美　◇武智 正人　◇佐伯 貴彦　◇竹内 隆朗　◇佐々木 隆　◇今井 一嘉　◇長井 昭次
◇渡部 義文　◇青野 克彦　◇越智 實一　◇堀川 広了　◇塩出 晧治　◇田口 勝三　◇曽我部 光夫　◇德永 正
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 【個人の寄付】所得税及び住民税に係る寄付金控除の対象となっています。
 【法人の寄付】株式会社などの法人の寄付は、法人税法により『全額損金』とすることができます。
　※税制上の優遇措置については、下記のホームページをご参照下さい。

URL:www.saijoshakyo.or.jp/kyoubohp/activities.html

学校募金（各学校の児童・生徒さんが中心に協力していただいた募金）

◇玉津小学校　◇飯岡小学校　◇西条小学校　◇神拝小学校　◇大町小学校　◇神戸小学校　◇禎瑞小学校　◇橘小学校　◇氷見
小学校　◇西条東中学校　◇西条西中学校　◇西条南中学校　◇西条北中学校　◇西条高等学校　◇西条農業高等学校　◇周布小
学校　◇吉井小学校　◇多賀小学校　◇壬生川小学校　◇国安小学校　◇吉岡小学校　◇三芳小学校　◇楠河小学校　◇庄内小学
校　◇東予東中学校　◇東予西中学校　◇河北中学校　◇東予高等学校　◇丹原小学校　◇徳田小学校　◇田野小学校　◇田滝小
学校　◇中川小学校　◇丹原東中学校　◇丹原西中学校　◇丹原高等学校　◇小松小学校　◇石根小学校　◇小松高等学校

職域募金•その他（団体や企業の皆さんから頂いた募金）

◇西条市役所　◇西条図書館　◇西条警察署　◇東消防署　◇東予地方局　◇星の里 利用者会・職員互助会　◇四国電力
送配電㈱西条事業所　◇玉津幼稚園　◇双葉幼稚園　◇めぐみ幼稚園　◇西条聖マリア幼稚園　◇大町幼稚園　◇かんべ
幼稚園　◇ひまわり幼稚園　◇玉津保育園　◇みのり保育園　◇飯岡保育園　◇愛・ゆめいろ保育園　◇西条認定こども園　
◇めぐみ保育園　◇みどり保育園　◇わかば保育園　◇のぞみ保育園　◇神拝保育園　◇東予乳幼児保育園　◇古川認定こ
ども園　◇大町保育園　◇さくら保育園　◇神戸保育園　◇禎瑞保育所　◇橘保育園　◇ほくしんコウル　◇西条西警察署　
◇西消防署　◇東予郷土館・図書館　◇多賀幼稚園　◇国安幼稚園　◇東予南こども園　◇東予中央保育所　◇東予北保
育所　◇河北こども園　◇庄内保育所　◇丹原学校給食センター　◇丹原図書館　◇丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター　◇丹原保育
所　◇田野保育所　◇道前荘　◇小松学校給食センター　◇石燧園　◇明水荘　◇小松幼稚園　◇道前クリーンセンター　
◇小松東保育所　◇小松西保育所　◇石根保育所　◇西条市社会福祉協議会　

募金箱設置協力（窓口等に募金箱を設置していただいた店舗・施設等）

◇玉津公民館　◇飯岡公民館　◇西条公民館　◇神拝公民館　◇大町公民館　◇神戸公民館　◇禎瑞公民館　◇橘公民
館　◇氷見公民館　◇加茂公民館　◇大保木公民館　◇市之川公民館　◇ＪＡえひめ未来玉津支所　◇ＪＡえひめ未来飯
岡支所　◇ＪＡえひめ未来中央支所　◇ＪＡえひめ未来大町支所　◇ＪＡえひめ未来神戸支所　◇ＪＡえひめ未来禎瑞支所　
◇ＪＡえひめ未来橘支所　◇氷見交友会館　◇公園通り郵便局　◇飯岡郵便局　◇四軒町郵便局　◇西条郵便局　◇大
町郵便局　◇西田郵便局　◇氷見郵便局　◇加茂郵便局　◇大保木郵便局　◇おおさかや 蔵はち　◇西条市役所　◇西
条警察署　◇総合文化会館　◇西条図書館　◇こどもの国　◇生涯学習の館　◇西条東部地域交流センター　◇西条西部
地域交流センター　◇石鎚ふれあいの里　◇伊予銀行西条支店　◇光風館　◇南山荘　◇水都苑　◇福武荘　◇ゆるぎ荘　
◇星の里　◇アサヒビール四国工場　◇㈱クラレ西条事業所　◇ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱西条工
場　◇オーガニック整骨院西条院　◇マックスバリュ西条神拝店　◇マルヨシセンター西条店　◇総合福祉センター　◇周布
公民館　◇吉井公民館　◇多賀公民館　◇壬生川公民館　◇国安公民館　◇吉岡公民館　◇三芳公民館　◇楠河公民館　
◇庄内公民館　◇JA周桑周布支所　◇JA周桑吉井支所　◇JA周桑多賀支所　◇JA周桑壬生川支所　◇JA周桑国安支所　
◇JA周桑吉岡支所　◇JA周桑三芳支所　◇JA周桑楠河支所　◇JA周桑庄内支所　◇東予総合福祉センター　◇丹原公
民館　◇徳田公民館　◇田野公民館　◇中川公民館　◇桜樹公民館　◇いろの和　◇ＪＡ周桑本所　◇ＪＡ周桑丹原支所　
◇ＪＡ周桑徳田支所　◇ＪＡ周桑田野支所　◇ＪＡ周桑中川支所　◇丹原図書館　◇丹原福祉センター　◇西条市小松総合
支所　◇小松公民館　◇小松温芳図書館　◇ここてらすこまつ　◇東予信用金庫小松支店　◇JA周桑小松支所　◇小松農
村環境改善センター　◇JA周桑石根支所　◇小松地域福祉センター

ガチャポン設置協力（ご協力いただいた店舗・施設等）

＊愛媛県共同募金会設置　　　　◇マックスバリュ西条神拝店　◇東予地方局
＊西条市共同募金委員会設置　　◇総合福祉センター  ◇東予総合福祉センター  ◇小松地域福祉センター

皆様、ご協力ありがとうございました。
「共同募金の使い道が知りたい！」、「募金に協力したい！」、「募金箱を設置したい！」など

赤い羽根共同募金に興味を持ってくださった方は、「西条市共同募金委員会」へお気軽にご連絡ください。

共同募金税制上の優遇措置について
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会長就任のご挨拶
　皆様方には、平素より西条市社会福祉協議会の運営、活動に
関しまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　このたび、令和３年６月２５日開催の理事会におきまして、西条市社会福祉協議会会長に選任
されました。会長就任にあたりましては、市町合併後、令和となった今日、其々の地域の特性を
生かしつつ人と地域の融合へ更なる深化を図るべく、これまでの社協支部長や消防団長として
培った経験を糧に、微力ではございますが、全身全霊を傾け職責を全うする所存でございますの
で、皆様方の格段のご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
　さて、近年の地域福祉を取り巻く環境は、従来からの少子・高齢社会の進行に加え、とりわけ、
昨年来のコロナ禍の影響等により、当たり前であった日常が激変し、地域福祉の原点である「つ
ながり」が分断され、高齢者の孤立や子育てに対する不安、経済的困窮世帯への対応など、地域
が抱える課題は深刻化の一途をたどっています。
　このような状況下において社会福祉協議会の果たす役割は大きく、また多くの期待に応えるべ
く、地域福祉の向上はもとより、付加価値の高い事業の提供や地域福祉文化の醸成に積極的に取
り組んでいかなければなりません。
　そのため、本会の舵取り役として、歴代会長の思いを継承し「誰もが安心して自分らしく暮ら
すことのできる地域社会」の実現を目指し、地域福祉を推進する中核的な団体としての認識のも
と、役職員一丸となって使命を果たしてまいりますので、皆様のより一層のお力添えをお願い申
し上げます。

西条市社会福祉協議会
会　長　　木　藤　　清

　令和３年６月２５日開催の理事会・評議員会において、西条市社会福祉協議会の役員
及び評議員の選任を行い、新役員、評議員が決定いたしました。

＜会　長＞　木　藤　　　清
＜副会長＞　田　口　勝　三　　　大　野　　　博
＜理　事＞　一　色　　　浩　　　髙　橋　義　雄　　　白　石　　　篤　　　髙　木　　　勇
　　　　　　安　藤　雅　康　　　髙　橋　直　喜　　　越　智　康　夫　　　黒　川　知　子
　　　　　　渡　部　義　文　　　渡　部　佳奈子　　　福　田　昭　芳　　　村　上　正　和
　　　　　　神　野　廣　美　　　戸　田　好　則
＜監　事＞　妻　鳥　清　孝　　　青　野　健　一　　　渡　部　武　志

新役員【理事•監事】新役員【理事•監事】

矢　野　芙美子　　 髙　橋　久美子　　 岩　崎　忠　夫　　 有　友　孝　則　　 石　水　公　文
八　木　悦　子　　 石　原　髙　行　　 野　田　ゆり子　　 高　木　俊　江　　 榊　原　靖　仁
近　藤　洋　子　　 井　下　キヨ子　　 美　濃　典　子　　 香　川　康　代　　 工　藤　康　博
越　智　義　則　　 越　智　夏　代　　 渡　邊　　　信　　 佐　伯　貴　司　　 井　上　　　康
藤　原　謙　治　　 児　玉　　　浩　　 桑　原　茂　樹　　 眞　鍋　　　優　　 長　井　昭　次
武　下　道　恵　　 岡　田　澄　雄　　 真　鍋　美知子　　 國　廣　　　隆　　 今　井　　　寛
濱　井　恒　孝　　 越　智　敏　夫　　 今　井　博　志　　 渡　邊　幸　子　　 三　村　康　行
佐　伯　由貴恵　　 徳　永　米　子　　 桑　原　一　豊

【評議員】【評議員】
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　人生100年時代と言われる現在、日本の100歳以上の人口は80,000人を超え、65歳以上の高
齢者は総人口の28.7％（令和2年9月20日付　総務省統計局調べ）を占めています。そんな中、65歳以上の
認知症高齢者は、令和7年（2025年）には約５人に１人になると推定されています。

【問合せ】 西条市社会福祉協議会　本所（地域福祉課）
TEL　0898-64-2600

第１７回西条市社会福祉大会のご案内第１７回西条市社会福祉大会のご案内

「認知症」正しく知っていますか？

日　時：令和３年１１月２０日（土） 午後１時３０分から午後２時３０分まで
場　所：西条市総合文化会館（神拝甲７９－４）
内　容：社会福祉関係功労者表彰、ダイヤモンド婚顕彰

【問合せ】　西条市社会福祉協議会　本所（地域福祉課・総務福祉課）
　　　　　　西条市周布606-1　TEL 0898-64-2600　FAX 0898-64-3920

「認知症」ってどんな病気？
「認知症」とは老いにともなう病気の一つです。「風邪」と同様に
病名ではなく特有の症状を示す状態を総称する言葉です。さまざま
な原因で脳の細胞が死ぬ、または働きが悪くなることによって、
記憶・判断力が低下し、社会生活や対人関係に支障が出ている
状態（およそ６か月以上継続）をいいます。

　例年１１月に、社会福祉功労者などへの表彰や記念講演を行っている社会福祉大会につき
まして、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、大会の規模を縮小して記念
講演等を中止し、感染防止対策を徹底した上で、式典のみの開催といたします。
　それに伴い、大会の参加者を表彰者及び関係者のみと限定させていただきます。何卒ご理解
いただきますよう、お願い申し上げます。
　なお、今後の感染症の拡大状況によっては、大会を中止する場合があります。

正しく知って、正しく学ぶ Vol.1

「認知症」は加齢とともに誰もがなりうる病気です。特別と捉えず
人生100年時代、認知症について皆が正しく知ることで、見えない
不安を軽減し、認知症になっても安心して暮らすことができる西条市
を目指しましょう。

認知症について、気軽に勉強してみませんか？

POINT!
「認知症」は周りの接し方や声掛け
などで、症状が緩和したり進行を遅
らせたりすることもできます。認知
症の方に”良い”接し方をするために
は、まず「認知症」について学び、正
しい知識を持つことが大切です。
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　あなたの撮った笑顔の写真が、『西条市社協だより1月号』の表紙になります。皆さんの笑顔
の写真でしあわせのおすそ分けをしませんか。年齢制限はありません。下記の募集要項を参照
してぜひご応募ください。

 ■募集要項
 　　　　　撮影した写真を下記のメールに添付して、投稿者の氏名、住所、電話番号を書いて
 　　　　　ご応募ください。【メール】tiiki@saijoshakyo.or.jp
 　　　　　笑 顔
 　　　　　令和３年１１月２日（火）まで
 
  •被写体の人の了解を得てご応募ください。
  •特殊効果や文字の挿入など、画像加工した作品は掲載できません。
  •掲載時の大きさや位置などは選べません。
  •１人何点でも応募できますが、掲載については被写体1人につき1枚です。
  •申込先へ直接写真をお持ちいただいてもかまいません。写真の返却はできかねます。
  •掲載に不適切であると思われる写真に関しては、掲載しない場合があります。
  •応募多数の場合は、掲載を見合わす可能性があります。ご了承ください。

　絵手紙を描くことが大好きな方々が、絵手紙のお誕生日カードを作る
ボランティア活動に取り組んでおられます。
　季節の花々などをモチーフにした絵手紙はとても温かみのある作品
で、カードを受け取られた方に大変喜んでいただいております。
　東予総合福祉センターのロビーにも季節折々の絵手紙作品を展示して
います。

編集•発行 社会福祉法人　西条市社会福祉協議会
〒799-1371　 愛媛県西条市周布606-1　東予総合福祉センター内
TEL 0898-64-2600　FAX 0898-64-3920　http://www.saijoshakyo.or.jp/

西条市社会福祉協議会　　本　　所　 TEL　0898-64-2600 ＊ FAX　0898-64-3920
ボランティアセンター　　西条支所　 TEL　0897-53-0873 ＊ FAX　0897-52-0234

問合せ＆
申込先

皆さんの笑顔の写真を募集します！

【日時】11月11日（木） 10:00～12:00
【会場】東予総合福祉センター (周布606-1)
【内容】ボランティアの基礎知識
　　　  絵手紙ボランティア体験

新型コロナウイルス感染拡大状況等により、講座を中止とする場合があります。

趣味を活かしたボランティア（絵手紙ボランティア）

ボランティア体験講座　受講者募集中　～まずは体験してみることから始めましょう！

【日時】12月8日（水） 13:30～15:30
【会場】東予総合福祉センター (周布606-1)
【内容】ボランティアの基礎知識
　　　  読み聞かせボランティア体験

問合せ＆申込先
西条市社会福祉協議会

本所（地域福祉課）
TEL 0898-64-2600

絵手紙ボランティア体験 読み聞かせボランティア体験

 応募方法：
 　　　　　
 テ　ー　マ：
 応募期間：
 注　意　点：


