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ごあいさつ

社会福祉法人奈良県共同募金会

会長　卜部　能尚

平成27年度奈良県共同募金会ポスター

赤い羽根其

平素は、奈良県共同募 へのご 援・ご協力あり とうござ

本年も10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に始まります。

県民の皆様のお力添えにより、本年で69回日を迎えることが出

今日、頻発する災害や地域のつながりの希薄さからくる、ひきこもりや虐待、経済的困

窮など様々な理由により地域で孤立していく人々が増加し、将来的な生活不安が高まる

中で、地域で支え合う取組みが一層重要となってきています。

共同募金は、「じぶんの町を良くするしくみ」です。地域の福祉課題を解決するため住民

自らが取組まれる活動への支援は基より、災害発生時における災害ボランティアセンター、

復興支援センター等の設置や運営経費に役立てるなど、幅広い役割を担っています。

本県では、 市町村共同募金委員会が実施する 祉事業や県内社会福祉施

設・団体の資金ニーズ等の必要な資金計画等を勘案し、今年の募金運動では募金目

標額を、1億8千万円と定めました。

しかし、まだまだ地域福祉事業の支援の要望額には不足しています。

目標額の達成はもとより、今後、より一層の地

い羽根共同募金に皆様のご支援・ご協力をよろしくお願ももします。

う、本年も赤

の流れ‥‥‥…・…‥‥‥・‥・・‥‥・

平成27年度　募金目標額180，000，000円

、1十般幕金

蔓、．歳末
たすけあい募金

③NHK歳末
たすけあい募金

（募金方法）
・戸別募金

・法人募金

・職域募金

・街頭募金

・学校募金

・自動販売機

他

市町村共同
募金委員会
（39市町村）

・市町村社会 �C・・‾・： 折 

福祉協議会 

・社会福祉施設

・社会福祉団体

・社会福祉法人

・非営利活動団体等

配分委員会による

審議

・小地域活動団体蔓 ’∈ 　恕 ・ボランティア団体藁 　■だ ・その他、地域墓 ．慧 福祉活動団体蔓 　■ぢ J 



・寮叛望 �助成件数 �助成額 ‾要肇探鞍‾ 

H・22年度 �10占 �38，297，150 �97 �28，237，150 

H23年度 �104 �39，500，140 �88 �29，808，140 

H24年度 �112 �38，827，600 �87 �26，131，600 

H25年度 �151 �60，819，740 �107 �30，628，398 

83 �34，406，400 �77 �27，146，445 



域福祉活動

1階には2ヶ所の出入り口はありますが、2階からの避難は

飛び降りることも難しいので、一端1階に降りてこないと駄目

でした。

今回この助成を受け、2階から避難が出来る「防災ス

ロープ」を設置することが出来ました。

安心して園児達の保育が行えるようになったのも、皆様か

らのあたたかいご寄付のおかげです。

本当にありがとうござい

ました。

ち（広域助成） ●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●



適所者・ボランティア・職員が一体

となって、クッキー・ケーキの製作、販

売を行っていますが、今まで製品の袋

をシールするシーラーの調子が悪く

なってきており、今回の助成で新しい

シーラーを購入することが出来まし

た。通所者の人も自分に出来る仕事

が増え、大変喜んでいます。心より感

謝申し上げます。

皆様の善意を大切に、機関紙「大椿

寿」を年3回発行し、老人福祉に関す

る事項や老人クラブ等の活動を掲載

し、会員による各戸への配布は、孤立

しがちな高齢者の見守り活動にも

なっています。社会に貢献することを

生きがいとして今後も活動していきま

す。寄付者の皆様、ありがとうござい

ました。

への配分一覧
（地域福祉配分金・歳末たすけあい）

配分金（円） �社会福祉協議ム �配分金牌蓑．：・・二．．・；‡三≡．■．一・ －：・・一業■≧・葉蕪‾・・・・二・・・・・‥至　　　　三言 ��一一一賓貰・照一　　　　一言葺－ 

奈　良　市 �7，599，027 �曽　爾　村 �557，920 

大和高田市 �6，833，761 �御　杖　村 �178，050 

大和郡山市 �12，118，223 �高　取　町 �2，385，845 

天　理　市 �5，441，930 �明日香村 �1，316，330 

橿　原　市 �11，113，196 �上　牧　町 �865，811 

桜　井　市 �10，088，596 �王　寺　町 �1，072，337 

五　億　市 �5，780，916 �広　陵　町 �1，728，765 

御　所　市 �4，216，219 �河　合　町 �625，460 

生　駒　市 �8，257，379 �吉　野　町 �2，670，622 

香　芝　市 �2，688，646 �大　淀　町 �2，024，992 

葛　城　市 �1，434，161 �下　市　町 �1，099，800 

卓　陀　市t �4，990，628 �黒　滝　村 �114，224 

山　添　村 �1，356，254 �天　川　村 �133，391 

平　群　町 �1，709，902 �野迫川村 �40，800 

三　郷　町 �－623，649 �十津川村 �412，967 

斑　鳩　町 �3，845，878 �下北山村 �91，675 

安　堵　町 �264，985 �上北山村 �119，004 

川　西　町 �1，791，004 �川　上　村 �70，734 

三　宅　町 �628，916 �兼吉野村 �178，038 

田原本町 �5，471，257 �予誠　　　一－＿嘉一 �1．糾，9凍圭292 ‥一・一・一一二一計　一計 

今回の助成で防球フェンスと東側

のCB塀を改修することが出来まし

た。

皆様のあたたかいお支えによって

子ども達がのびのびと思いっきり

ボールを蹴ったり、投げたりできるよ

うになりました。景観もよくなり、安

全な環境が整えられ、保護者、職員一

同感謝の気持ちでいっぱいです。



手話サークルでは、聴覚障害者、健聴者が共に手話を

学び、交流を続けています。

講演会や講習会を開催して、手話を覚えたい人、興味

のある人に呼びかけ、知識を深

め、聴覚障害者への理解、情報

交換により、災害時や緊急時に

も役に立てる様に、頑張ってい

ます。

皆様、今年度も活動を通じ

て、手話への周知が広がってい

ると感じています。本当にどう

もありがとうございました。

イオンモーノ

め、奈良県内

ます。

詳しくは、奈J

2月中旬から

の原をほじ

＼たし
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共同募金委員会では、毎年10月1日に天理駅

前で募金活動を行っています。昨年度は、この募金活

動にあわせ駅前広場でオープニングセレモニーを実施

しました。セレモニーでは、天理市長・受配団体・関係

機関の参加者から、募金の目的や使われ方などについ

㌫譲終㌍転誌諦終㌣隼去来平準㌔
・L

てメッセージを頂き、

通行される市民に広

報・啓発を行いまし

た。終了後は、天理本

通り商店街での募金

活動を行いました。

巌露語ザ㍗㌍㌔一勧揮辞㌔逆夢己
戦ン

町内にお住まいの65歳

以上のひとり暮らしの方を

対象に、王寺町文化福祉

センターで「春、のどかな

集い」を開催しました。

対象者への声かけから

当日のお手伝いまで、民

生児童委員の方にご協力

をいただき、美味しい食事

をいただきながら、楽しいおしゃべりに花を咲かせ、カラ

オケ大会、抽選会、そして西和警察署から「交通事故防止

の講話」と盛りだくさんな行事を楽しんでいただきました。

毎年このような集いを開催できるのも、ご寄付いただ

いた皆様のおかげです。ありがとうございました。

又

縫合しま寄慮卓

、、＿＿ノ′‾‾、－、＿＿ノー‾‾、－、

平成16年度より近畿6府県共

同募金会で合同のバッジデザイ

ンの募集を始めてから、奈良県か

ら初めて「赤い羽根賞」が受賞さ

れました。選ばれました受賞作

は、今年度10月1日から始まりま

す共同募金運動の近畿のシンボ

ルとして活躍します。

赤い羽根受賞者鼻田

製作意図「赤い羽根を届ける」
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未就学の療育生を対象に、毎月2回、「′S、れあい教室」を

開催しています。参加当初、慣れない団体生活に戸惑っ

ている子ども達も、音楽療法などのプログラムを通じて、

できなかったことができるようになるなど、大きな成長を

見て取ることができます。

このような事業が継続して実施できるのも、寄付をくだ

さっている地域の皆様のおかげです。ありがとうございま

した。

一人暮らしの高齢者を公民館に招待して、年4回食事

会を実施しています。食事の後は、アトラクションを行い

参加された高齢者の方に大変喜んでいただきました。

この活動により、日頃家から出る機会の少ない一人暮

らしの高齢者の方に、楽しいひとときを過ごしていただき

ました。

皆様のご寄付のおかげです。ありがとうございました。

市町村共同募金委員会の窓口はこちら
；臣巨閻■■■ �‡電話番号1 

奈良市共同募金委員会 �0742－93－3100 

大和高田市共同募金委員会 �0745－23－5426 

大和郡山市共同募金委員会 �0743－53－6531 

天理市共同募金委員会 �0743－61－2200 

橿原市共同募金委員会 �0744－29－3880 

桜井市共同募金委員会 �0744－42－2724 

五候市共同募金委員会 �0747－24－4152 

御所市共同募金委員会 �0745－63－2457 

生駒市共同募会委員会 �0743－75－0234 

香芝市共同募金委員会 �0745－76－7107 

葛城市共同募金委員会 �0745－48－3373 

宇陀市共同募金委員会 �0745－84－4116 

山添村共同募金委員会 �0743－85－0181 

托同募金委員会名　l �l電話番号1 

平群町共同募金委員会 �0745－45－5710 

三郷町共同募金委員会 �0745－72－5800 

斑鳩町共同募金委員会 �0745－74－5122 

安堵町共同募金委員会 �0743－57－2523 

川西町共同募金委員会 �0745－43－3939 

三宅町共同募金委員会 �0745－43－2078 

田原本町共同募金委員会 �0744－34－2118 

曽爾村共同募金委員会 �0745－96－2144 

御杖村共同募金委員会 �0745－95－2828 

高取町共同募金委員会 �0744－52－3865 

明日香村共同募金委員会 �0744－54－2740 

上牧町共同募金委員会 �0745－76－6098 

王寺町共同募金委員会 �0745－32－5201 

争伊藤園
「募金型自動販売機」で、

飲料を買って社会貢献

奈良県内に、
44台設置されています。

平成26年度募金総額

1，220，446円
（H25．11．1～H26．10．31集計額）

詳しくは
社会福祉法人奈良県共同募金会まで
お問合せ下さい。

電話0744－29－0173

；回転閻■■■ �l電話番号1 

広陵町共同募金委員会 �0745－55－8300 

河合町共同募金委員会 �0745－58－2734 

吉野町共同募金委員会 �0746－32－8978 

大淀町共同募金委員会 �0747－52－1941 

下市町共同募金委員会 �0747－52－6125 

黒滝村共同募金委員会 �0747－62－2850 

天川村共同募金委員会 �0747－63－9112 

野迫川村共同募金委員会 �0747－37－2941 

十津川村共同募金委員会 �0746－64－0666 

下北山村共同募金委員会 �07468－6－0360 

上北山村共同募金委員会 �07468－2－0129 

川上村共同募金委員会 �0746－52－0294 

東吉野村共同募金委員会 �0746－42－0441 

・1．．．＿三∴三越 �� �塵喜．■二重買雇葱 ���才一一一‾＝■■こ： �！同 ��簡捷蔦越慧 �����、慧†宅 �� � � ��� � 
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握霊宝1－－ �� 
義…喜義手 � �転 義 � � � � �� � � � � �一一一一一＝－、 �一一　　一　■　一　　一　一　　　一　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　一　　一 ��∴二一一∴＝≡・■ � �弓 
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募 募 � �� ����金ガ 祉へ を通 ��� ������ � ��一一＝■－1－－二・・＝L■一・・■＝・ン1三ここ・＝∴二・・■・・一・二・二二，∴・：一・＝・∴＝エ＝－≡・1≦・一・こと⊥＝＝・－■：－＞＝血 �� 

・‾一事　　　‾漉 　　ヽ �������� �� �� � � � � � � 

「ハ 売機 �▲ でも、－どこでも募 だけでもできる福 ま全額共同募金会 ��������きる、自動販売機 貢献を第十に考え 社会福祉に役立て ��������ートブルペンタ です。 

□癒K‡ VENDING ������������赤い羽根募金の「ハートフルベンダー」正会員 オザキペンディング株式会社 〒639－2251奈良県軸所帯戸毛1200番地TEL、074r5（67〉0212FAX、0745（67〉棚85 

メーカ機も取り扱いしています。　ご用命は当社に！ 
取扱商品：サントリー、キリン、アサヒ、大塚、UCCなど 



頗泉響法泉が共済募金会臆寄僧』藍場合亀

税制塵の優遇措置が受紺塾酌まず◎

■個人の場合（所得税については、所得控除弁税額控除のいずれかを選ぶことができます）

◆所得税の寄付金控除額（所得税法第78条による）
・所得控除額＝寄付金額（年間所得の40％を限度とする額）－2千円

・税額控除額＝（税額控除対象寄付金額－2千円）×40％

や住民税の寄付金税額控除額（地方税法第37条の2）
・〔寄付金額（年間所得の30％を限度とする額）－2千円〕×10％

＃手続き　領収書を添付して確定申告を行っていただく必要があります。

所得税の税額控除を受けるためには、「税額控除の証明書」写しの提出が必要となります。

嶋法人の場合　法人税法により、寄付金額を㌢全額損金算入」することができます。

禽受配馨指定等願意制度
特定の受配者（社会福祉法人）を指定しての寄付にも、一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

たとえば、○義社所賓の豊地を新』宅建設する福祉施設臆提供』た雛等

○故意福祉施設靡建設済地窮鼠悶窪め騎柴豊藍』嘗寄贈』監齢算

○国庫補助金驚愛緒戦故意福祉施設を建設する際騎建築資金藍』雷寄棺』監緋算

○施設建設時の独立行政法泉福祉医療機構の鷹巣姦償還の財源藍』等寄鰭』た緋苺

共同募金会が窓口です。但し、審査があります。（又、審査事務費

詳しくは、奈良県共同募金会までお問い合わせください。

アサヒ飲料株式会社

社会福祉法人　奈良県共同募金会まで。
TEL：0744－29－0173

maiL：info＠nara－akaihane．com

．S亡IFT rlRINKS 苺の感激を、わかもあう。

赤い羽根共同募金
自動販売機

こころとからだに、

おいしいものを。
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