
 

 
 

赤い羽根共同募金助成事業 

      ありがとう 

メッセージ集 
 

 

 

 

 

※平成30年度事業を実施された大牟田市の助成団体や福祉教育を

推進された学校のみなさんから寄せられたメッセージです。 

 助成へのお礼と活用内容について記しております。 

        

福岡県共同募金会大牟田市支会 
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     ～赤い羽根共同募金とは～ 

  

共同募金の仕組み 

✓ 募金の約 75%は、自分の町を良くするために使われています。 

✓ 配分計画を決めてから募金（寄付）を集める仕組みです。 

⇒今年度に集められたお金は次年度事業に使われます。 

✓ 災害支援にも共同募金は使われています。 

＜計画募金フロー例＞ 

平成 30 年度

配分計画の

決定 

平成 30 年度助成事業実施 

赤い羽根共同募金会は、民間の運動として戦後直後の 1947 年に、市

民が主体の取り組みとしてスタートしました。「社会福祉法」という法

律をもとに、社会福祉事業の推進のために活用されてきました。そし

て 72 年たった今、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、

共同募金は市民主体の運動を進めています。 

共同募金の意味と歴史 

平成 29 年度

募金活動 
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～共同募金会 大牟田市支会の場合～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

共同募金の使いみち 

✓ 民間の地域福祉を支える活動に使われています。 

✓ 配分委員会により、助成団体や金額を決定しています。 

⇒大牟田市での使いみちを WEB サイト「はねっと」で公開しています。 

Web アドレス：http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do 

平成 30 年度に助成を受けられた団体や学校の 

「ありがとうメッセージ」を掲載します。 

✓ 校区分会、校区社協、民生委員・児童委員、町内公民館、まちづ

くり協議会、企業や学校関係者の皆さんにより、思い思いの募金

活動を展開しています。さまざまな募金活動の種類としては 

⚫ 「戸別募金」：地域の各家庭を訪問して募金を呼びかける。 

⚫ 「街頭募金」：街角や商業施設などで募金を呼びかける。 

⚫ 「法人募金」：企業を訪問して寄付を依頼する。 

⚫ 「職域募金」：企業の従業員の方に職場での募金を依頼する。 

⚫ 「学校募金」：学校において児童・生徒に募金を呼びかける。 

⚫ 「イベント募金」：イベントを企画して募金を呼びかける。 

⚫ 「募金百貨店」：寄付つき商品の販売及び募金箱の設置。 

⚫ 「赤い羽根自販機」：飲料水の販売手数料の一部が募金となる。 

共同募金への参加 
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『倉永小学校』 

  

平成３０年度も共同募金助成事業を受け、様々な児童の福祉学習に有効に

活用させていただきました。１年生は祖父母の方との昔遊び交流会、４年生

は地域の方たちとの門松づくりを行い、作った門松を交流先の高齢者養護施

設や地域の高齢者を訪問して贈呈し、心から喜んでいただきました。６年生

は民生委員さんと共に一人暮らし高齢者を訪問し手紙と手作りカレンダーを

渡しました。後日、訪問した方々からたくさんのお礼の手紙が学校に届きま

した。これらの活動を通して子どもたちは地域の良さを知り地域のために自

分たちができることを考え行動するようになっています。今後も地域の方々

と連携を深めながら、よりよい倉永校区にしていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。            
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             『手鎌小学校』 

  

当校では持続可能な社会の担い手を育てる教育を推進し、地域の歴史・産

業・文化を大切にし、地域のために共に行動する子供の育成を目指していま

す。助成金により、校区の教育的な人的・物的資源を大いに活用することで

き、海苔すき体験、農業体験、串だご作り、伝統文化の継承など豊かな体験

活動の実施が可能になっています。そのおかげで、地域の人々への尊敬・感

謝の心を深め、地域を愛し、地域のために行動しようとする子どもが育って

います。本当にありがとうございます。 

 

  

～串だご作り～ 
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『羽山台小学校』 

 

 福祉教育を中心に国語教育と関連させて ESD を推進していくために、「み

んなの幸せのために自分にできることを 『見つけ はじめ つづける』」学

習と伝え、地域の人材活用や地域施設との交流を積極的に行い、各学年の取

組みを ESD 展示会や学習発表会を通して地域に発信しています。１年生は昔

遊びの学習、２年生は読み聞かせの仕方、３年生は障害を持つ方との交流や

点字についての学習というように地域のたくさんの方々と交流しながら人と

して生きる上で大切なことを日々学んでいます。このような体験活動を通し

て子ども達は自分の生活している世界をだんだん広く見ることができるよう

になってきて、本当に感謝しています。今後もこの助成金を活用させていた

だき、子ども達の心が輝くよう育てていきたいと考えています。 

 

 

 

 
  

～高齢者施設での交流～ 

～視覚障がい者による講話～ 
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『玉川小学校』 

 

低学年はサツマイモの苗植えからその収穫、料理までの体験。中学年はみ

かん狩り、櫟野祭への参加・発表。高学年は田植え、稲かり、米の収穫、も

ちづき大会、地域で行われているどんど祭における米はかり踊りの体験。こ

のように、全校児童に、その学年に応じた自然体験をすることにより、お互

いが協力する姿勢、課題解決のために、粘り強く取り組む姿勢を養うことが

できた。また、その体験を実施するに当たり 地域の方を講師に招いたり、地

域の施設の祭りに参加するなど、地域と一体となる教育活動ができた。この

ように幅広く活動できるのも、赤い羽根共同募金の助成を受けたおかげだと

思います。 本当にありがとうございました。   
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『駛馬小学校』 

 

３年生は、地域の方の指導のもと、自分たちが心を込めて育てた花苗やミ

ニ門松を地域の施設に届ける活動を行いました。５、６年生は校区の一人暮

らしの方を訪問し、話し相手になったり手紙やプレゼントを渡す活動を行い

ました。また１年〜６年の全学年児童とその保護者、地域の方々との親睦を

深めるために「はやめっ子もちつき体験」も開催しました。このように、共

同募金助成事業の助成金をいただき、高齢者施設や地域の方々との交流活動

など、より充実した福祉体験活動となりました。子どもたちは地域の方との

交流と通して「自分にもできること」を探し実行していこうとする「温かい

心」を持って行動できることを目指していきます。心から感謝します。 

ありがとうございました。                                                                                          

～地域の見守り訪問活動～ 

～高齢者施設へ育てた花苗を贈呈～ 
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           『中友小学校』 

 

本校では４年生で「地域の文化を知ろう」をテーマに「中友大好きキッズ

まんじゅうつくり」5 年生においては「地域の人に対して貢献する」ために

「子ども民生委員活動」を行っています。子ども民生委員活動は本年度で９

年目の取り組みでした。地域の民生委員さんと一緒になって活動する中で、

高齢者の方と直接触れ合う体験を重ねることができました。相手の思いを想

像したり気遣ったりすることが「心に寄り添うこと」であり、自分たちも温

かい気持ちになり日常の学校生活においても友達への言葉かけがやさしくな

ったように思います。毎年十日市でも、赤い羽根共同募金を行い地域の方か

らも声をかけていただきました。さらに、地域の福祉活動への関心も高まり

ました。また、4 年生で学習した「キッズまんじゅう」（手作り焼き立てカス

テラまんじゅう）作りを６年生でも実施し、卒業前にお礼としてお世話にな

った地域の方々に配ることができました。このように充実した活動ができる

のも、共同募金の助成金のおかげです。ありがとうございました。 

  

  

～訪問活動～ 

～街頭募金運動～ 
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『橘中学校』 

  

今年も、助産師の方を講師に招き、「こころ・からだ・いのちの学習」を行

いました。内容は人間のいのちがどのように生まれるのか。胎児の成長や分

娩のメカニズムなどたった一つのいのちの大切さなどを話していただきまし

た。自分の心身の変化や命を生み出すことができるようになったことを自覚

する「第二次性徴」や「男女交際」「性感染症」「性被害」について学びまし

た。この学習を通して自分の命や生活の大切さだけでなく、他の人への思い

やりの必要性を考える良い機会となりました。この助成金のおかげで、この

ような有意義な学習を展開することができました。 

本当にありがとうございました。  

   

～いのちの学習の様子～ 



10 

 

『歴木中学校』 

  

高齢者、認知症について事前に学習し、理解を深めた上で、実際に交流す

ることによって、そのコミュニケーションの方法など、より深く学ぶことが

できた。ゆっくり大きな声で話をしたり、相手の方がリラックスできるよう

に気配りをしたり、普段では気づかないことに気づかされたり、有意義な福

祉体験でした。体験学習の一つにレクリエーションがあったが、高齢者の方

がとても楽しそうに過ごしておられたのが何よりよかったです。この助成金

のおかげで、有意義な福祉体験を実施することができました。 

どうもありがとうございました。 

  

  

～認知症及び高齢者に関する学習～ 

～レクリエーションの様子～ 

～高齢者疑似体験の様子～ 
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『明光学園中学・高等学校』 

  

毎年助成金を活用して行っている新年のお茶会には、今回初めて、倉永小

学校の６年生の皆さんが歩いて学校へ来て下さいました。お抹茶の飲み方を

教えてあげたり、私たちが手作りした花びら餅を食べていただいたりと新し

い交流ができました。ありがとうございました。また、この助成金とは関係

なく、学校として初めて、「カツサンドプロジェクト」を企画・実行をして、

貴重な体験をさせていただきました。楽しく活動するとともに、食品の製造

や販売の大変さも体験することができ、その売り上げを赤い羽根共同募金へ

の寄付という形につなげることができました。先生方や在校生の協力もあり、

メンバー全員で１つのことを成功させられたので、高校生活の良い思い出と

なりました。                                      

～地域の方々との交流の様子～ 
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『大牟田市ボランティア連絡協議会』 

 
ボランティア団体の情報交換の場として、定例会（６回）の他に、今年度

も「防災」をテーマに活動しました。研修会（８月：むかい治英人権コンサ

ート）、防災運動会主催（２月）などの実施。人権は防災を考える上でとても

大事な視点であり、ボランテイアの心に大切に刻んでおきたいと思いました。

各団体の活動もある中、少し大変ではありましたが、みんなで力を寄せ合い、

広報誌の発行（１回）やボランティア同士で情報交換する場、有意義に学ぶ

場が作れました。それも助成いただいたおかげだと深く感謝しております。

今後も横のつながりを広げ、まちづくりの一翼が担えるよう、頑張っていき

ます。  

 

  

 

～広報誌の発行～ 

～第６回防災運動会の様子～ 
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『大牟田手話の会「ありあけ」』 

 

平成３０年度はこの助成金を活用して、聞こえない人との地域防災のため

の研修会を開催しました。災害に備えるための知識を学び、インスタントの

焼きそばを水で作ったりと実際に防災食を作って食べることは、備えるため

に必要であると認識しました。備えることは大切なことだと知っていても、

自分一人では行動は先延ばしになりがちです。聞こえる、聞こえないは関係

なく、みんなで学ぶ、いいきっかけをいただきました。今後も継続して学ん

でいきたいと思います。ありがとうございました。  
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『大牟田朗読の会』 

 

平成 30 年度も視覚障がい者の皆様への録音図書、広報おおむた、新聞コ

ラム等のより良い音声訳を提供できるよう、種々の学習会や活動を行うこと

ができました。また、今年度は「40 周年記念講演会」を開催することができ、

障害者ならびに一般の方々もたくさん来場され、大いに楽しんでいただきま

したので、会員一同たくさんの勇気をいただき今まで以上に朗読技術の研鑽

に励もうと決意しています。また、今年度の研修旅行は大河ドラマ「いだて

ん」の金栗四三のゆかりの地を訪れました。大牟田市のすぐ隣、玉名に、世

界的に足跡を残したマラソンランナーがいたことが感慨深く、会員皆で、彼

の生家等を訪問し、有意義な 1 日を過ごしました。私たち会員も、視覚障が

い者の方々へのより良い録音図書製作やボランティア活動は勿論のこと、多

くの人々に感動を与えていけるように、一層の努力をしてまいりたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

  

～40 周年記念講演会～ 
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『大牟田要約筆記の会 のぞみ』 

 

 要約筆記は情報保障手段の一つで話されている内容を要約し文字として伝

えます。要約筆記の会のぞみは赤い羽根共同募金の助成金で聴覚障害者の方

との交流会や勉強会などを通じて社会参加の支援をしています。平成３０年

度は朝倉へバス研修旅行を計画しました。参加者の方の感想をご紹介します。    

「今年もみんなで話し合い、大刀洗方面へバス研修旅行を行いました。難聴

者も一緒です。見学場所で聞こえにくいことに対する配慮もありましたし、

文字通訳（要約筆記）もあり、楽しい話でした。このような中で、お互いが

交流でき、気持ちを理解しあえる場が持てたことに感謝しています。赤い羽

根共同募金の助成を受けたことでできたことです。本当にありがとうござい

ました。最後に中途失聴、難聴者は『当日は要約筆記がつきますので安心し

てご参加ください』という言葉にとても励まされています。要約筆記の会員

さんのサポートを受けながら、今後も前向きに活動していきたいと思ってい

ます。」以上が難聴者の方の感想でした。私ども要約筆記者も、更なる技術向

上を目指し、よりよい情報保障を行っていきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 
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『大牟田市老人クラブ連合会』 

 
 女性部活動及びリーダー研修会を通して、活動の充実、会員同士の親睦を

深めることができました。又、活動を通して、健康づくりと介護予防の推進

の向上を高めることが出来たのも、この赤い羽根共同募金の助成金のおかげ

です。ありがとうございました。                                 

（活動内容）  いきいきクラブ体操、健康ウォーキング、施設訪問、料理

教室、生花教室、研修会、エコ手芸教室、防犯カルタ大会など 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

～会報誌の発行～ 
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『大牟田市身体障害者福祉協会連合会』 

 

平成３０年度はお笑い芸人で初の寝たきり障害者として芸人活動中の「あ

そどっく」さんによる、お笑いライブや「重度障害者の生きざまに学ぶ」を

テーマに啓発講演をいただきました。参加者全員が障害のある・なしに関係

なく、ともに生きることの意味を教えていただく研修となりました。毎年、

このように助成をいただくおかげで、有意義な研修を行うことができます。 

ありがとうございました。 

 

  

～「あそどっぐさん」のお笑いライブの様子～ 
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『NPO 法人 大牟田市母子寡婦福祉会』 

 

平成 30 年度も共同募金の助成を受けて、大牟田市内に住むひとり親家庭

の母子・父子の皆さんを対象に夏休みを利用して、「マリンワールド海の中道」

の日帰りバス旅行を実施しました。特にイルカショーは大人気で、「とても楽

しかった」と弾けていました。さらに、大宰府天満宮にも立ち寄り、「子ども

が今年受験生なのでお参りできてよかった」「家族の絆が深まった」などの感

想が寄せられました。これからも、子ども達の思い出づくりのお手伝いがで

きるよう頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ひとり親家庭の交流バス旅行～ 
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『NPO 法人 大牟田市障害者協議会』 

  

障がいのある人もない人も一堂に会し交流を深めることを目的に、毎年、

「ふれあいパラリンピック＆サン・アビまつりが開催されております。アリ

ーナでは各サークルの発表やニュースポーツをゲーム感覚で楽しんでいただ

き、館内では障害のある方々の作品や福祉機器を展示しました。また、屋外

では障がい者団体による軽食コーナーや授産品や手芸品の販売をする即売コ

ーナーを設けました。地域で活躍されている方々をお招きしたり、もちつき

大会も行われ、大人も子どももたくさん集まりに賑わいました。準備段階か

ら、校内外の高校生や地域、関係団体の皆様にご協力をいただき、たくさん

のボランティアさんに支えられたお祭りとなりましたことを申し添えます。

赤い羽根共同募金で集まった浄財をいただき、笑顔で溢れたお祭りを開催で

きたことに深く感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ふれあいパラリンピック＆サン・アビまつりの様子～ 
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『NPO 法人 ともしび会』 

             （むつごろう） 

平成３０年度も共同募金の助成を受け、精神障害者などの社会参加促進事

業を行うことができました。おかげさまで、社会適応訓練の成果を上げるこ

とができました。内容は「こころの健康づくり」講演会への参加、サンアビ

まつりへの参画、福岡市の市民防災センター・福岡タワーの見学、大牟田夏

祭り総踊りへの参加などたくさんの行事・研修に参加することができました。

その中でも、サンアビまつりにおいてはカレーライス販売に挑戦し、みんな

からの「大丈夫」という励ましのおかげもあり、無事に活動できたことが達

成感、自信につながりました。このような体験ができるのも、助成金のおか

げです。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ホークスベースボールパーク筑後での見学の様子～ 

～福岡市防災センター見学の様子～ 
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『ＮＰＯ法人 大牟田知的障害者育成会』 

              （ふれんず） 

共同募金助成金をいただいて、6/7〜8 で長崎・佐賀方面へ研修旅行に行

ってきました。水族館「海きらら」ではいろんな種類のクラゲがいました。

仲間も職員もガラスにへばりついて見ていました。クラゲの飼育が盛んに行

われていて、見たこともない小さなクラゲがたくさんいました。イルカショ

ーはまじかで見られてすごく迫力がありました。九十九島遊覧船では大きな

船に乗り、九十九島を巡りました。中には船酔いする人もいましたが、船に

揺られながら、普段見られないような素晴らしい景色をみることができ、貴

重な体験でした。やきものの里では焼き物とわさびの苗づくりを中心に作業

されていました。地域と連携され注文が入り、流れ作業をして出荷されると

ころが印象的でした。今回初めて貸切バスを利用することができ、これも赤

い羽根共同募金の助成金を受けたおかげで実現できました。 

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

『NPO 法人 つなぎｔｅおおむた』 

 

 「大牟田は災害のなかけん、よかもんね。」ほんの数年前まで、このような

声がよく聞かれたのですが、寒波による大牟田市内全戸断水、そして熊本地

震の発生で、「安心はしとられん」と災害を自分事としてとらえるかたも徐々

に増えてきました。同時に「だけど何をどうしたらよいのかわからんので教

えてほしい」そんな声も多く届くようになりました。これに対応し、私ども

は自助共助の力を高め災害に備える「市民の災害対応力ＵＰ講座」を２講座・

２日連続で開催しました。赤い羽根共同募金から開催資金の助成をいただい

たことに感謝いたします。今後も継続することで災害に強く、ボランタリー

精神豊かな大牟田になると思います。 

 

 

 

 

～市民の災害対応力ＵＰ講座の様子～ 
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『NPO 法人 大牟田障害者応援センター 』 

（もやい） 
 この度、多くの市民の皆様の浄財である赤い羽根共同募金の助成を受け、

大牟田市内の多目的トイレが、どんな場所にあり、どんな機能を持っている

のかを表す「多目的トイレマップ」を作成することができました。本当にあ

りがとうございました。多くの方に活用していただけるよう、地区公民館や

駅や病院等のご協力を受け、パンフレットを置かせていただいています。ト

イレの心配をすることなく、お買い物や観光を楽しむために、活用していた

だければ幸いです。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

〒836-0815 

  大牟田市瓦町９-３（総合福祉センター内） 

福岡県共同募金会大牟田市支会 

☎0944-57-2527 FAX0944-57-2528 

発行元 



 

 

 

  

 

         

 

            
  

 

       


