
10月1日～12月31日
ご協力よろしくお願いいたします。

令和４年度白山市の目標額：9,956,000円

赤い羽根共同募金運動が、10月1日から全国一斉に開催されます。
赤い羽根にお寄せいただくやさしい思いは、じぶんの町を良くする活動を
支援するために使われています。

募金の約80％が白山市の福祉団体等に助成され、
残りの約20％が全国的な災害復興支援や石川県全体

での広域的な活動等に使われます。

法人募金協力一覧

募金方法

共同募金への寄付と税制優遇

【お問い合わせ】
自分の町を良くするしくみ赤い羽根共同募金

白山市共同募金委員会
白山市倉光八丁目16番地1（白山市社会福祉協議会内）
TEL：076-276-3151 FAX：076-276-4535

●銀行から振込
口座名義 白山市共同募金委員会赤い羽根
金融機関 はくさん信用金庫 松任支店
口座番号 （普通）0281192

●インターネット・スマホからも募金できます。
左のQRコードをご利用ください。

●町内会または白山市共同募金委員会へ

共同募金は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄付に対する「優遇
措置の対象団体」となっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、
共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同
募金により助成が社会福祉の増進に貢献していると社会的評価を得ているため
です。
※個人からの寄付は「所得税・住民税」、法人からの寄付は「法人税」の優遇
措置があります！

（株）ユニーアピタ松任、（株）ぺイブ、みのり建設（株）、前多産業(株)、
（株）加賀土木、（株）山口光洋舎、（株）山﨑組、（株）風組、竹腰永井建設（株）、
（株）スノーエリアマネジメント白山、（株）タナオックスホールディングス、
（株）西山産業、白峰工業（株）、久司石油（株）、（株）木田工業、（株）山本産業、
（株）桑木、（有）竹内産業、（有）白山興産、（有）志んさ本舗、
はくさん信用金庫白峰支店、（株）白峰産業

ネット募金用QRコード

企業の皆様からも力強いご支援をいただいてます。
※昨年度、白山市共同募金会へご寄付いただいた企業等（敬称略、順不同）

全国共通テーマ：つながりをたやさない社会づくり
～あなたは一人じゃない～

赤い羽根共同募金シンボルキャラクター
「愛ちゃん」と「希望くん」

白山市社協マスコットキャラクター
「ふくちゃん」

白山手取川ジオパークイメージキャラクター

「ゆきママとしずくちゃん」



令和４年度赤い羽根共同募金目標額

共同募金へのご寄付ありがとうございます。
赤い羽根共同募金が地域の課題解決に向けて役立っています。

青少年健全育成及び地域ボランティア事業 楽器演奏活動事業

プレゼント寿司事業 毎年ありがとうございます。
待っとったんや！ありがとう。
もらってもいいがけ、気の毒や～。
こんなんしてもらって嬉しい。
いつもなら、鍵かけてるんやけど今日
は鍵開けて待っとったんや。嬉しい。
（美川婦人会）

コロナ禍の中、感染対策をしながら演
奏会をさせて頂きました。生徒さん達
もすごく感動し満足されていました。
また、知っている曲も多くあり、皆さ
ん心の中で歌っているよという声を頂
きました。（琴修会フジ大正琴白山）

コロナ禍で、なかなか思うように活動がで
きない中、感染者の数字を見ながら、消毒
、手洗い、マスクをしての活動が主となり
ました。その中で色々体験学習活動を通し
て、青少年健全育成に役立たせていただき
ました。誠に感謝申し上げます。
（ボーイスカウト松任第一団）

区分 地区 団体名 目標額 事業内容

1 新生児誕生訪問事業 885,000 新生児誕生訪問事業

2 福祉共育推進事業 346,000 福祉共育推進事業

3 市民活動・ボランティアセンター活動支援事業 430,000 市民活動・ボランティアセンター活動支援事業

4 広報啓発事業 937,000 広報啓発事業

5 地域共生社会推進事業 300,000 地域共生社会推進事業
居場所 1 こどもの魅力発見ハウスあまのんち 30,000 親子支援、地域の居場所づくり事業

1 白山市老人クラブ連合会 120,000 健康づくり支援事業

2 白山市身体障害者団体連合会 570,000 グラウンドゴルフ大会、会員研修会、機関誌発行他

3 白山市ボランティア連絡協議会 350,000 市内ボランティア活動者との交流及び研鑽、広報誌の発行

4 福祉健康まつり実行委員会 900,000 白山市福祉健康まつりの開催

5 白山市手をつなぐ育成会 120,000 療育キャンプ事業

6 認知症の人と家族の会 130,000 認知症の人と家族の会活動事業

7 白山リハビリ木曜会 30,000 会員のリハビリ事業

8 やすらぎの会 90,000 不登校などと向き合う親たちのグループ学習会

9 松任地区老人クラブ連合会 233,000 老人クラブ広報活動

10 美川地区老人クラブ連合会 66,000 スポーツ交流事業（グラウンドゴルフ大会）

11 鶴来地区老人クラブ連合会 66,000 老人クラブ健康づくり事業

12 河内地区老人クラブ連合会 19,000 スポーツ交流事業（スカットボール大会）

13 吉野谷地区老人クラブ連合会 24,000 老人クラブ広報活動・健康づくり事業（ニュースポーツ大会）

14 鳥越地区老人クラブ連合会 57,000 老人クラブ広報活動・健康づくり事業（スポーツ大会）

15 尾口地区老人クラブ連合会 16,000 老人クラブ健康づくり支援事業（軽スポーツ大会）

16 白峰地区老人クラブ連合会 60,000 老人クラブ広報活動・健康づくり支援事業

1 松任ポテトクラブ 50,000 福祉教育事業（社会見学事業）

2 松任トマトクラブ 50,000 福祉教育事業（児童の清掃ボランティア、社会科見学）

3 千代野ありんこ学童クラブ 32,000 福祉教育事業（児童のQOL向上と地域との親睦事業）

4 山島台メルヘン児童クラブ 43,000 福祉教育事業（命の大切さを伝える体験活動）

5 美川児童ふれあいくらぶ 50,000 福祉教育事業（時節に合わせた親子・地域交流事業）

6 湊児童ふれあいくらぶ 32,000 福祉教育事業（地域との交流と児童のQOL向上を図る事業）

7 悠愛第１学童クラブ 37,000 福祉教育事業（お出かけ事業）

8 悠愛第２学童クラブ 21,000 福祉教育事業（お出かけ事業）

9 恵愛学童クラブ 50,000 地域社会見学事業

10 石川つくしんぼクラブ 45,000 社会見学事業

11 北陽イルカクラブ 35,000 防災学習事業

12 北陽ペンギンクラブ 48,000 防災学習事業

13 蝶屋にこにこくらぶ 41,000 社会見学事業

14 蝶屋第２にこにこくらぶ 41,000 社会見学事業

15 ピノキオクラブ 50,000 放課後児童健全育成事業

16 ピノキオクラブ第2 50,000 放課後児童健全育成事業

17 ピノキオクラブ第3 50,000 放課後児童健全育成事業

18 朝日ししくクラブ 50,000 放課後児童健全育成事業

19 白山市西南部児童センター 50,000 児童健全育成事業（クリスマスの集い）

20 白嶺っこクラブ 14,000 福祉教育事業（公共施設を使い児童のQOL向上と他団体との地域事業）

21 東明ひまわりクラブ 50,000 福祉教育事業（東明ひまわりクラブ夏休み行事）

22 松南メルヘン児童クラブ 48,000 福祉教育事業（児童のQOL向上と他団体との交流）

23 とりごえくまっこクラブ 32,000 福祉教育事業（児童のQOL向上と地域親睦活動）

1 白山市食生活改善推進協議会　松任支部 50,000 世代別に取り組む食育活動

2 松任手話サークルいなほ 30,000 手話の学習、当事者との交流

3 白山音訳の会　草笛 20,000 視覚障害者のための音訳CD作成

4 ボーイスカウト松任第１団 50,000 青少年健全育成及び地域ボランティア事業

5 林中ボランティアグループ 50,000 地域内の高齢者の方及び住民へのまごころサポート

6 ボランティア弓堀 25,000 高齢者支援事業

7 出城ボランティアグループ 50,000 清掃活動、一人暮らし高齢者訪問慰問事業（お花の贈呈）

8 てんとうむし 20,000 点訳による視覚障がい者への情報提供活動

9 千代野枝の会 21,000 福祉施設や地域での支援活動

10 ひびきグループ 50,000 「ひびき旅行」での介助支援活動

11 メンタルヘルスボランティアたんぽぽの会 20,000 精神障害施設での支援活動他

12 松任要約筆記サークル 30,000 聴覚障害者のための要約筆記活動

13 歌のボランティアグループほがらか 20,000 高齢者施設にて歌や踊りの訪問

14 みたらし福祉会 20,000 病院での後方支援事業

15 琴修会フジ大正琴白山 30,000 各施設・サロン・公民館事業 大正琴の演奏

16 NPO法人紬の会 30,000 高齢者施設での歌・踊りや写真の展示

17 ロンド 20,000 サロンでの歌、楽器演奏、体操活動

18 しゅしゅ 5,000 市民から集めた使用済み切手を整理し、切手収集福祉団体に送付他

19 白山市美川地区更生保護女性会 30,000 犯罪、非行等に対する更生保護活動

20 ハロークラブ 12,000 あいさつ運動推進事業（美川在住の住民）

21 スピリッツジュニア 15,000 青少年ボランティア普及啓発事業（美川在住の中学生）

22 スピリッツ 10,000 青少年ボランティア普及推進事業（美川在住の高校生）

23 スピリッツCOLORS 12,000 青少年ボランティア推進事業（美川在住の青年）

24 美川まつぼっくり赤十字奉仕団 30,000 会員の資質向上のための研修会

25 白山市食生活改善推進協議会美川ブロック 30,000 具沢山減塩味噌汁のふるまい、生活習慣病予防学習

26 美川婦人会 30,000 一人暮らし高齢者宅へプレゼント寿司の配布

27 白山市食生活改善推進協議会河内支部 24,000 高齢者世帯への配食サービス他

28 河内ボランティアの会 29,000 高齢者訪問事業（おはぎに絵手紙を添えて）

29 白山市食生活改善推進協議会尾口支部 20,000 高齢者支援事業（サロン参加者へ弁当作り）

30 白峰女性の会 30,000 地域ふれあい事業（地区清掃や行事参加・協力）

31 くらしにつなぐ防災の会 50,000 災害（ハザードマップ）の周知と自助・共助を進める活動

32 野々市・白山子ども劇場 30,000 子どもの自主性・創造性を育む芸術・文化活動

33 白山麓おはなしの会 40,000 乳幼児等への絵本の読み聞かせ活動

34 美川おはなし会 20,000 美川おはなし会20周年記念事業

35 ホビー＆シャべロッサ 30,000 高齢者の交流支援

7,731,000

2,225,000
県域で活動している民間福祉活動への助成
や全国的な災害復興支援のための準備金、
共同募金運動に係る運動経費等の事務費。

2,225,000
9,956,000
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県内広域助成、災害準備金、事務費等


