
　本城中学校生徒会のみなさんが、校内で共同募金活動をして集めら
れた寄付金を事務局にお持ちいただきました。本城中学校生徒のみ
なさん、ありがとうございました。
　また、大同高校生徒会、南高校生徒会のみなさんも募金活動に取り
組んでいただきました。ありがとうございました。
　南区共同募金委員会では募金活動に取り組む学校・生徒会を応援
します。関心のある方はお問い合わせください。

第64回 児童生徒作品コンクールを開催しました第64回 児童生徒作品コンクールを開催しました

尾村　多絃（宝　小 ３年）
松永　絢佳（柴田小 ４年）
吉村　　藍（大生小 ５年）
遠藤　梨菜（笠東小 ６年）
太田　有香（桜田中 １年）
久野つぐみ（名南中 ２年）
井上　光希（本城中 ３年）

副　　七彩（笠寺小 １年）
寺田　絢雲（笠東小 ２年）
成瀬　諒香（道徳小 ３年）
落合　正伍（道徳小 ４年）
ﾒﾚﾝデズ･ｳｨﾙｿﾝ（大磯小 ５年）
古井　知里（伝馬小 ６年）
岩井　佑介（明豊中 １年）
朽名　綾香（明豊中 ２年）
福田　優衣（大江中 ２年）

森　　嵩統（白水小 ４年）
富山　公平（笠寺小 ４年）
森田　さち（呼続小 ５年）
森　　愛葉（白水小 ６年）
日高　萌瑛（大江中 １年）
日下部有希（桜田中 ２年）
山本　紗妃（本城中 ３年）

稲熊　玲那（笠東小 １年）
新井　涼乃（宝南小 ２年）
大橋　紗采（笠寺小 ３年）
大矢　侑芽（豊田小 ４年）
谷　萌夕夏（千鳥小 ５年）
垣花レイジ（千鳥小 ６年）
橋本奈々未（明豊中 １年）
鵜飼悠寿希（明豊中 ２年）
前川　愛乃（大江中 ２年）
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南 区 長 賞 南区共同募金委員会　ー会長賞ー （敬称略）（敬称略）

（敬称略） （敬称略）

赤い羽根共同募金　13,245,653円 歳末たすけあい募金 552,364円

生徒会で“募金活動”に取り組んでいただきました！

平成24年度 赤い羽根共同募金実績報告
区民の皆さまのあたたかいご協力により、今年も大きな成果をあげることができました。

ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

平成25年１月15日現在

髙野　　結（春日野小３年） 青山　奈央（星崎小4年） 川尻　尚弥（笠寺小5年） 岩上奈都乃（春日野小6年）

金原　怜奈（明豊中1年） 稲森　安美（南光中2年） 大野　愛絵（桜田中３年）

水谷　美佳（新郊中1年）

大橋　麻央（宝南小4年）

大谷　悠人（菊住小1年）

木村　彩乃（笠東小6年）

小島　菜月（柴田小6年）

西川　奈佑（大江中3年）

足立　彩和（大磯小2年）

愛知県共同募金会　推薦　ポスターの部 愛知県共同募金会　入賞　書道の部

赤い羽根協賛

募金に協力してくださった方、ならびに実施場所を提供してくださいました
関係各所の方々、ありがとうございました。

10月13日(土）
ピアゴアラタマ店・
あかのれん新瑞橋店にて

11月11日(日)
｢区民まつり」会場にて

11月4日(日）
イオンモール新瑞橋店頭にて

◀菊住学区子ども会の皆さん

大磯フットボールクラブの皆さん▶

◀南区手をつなぐ育成会＆
　南の星ボランティアグループ＆
　南鯱城会の皆さん

12月9日(日）
アピタ名古屋南店、
ザ・チャレンジ
ハウス木場にて

道徳学区子ども会の皆さん▶

名古屋市長賞名古屋市長賞 佳　作

佳　作

銀　賞銀　賞

▲本城中生徒会の皆さん ▲大同高校生徒会の皆さん

本年度も区内の小中学生の皆さんから、書道797点、ポスター304点の応募をいただき、審査の結果、以下の方が優秀作品に選出されました。
入賞された皆さん、おめでとうございました。

街頭募金活動
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南区社会福祉協議会内  TEL 823-2035お問合せ
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