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自治会名 実績額（円） 自治会名 実績額（円） 自治会名 実績額（円） 直送組合 実績額（円）
外宿一区 212,800 豊岡区 51,800 押延区 168,000 なごみ常会 16,800
外宿二区 89,600 岡区 93,800 須和間区 169,400 東大やよい宿舎 9,100
内宿一区 317,800 百塚区 235,900 舟石川中丸区 284,100 花水木組 16,000
内宿二区 156,500 亀下区 90,300 原子力機構長堀区 41,500 ほがらか 9,100
竹瓦区 46,900 原子力機構百塚区 16,800 緑ヶ丘区 201,600 長堀住宅隣り組 600
宿区 118,200 豊白区 116,900 南台区 396,800 すかしゆり 9,100
照沼区 74,200 村松北区 137,900 船場区 267,700
川根区 68,600 真崎区 452,900 舟石川一区 482,300
原子力機構箕輪区 4,800 舟石川三区 79,800 舟石川二区 217,000
白方区 485,000 原子力機構荒谷台区 3,500

■ 戸別募金　実績額　5,143,100 円（前年度　5,144,900 円）

10,000円

㈱伊藤鋳造鉄工所 茨城特殊車輌㈱ ㈱岩手製作所　東海 ㈱岩谷空圧 検査開発㈱
㈱原子力セキュリティサービス ㈲高野好見畳店 ㈲小林文具店 ㈲サカイ建装 山藤鉄工㈱
㈲常東タクシー ㈲杉山 住友金属鉱山㈱ 村立東海病院 ㈱大興建設

（宗）大神宮 ㈱TASコーポレーション ㈱照沼商事 東興機械工業㈱ 東康建設工業㈱
㈱東海住宅 特別養護老人ホームすみれ ㈱ナスカ 橋本機工金物㈱ 三樹商事㈱
三菱原子燃料㈱ 

5,000円

㈱アイエスアイ ㈱葵テック ㈲亜細亜警備保障 ㈱アセンド ㈱アトックス東海営業所
㈱アドバンス ㈲アロマトーク 井坂合名会社 いばらき印刷㈱ 茨城工販㈱
㈱インテリア　あさみや 植村整形外科クリニック エイ・ティ・エス㈱ ㈱オーヌキ 大仁建設㈱
大西建設㈱ 尾形クリニック ㈲おその江 ㈲カメラのアトム商会 川崎グリーンサービス川崎好孝
㈱関東総建 ㈱関東技研 グル―ビー東海本店 原子力エンジニアリング㈱ 原子力機構互助会
㈲豪建 高度情報科学技術研究機構 後藤オート販売㈲ 幸の実園 佐藤石油㈱
㈱佐藤工務店 佐藤石炭 ㈱サノヤ産業 茶房OKANO サンワファニチャー㈱
㈱燦食 三陽塗装工業㈲ ＪＡ常陸東海支店 四季菓子ヴィラ―ジュ ㈱鈴木ハーブ研究所
スタジオフィール 砂押アグリン㈱ ㈱せいみや ㈲大建工業 たかはし商店
玉喜屋菓子舗 ㈱照沼勝一商店 ㈲デンキプラザマツモト ㈲東海共同企業 東海村建設業協同組合
東海建機㈱ 東海自動車㈱ 東海村商工会 東海村シルバー人材センター 東海スポーツ
東海農工㈱ 東海福音キリスト教会 東海村文化スポーツ振興財団 東豊建設㈱ ㈱トータル・サポート・システム
㈲トキワ交通 ㈲成田整体治療院 日本アドバンストテクノロジー㈱ ㈲日本建商 根本自動車整備工場
㈱橋本農園 ハピネス東海 ㈱ビーンズクリーンサービス ひたちなか薬局 常陸警備保障㈱
㈱平成興業 放射線計測協会 放射線利用振興協会 ㈱前田工業 三国屋建設㈱
武藤小児クリニック

■ 法人募金　実績額　760,000 円（前年度　785,000 円）

30,000円

東原クリニック

50,000円

(宗) 村松虚空蔵堂

20,000円

㈱ジェー・シー・オー東海事業所
東海村金融団

ご協力いただきありがとうございました

令 和元年度 赤い羽根共同募金報告（敬称略）
目標額　6,667,000 円（前年度　7,039,000 円）
実績額　6,691,329 円（前年度　6,872,156 円）
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自治会名 実績額（円） 自治会名 実績額（円） 自治会名 実績額（円） 直送組合 実績額（円） その他 実績額（円）
外宿一区 91,200 豊岡区 22,200 押延区 72,000 なごみ常会 7,200 フローレスタ須和間区

自治会　   （募金箱） 3,839外宿二区 38,400 岡区 40,200 須和間区 72,600 東大やよい宿舎 3,900
内宿一区 136,200 百塚区 101,100 舟石川中丸区 124,100 花水木組 16,000 東海村技芸連盟 10,000
内宿二区 69,800 亀下区 38,700 原子力機構長堀区 42,500 ほがらか 3,900 歳末イベント 15,301
竹瓦区 20,100 原子力機構百塚区 7,200 緑ヶ丘区 86,400 長堀住宅隣り組 1,200 匿名　１名 3,672
宿区 55,800 豊白区 50,100 南台区 175,400 すかしゆり 3,900
照沼区 31,800 村松北区 59,100 船場区 135,300
川根区 29,400 真崎区 194,100 舟石川一区 206,700
原子力機構箕輪区 3,100 舟石川三区 36,200 舟石川二区 93,000
白方区 207,300 原子力機構荒谷台区 1,500

企　業　名 実績額（円） 企　業　名 実績額（円） 企　業　名 実績額（円）
㈱アセンド 4,800 いばらき印刷㈱ 5,616 エイ・ティ・エス㈱ 2,700
原子力エンジニアリング㈱ 5,920 原電エンジニアリング㈱ 23,741 ㈱ＪＥＲＡ 4,399
㈱鈴木ハーブ研究所 3,600 砂川産業㈱ 2,100 東海村社会福祉協議会 27,952
東海村文化スポーツ振興財団 8,000 東海村役場 75,256 日本原子力研究開発機構  核燃料サイクル工学研究所 96,844
日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 58,837 日本原子力研究開発機構 本部 39,135 日本原子力発電㈱ 48,777
ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 3,656 匿名　３団体 2,366

■ 職域募金　実績額　413,699 円（前年度　493,834 円）

学　校　名 実績額（円） 学　校　名 実績額（円） 学　校　名 実績額（円）
白方小学校 37,284 照沼小学校 5,149 中丸小学校 31,099
石神小学校 13,740 舟石川小学校 24,610 村松小学校 18,991
東海中学校 16,233 東海南中学校 9,303 東海高校 3,017

■ 学校募金　実績額　159,426 円（前年度　237,641 円）

実施場所（実施日） 実績額（円） 募金ボランティア団体
ＪＲ東海駅(10/1) 21,368 ●東海村民生委員・児童委員協議会女性部こもれび

●東海高校JRC部　　　　　●東海村青年会
●東海中学校　　　　　　　●東海南中学校
●東海村教育委員会　　　　●東海村子ども会育成連合会
●東海村母子寡婦福祉会　　●東海村心身障がい児者親の会
●東海村在宅介護者の会

東海ファーマーズマーケットにじのなか（10/5） 7,928
イオン東海店、ホームセンター山新東海店（10/5） 27,703
カスミフードスクエア舟石川店（10/20） 12,870
I～MOのまつり（11/23） 25,123

■ 街頭募金　実績額　94,992 円（前年度　133,432 円）

募金箱 募金箱 募金箱 募金箱
イオン東海店 石神コミュニティセンター 茨城東病院 ウェルシア東海舟石川店
㈲魚康 茶房OKANO おがわ食品マート ㈲おその江
「絆」 ガチャガチャ募金 「絆」 内 食堂さんさん 「絆」 募金箱 「絆」 内 喫茶　夢空間
グル―ビー東海本店 原子力機構箕輪寮 原子力機構村松寮 四季菓子ヴィラ―ジュ
児童センター 障害者センター セイコーマート東海須和間店 セブンイレブン東海原研前店
セブンイレブン東海二軒茶屋店 セブンイレブン東海豊岡店 玉喜屋菓子舗 中央公民館
ツルハドラック　東海店 デイリーヤマザキ東海村動燃通り店 村立東海病院 東海村シルバー人材センター
東海村総合体育館 東海村立図書館 東海文化センター 東海ファーマーズマーケットにじのなか
東海村役場 中丸コミュニティセンター なごみ東海村総合支援センター 「なごみ」 内 喫茶「響」
橋本機工金物㈱ 花むすび草むすび ファミリーマート 東海駅東三丁目店 ファミリーマート東海駅西店
ファミリーマート東海駅東店 ファミリーマート東海村松加茂川店 ファミリーマート日和サービス東海白方店 舟石川コミュニティセンター
真崎コミュニティセンター 三菱東海寮 ミニストップ東海船場店 ミニストップ東海二軒茶屋店
村松コミュニティセンター 麺屋いろは ㈱やんしゅうばんや八角 個人
Ｙショップ須藤 Yショップひらの フローレスタ須和間区自治会 鴫島　フジエ、匿名　３名

■ その他　実績額　120,112 円（前年度　77,349 円）

和元年度 赤い羽根共同募金報告（敬称略）

目標額　2,348,000 円（前年度　2,500,000 円）
実績額　2,310,412 円（前年度　2,460,013 円）

令 和元年度 歳末たすけあい募金報告（敬称略）
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赤い羽根共同募金とは？

活動者からの ありがとうメッセージ

白方地区社会福祉協議会 東海村母子寡婦福祉会

　赤い羽根共同募金は、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、さまざまな地域福祉活動に
取り組む民間団体を応援するための募金です。
　東海村においては、寄付いただいた募金の約 8 割を村内の地域福祉活動のために役立てています。
　残りの約 2 割は、広域的な課題に取り組むために茨城県内で活用されます。また、その一部は災害準備金とし
て積み立てられており、茨城県内で大規模災害が発生した際に、被災地の支援活動のために活用されます。

齢者を対象としたふれあい食事会（月 2 回）や
各地域で行われている敬老会、世代間交流会など

の事業を行っています。そのほか、お弁当を作っている『ふ
れあい協力員（ボランティア）』を対象とした調理代表者
研修会や、見守り活動に関する会議等も開催しています。
このような地域住民同士のふれあい・支え合い・助け合
い活動が継続できるのは、皆さまのご協力のおかげです。
心より感謝申し上げます。

外視察研修や親子研修、親子イベント事業等に助
成金を活用し、会員同士の交流や意見交換・行事

を行っています。一人親でなかなか外出ができない中、
行事や交流会を企画して子どもと一緒に外出する機会を
設けていただき、大変感謝しております。

高 県

　「共同募金の使いみちについてもっと知りたい！」という方は、赤い羽根データベース「はねっと」
（http://hanett.akaihane.or.jp）をぜひご覧ください。全国の市区町村の助成情報を掲載しています。
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東海村子ども会育成連合会

東海村身体障害者福祉協議会

福祉教育「車いす体験」

ママリフレッシュ事業

祉教育の一環として、村内の小学校で車いすの機
能や介助の方法を学ぶ「車いす体験」を行いまし

た。学習を通して、車いす利用者（身体障がい者や高齢
者など）への理解を深めながら、自分達ができることを
考えました。参加した児童からは「車いすの人を見かけ
たらお手伝いしたい」等の感想が聞かれました。ご支援
ありがとうございました。

年は 45 回目の記念大会として『親睦球技大会』
を開催しました。低学年・高学年どちらも接戦が

繰り広げられ、たくさんの笑顔を見ることができました。
また、Day キャンプ＆リーダー研修会を行い、創作活動

『竹細工』や各班でメニューを考える『野外炊飯』をしま
した。赤い羽根共同募金の助成金をいただき、子ども会
行事の充実を図ることができました。ありがとうござい
ました。

泊の機能回復訓練を年に２回、日帰りの機能回復
訓練を年に１回行っており、助成金を活用させて

いただいています。機能回復訓練は、施設見学や歩行な
どを通じて身体機能の維持・回復を図るとともに、会員
同士の交流の場となっています。今後も、機能回復訓練
や各種研修会などを実施し、東海村で暮らす身体障害者
の仲間づくりを進めていきたいと思っています。
皆さまのご協力のおかげで活動が継続できていることに
深く感謝申し上げます。

１

福今

育てに関する意見交換や地域情報の共有を目的
に、年 4 回のママリフレッシュ事業を実施しま

した。子育て中の母親が育児から離れ、日頃の疲れを癒し、
楽しく子育てを続けられるよう、今年度は「リラックス
ヨガ」を行いました。参加者からは「動作はゆっくりで
すが、普段使わない筋肉を動かすと代謝が上がり、心地
良かったです。ぜひこのような機会を継続してください」
との声が聞かれました。ご支援ありがとうございました。

子

P5



　新たな年を迎える時期に必要とされる福祉活動や、世代を超えて多くの人々が交流する地域活動に充てられま
す。東海村では寄付いただいた募金の全てを、村内で実施する福祉活動に役立てています。

歳末たすけあい募金とは？

きれい！スッキリ！年末ごみ出しお助け隊

クリスマス会

歳末たすけあい事業

活動者からの ありがとうメッセージ
年度は 153 世帯を訪問しました（平成 30 年度
は 138 世帯）。利用者の皆さまから「助かってい

る」「とてもありがたい」「東海村に住んでいてよかった」
「また来年も待っている」といった声をたくさんかけてい
ただきました。
　この活動は、年末の粗大ごみ回収をきっかけに利用者
と話すことで、生活の困りごとを把握し、相談支援につ
なげる重要な機会となっています。訪問世帯数は年々増
加しており、利用ニーズが毎年高まっていることがうか
がえます。皆さまからの募金により、継続した活動につ
なげることができています。ご協力ありがとうござい
ます。

今

和元年 12 月 11 日に、総合福祉センター「絆」
で児童センター“クリスマス会”を開催しました

（参加者 202 名）。今年は童話『おおきなかぶ』をアレン
ジした劇を楽しみました。着ぐるみのサルやアンパンマ
ンの登場に子ども達は目を輝かせ、夢中になって声を掛
けていました。最後のサンタクロースの登場にも大喜び！
子ども達にとって忘れられないひと時となりました。

令

合福祉センター「絆」において“育児用品交換会”
を開催しました。期間中に集められた 2,300 点

以上の思い出の品が、新しい家族のもとへと運ばれてい
きました。参加者からは「子どもが大きくなり使わなく
なってしまったものを、また誰かのために役立ててもら
えると嬉しいです」「子どもが好きなおもちゃをいただけ
ました。参加できてよかったです」との声が聞かれました。
今回で 3 回目の開催となりましたが、地域の皆さまの
ご協力があってこそ続けることができています。本当に 
ありがとうございます。

総
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　共同募金会では、災害発生時に災害救助法の適用状況に応じて、被災者支援のための義援金を受け付けています。
　義援金は、災害により被災された方への見舞金としての性格を持つとともに、被災された方の当面の生活を支
える資金として位置付けられています。

　寄付いただいた義援金は全て、被災地都道府県が設置する義援金配分委員会へ送金いたしました。配分委員会から市
町村を通して、被災者の皆さまにお見舞金として届けられます。
　“困った時は、おたがいさま”と、たくさんのお気持ちをいただきました。本当にありがとうございました。

災害義援金とは？

■ 佐賀県豪雨災害

■ 千葉県台風災害

■ 茨城県台風災害

令和元年台風19号災害義援金（茨城県） 義援金（円）

富永　利秋 10,000
全日本年金者組合　東海支部 6,699
わんすてっぷバザー 14,210
東海村更生保護女性会 20,000
「絆」募金箱 11,679

合　計 62,588

令和元年佐賀県豪雨災害義援金 義援金（円）

「絆」募金箱 823
合　計 823

令和元年台風15号千葉県災害義援金 義援金（円）

わんすてっぷ 3,000
「絆」募金箱 2,491

合　計 5,491

令 和元年度 災害義援金報告（敬称略）
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　募金ボランティアとは、募金を集める活動に協力してくれるボランティアの皆さんのことです。
　募金活動において、募金ボランティアの存在は欠かせません。子どもから大人まで多くの方が、募金ボランティ
アとして地域の人々に募金を呼び掛けてくれています。
　このようにして集められた募金が、東海村で地域福祉活動に取り組む民間団体に渡り、より良い地域づくりに
つながっています。

募金ボランティア

［発行］社会福祉法人茨城県共同募金会　東海村共同募金委員会（東海村社会福祉協議会内）
〒319-1112　東海村村松2005　TEL：029（282）2804　FAX：029（283）4535

～「赤い羽根だより」は、赤い羽根共同募金の助成により発行しています。～

　共同募金運動は、各都道府県に設立された「共同募金会」という民間団体が行っています。
また地域に根ざした運動を進めるため、各市町村に委員会が設置されています。
　共同募金は、「社会福祉法第百十二条」に定められており、この法律において、共同募金
の目的は“地域福祉の推進を図るため”と定義されています。

共 同募金会について


