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P3令和3年度 赤い羽根だより

ご協力いただきありがとうございました

令和３年度 赤い羽根共同募金報告（敬称略）
目標額　7,063,000円（前年度　6,904,000円）
寄付額　6,966,052円（前年度　6,848,666円）
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■ 戸別募金  寄付額　5,124,500 円（前年度　5,143,100 円）
自治会名 寄付額（円） 自治会名 寄付額（円） 自治会名 寄付額（円） 直送組合 寄付額（円）

外宿一区 218,400 豊岡区 51,800 押延区 163,100 なごみ常会 16,100

外宿二区 88,900 岡区 97,300 須和間区 171,500 花水木組 16,100

内宿一区 324,100 百塚区 201,600 舟石川中丸区 289,000 ほがらか常会 8,400

内宿二区 139,300 亀下区 86,800 原子力機構長堀区 48,900 長堀住宅隣り組 4,200

竹瓦区 46,200 原子力機構百塚区 13,300 緑ヶ丘区 207,000 すかしゆり組 9,100

宿区 108,400 豊白区 116,200 南台区 395,000

照沼区 74,200 村松北区 132,300 船場区 265,600

川根区 63,000 真崎区 468,300 舟石川一区 471,100

原子力機構箕輪区 10,500 舟石川三区 88,900 舟石川二区 207,900

白方区 483,000 原子力機構荒谷台区 22,400 フローレスタ須和間区 16,600

■ 法人募金  寄付額　873,700 円（前年度　710,000 円）※法人募金の寄付額は、振込手数料を差し引いた額になっています。
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ねもと薬局

50,000円

宗教法人　虚空蔵堂

30,000円

株式会社ナスカ

東原クリニック

20,000円

㈱ジェー・シー・オー東海事業所
東海福音キリスト協会

東海村金融団

10,000円

（福）愛信会 幸の実園 ㈱阿久津工務店 ㈱伊藤鋳造鉄工所 茨城特殊車輛㈱ ㈱岩手製作所 東海
㈱A.I.P水戸オフィス MHI原子力研究開発㈱ 検査開発㈱ ㈲小林文具店 ㈲沢畑土木
㈱燦食 ㈲サンタクシー ㈲常東タクシー ㈲杉山 ㈱鈴木ハーブ研究所
住友金属鉱山㈱ （福）聖隷会 特別養護老人ホームすみれ 村立東海病院 ㈱タスコーポレーション ㈱照沼商事
㈱東海住宅 東興機械工業㈱ 東康建設工業㈱ 橋本機工金物㈱ ㈲東関東サービス
常陸警備保障㈱ フジワクリーン 三樹商事㈱ 三菱原子燃料㈱ 弓山建設工業㈱

5,000円

㈱アイエスアイ ㈱葵テック ㈱インテリアあさみや ㈲亜細亜警備保障 ㈱アセンド
㈱アトックス ㈱アドバンス 植村整形外科クリニック ㈲アロマトーク 伊藤デンタルクリニック
いばらき印刷㈱ 茨城工販㈱ 大仁建設㈱ ㈲カメラのアトム商会 川崎ガラス店
㈱関東技研 ㈱関東総建 ㈱クリハラント 原子力エンジニアリング㈱ ㈱原子力セキュリティサービス
建築工房佐藤 （一財）高度情報科学技術研究機構 ㈱後藤製作所 さくらや旅館 佐藤石炭
三陽塗装工業㈱ サンワファニチャー㈱ スタジオフィール ㈱せいみや 第一生命保険㈱　東海佐和営業オフィス
㈲デンキプラザ マツモト ㈲東海共同企業 東海建機㈱ 東海農工㈱ 東海村建設業協同組合
東海村商工会 東海村シルバー人材センター 東海村文化スポーツ振興財団 ㈱トータル・サポート・システム ㈲トキワ交通
㈱なか総商 ㈱ＮＡＴ ㈲成田整体治療院 リフレ寿 ㈱橋本農園 パティスリーエトワール

（一社）ハピネス東海 ㈱ビーンズクリーンサービス ひたちなか薬業 四季菓子 ヴィラージュ ファミリー歯科
文化シャッター日立販売㈱ （一財）放射線利用振興協会 （公財）放射線計測協会 ㈱前田工業 NPO法人まつぼっくり
㈲松山金型技研 ㈲美川商事 三国屋建設㈱ 水戸信用金庫東海支店 村松歯科医院
山籐鉄工㈱
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■ 職域募金  寄付額　461,030 円（前年度　532,729 円）
事業所名 寄付額（円） 事業所名 寄付額（円） 事業所名 寄付額（円）

㈱アセンド 6,200 イオン東海店 348 いばらき印刷㈱ 3,685
エイ・ティ・エス㈱ 2,700 原子力エンジニアリング㈱ 13,100 原電エンジニアリング㈱ 31,559
㈱ JERA 常陸那珂火力発電所 6,897 ㈱鈴木ハーブ研究所 10,000 砂川産業㈱ 3,800
東海村社会福祉協議会 15,821 東海村文化スポーツ振興財団 3,522 東海村役場 88,054
特別養護老人ホームオークス東海 4,571 日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 106,819 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 64,901
日本原子力研究開発機構本部 27,029 日本原子力発電㈱ 62,640 ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 4,384
東海圷土地改良区・真崎浦土地改良区 1,000 三菱原子燃料㈱ 4,000

■ 学校募金  寄付額　269,573 円（前年度　183,465 円）
学　校　名 寄付額（円） 学　校　名 寄付額（円） 学　校　名 寄付額（円）

村松幼稚園 30,358 石神幼稚園 2,292 舟石川幼稚園 4,524
須和間幼稚園 7,877 みぎわ幼稚園 15,104 百塚保育所 6,106
舟石川保育所 2,892 けやきの杜保育所 7,712 チューリップ保育園 4,460
みぎわ保育園 3,830 おおぞら保育園 18,406 サンフラワーこどもの森保育園 3,303
とうかい村松宿こども園 11,230 さちのみ認定子ども園 3,661 おーくす船場こども園 5,236
白方小学校 30,208 照沼小学校 5,667 中丸小学校 30,499
石神小学校 14,270 舟石川小学校 3,184 村松小学校 17,060
東海中学校 15,570 東海南中学校 20,550 東海高校 5,574

■ 寄付つき商品  寄付額　77,370 円（前年度　89,314 円）
協　力　店　名 寄付額（円） 協　力　店　名 寄付額（円） 協　力　店　名 寄付額（円）

おその江 1,200 おもてなし料理 華れん 1,800 グルービ―東海本店 17,960
ケーキ＆カフェ工房 ルアール 2,000 茶房 OKANO 1,440 東海スポーツ 5,280
東海生花店 12,460 鶏 AEZU 酒楽座 5,830 丼丸 成 東海店 3,410
ハピネス東海 340 ベーカリーたいむ 6,870 やんしゅうばんや 八角 8,100
和風レストラン 住吉 10,680

■ その他  寄付額　99,914 円（前年度　148,611 円）
募金箱 募金箱 募金箱 募金箱

愛菜弁当 イオン東海店 ㈱インテリアあさみや 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 うどん市 村松店
お菓子のきくち 東海店 北中精肉店 喫茶コーナー「響」 喫茶 夢空間
牛新 東海店 グル―ビー東海本店 クローバー 原子力機構箕輪寮
原子力機構村松寮 茶房 OKANO さまた理容 食堂さんさん
白方コミュニティセンター 砂川産業㈱ セイコーマート 東海須和間店 せいみや
セブンイレブン 東海原研前店 セブンイレブン 東海豊岡店 セブンイレブン 東海二軒茶屋店 創中華 東善房
村立東海病院 玉喜屋菓子舗 男髪屋 中央公民館
ツルハドラック 東海店 つるや ティアラ デイリーヤマザキ（おがわ食品マート）
デイリーヤマザキ 東海村動燃通り店 ㈱照沼商事 東海スポーツ 東海村立図書館
東海ファーマーズマーケット「にじのなか」 東海文化センター 東海村社会福祉協議会 東海村シルバー人材センター
東海村総合体育館 東海村役場 東里 ドリームたんぽぽ
なか食堂 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 橋本機工金物㈱
パティスリー エトワール 花むすび草むすび 理容ハマダ ファミリーマート 東海村松加茂川店
ファミリーマート 東海白方店 ファミリーマート 東海駅東店 ファミリーマート 東海駅西店 ファミリーマート 東海駅東三丁目店
舟石川コミュニティセンター ベーカリーたいむ 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
麺屋 鉄風 やんしゅうばんや八角 歴史と未来の交流館 個人
Ｙショップ須藤 Y ショップひらの 大分からあげわん 東海店 匿名　３名

■ 街頭募金  寄付額　59,965 円（前年度　19,027 円）
実施場所（実施日） 寄付額（円） 募金ボランティア団体

JR 東海駅（10/4） 9,664 ● 東海村役場
● 東海村子ども会育成連合会
● ファーストステップ

カスミフードスクエア舟石川店（10/7） 5,440
東海ファーマーズマーケット「にじのなか」（10/30） 31,950
ホームセンター山新東海店（10/30） 12,911



　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。

赤い羽根共同募金とは？

　助成いただきありがとうございます。当地区社協では、
ふれあい協力員が中心となり、自治会圏域で分かれた
地域部会ごとに、ふれあい交流事業・見守りネットワー
ク・世代間交流等を行っています。コロナウイルスの感染
動向に注意しながら、見守り訪問の事業や、屋外で行え
るウォーキング等の行事開催など、事業形態を工夫しな
がらの実施に切り替え、助成金を有意義に活用させて
いただいています。

　東海村共同募金委員会では今年度初めて小学生の夏休みの宿題として、赤い羽根
共同募金の募金箱とポスターを募集しました。審査員による厳正な審査が行われ、入選
作品を決定し、表彰式を実施しました。応募いただいたすべての作品は10 月 1 日から
始まる赤い羽根共同募金運動において、東海村内各所で活用させていただきました。

舟 石川・船場地区社会福祉協議会

　赤い羽根こころつなぐ助成事業では、地域福祉活動の
普及・発展と共同募金の理解を図ることを目的として、東
海村内で活動している団体（令和３年度は10団体）に助
成しました。助成団体の一つのおもちゃ製作ボランティア
は、主に児童センターで使う布のおもちゃを製作していま
す。布製のおもちゃは幼児も安全に使うことができます。手
先の器用な会員が集まって、週１回、活動しています。どん
なおもちゃを作り、どんな構造とするのかなど話し合いながら
製作しています。また、現在新たな布おもちゃを製作中です。

赤 い羽根こころつなぐ助成事業
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Thanks Messageあ り が と う メ ッ セ ー ジ

 募金箱・ポスター最優秀賞作品

▲街頭募金 ▲児童センター　読み聞かせ ▲真崎地区社会福祉協議会交流事業

赤い羽根共同募金の募金箱・ポスターコンクール
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　村内小・中学校での「福祉体験出前講座」を実施
し、アイマスク体験や手話体験、点字体験等を行っていま
す。また体験だけでなく障害のある当事者からの講話や、
体験学習での学びを地域活動に活かす福祉教育メニュー
も取り入れています。当事者のお話を聞いた生徒からは
「目の見えない方は普段から工夫して生活していることが
分かりました。」「もし困っている人がいたら声をかけたい
です。」等の感想が聞かれました。ありがとうございました。

福 祉教育推進事業

　子育て中の母親を対象に、制作やヨガを楽しみました。
1時間という短い時間ですが心身ともにリフレッシュすることが
できました。また、参加している保護者同士で子育ての悩み
を共感し、情報交換ができる場として貴重な体験ができたよ
うです。参加者からは「ヨガはからだが硬くてできるか不安だ
ったけれど、からだが動かせてリフレッシュできました。」「貴重
な体験ができてとてもよかったです。制作はとっても楽しかった
です。」との声が聞かれました。皆さんの善意のおかげで趣
味の時間を満喫することができました。ありがとうございました。

マ マリフレッシュ事業

　０～２歳のお子さんを中心に「運動会ごっこ」を1日１０組限
定で3日間行いました。少人数で時間に追われることなく、ハイ
ハイでマットの山を登る「ちびっこ山登り」、床に広がったたくさ
んのカラーボールを箱に入れる「玉入れ」など楽しむことができ
ました。短い時間でしたが、お母さんやお友達と一緒に元気
いっぱい体を動かすことができました。かわいい運動会の準備
物を購入させていただきありがとうございました。これからも親
子で楽しむ運動会ごっこに使わせていただきます。

運 動会ごっこ

　村社協では、地域活動団体・活動者へ、輪投げ・グランドゴ
ルフ等のレクリエーション器材、ポップコーン機・綿菓子機・かき
氷機等のイベント用福祉活動器材の貸し出しを行っています。
今年度は、新規器材（卓上おはじきゲーム「マンカラ」）の購入
と、破損したテント収納バッグとグランドゴルフの部品交換に活
用させていただきました。施設のレクリエーションや地域のイベ
ントで活用していただき、「コロナ禍でも笑顔になれる思い出が
できて良かったです。」と大変喜ばれております。今後ともご支
援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

福 祉器材購入・修繕
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製作しています。また、現在新たな布おもちゃを製作中です。

赤 い羽根こころつなぐ助成事業

P 令和3年度 赤い羽根だより4

Thanks Messageあ り が と う メ ッ セ ー ジ

 募金箱・ポスター最優秀賞作品

▲街頭募金 ▲児童センター　読み聞かせ ▲真崎地区社会福祉協議会交流事業

赤い羽根共同募金の募金箱・ポスターコンクール

P5令和3年度 赤い羽根だより

　村内小・中学校での「福祉体験出前講座」を実施
し、アイマスク体験や手話体験、点字体験等を行っていま
す。また体験だけでなく障害のある当事者からの講話や、
体験学習での学びを地域活動に活かす福祉教育メニュー
も取り入れています。当事者のお話を聞いた生徒からは
「目の見えない方は普段から工夫して生活していることが
分かりました。」「もし困っている人がいたら声をかけたい
です。」等の感想が聞かれました。ありがとうございました。

福 祉教育推進事業

　子育て中の母親を対象に、制作やヨガを楽しみました。
1時間という短い時間ですが心身ともにリフレッシュすることが
できました。また、参加している保護者同士で子育ての悩み
を共感し、情報交換ができる場として貴重な体験ができたよ
うです。参加者からは「ヨガはからだが硬くてできるか不安だ
ったけれど、からだが動かせてリフレッシュできました。」「貴重
な体験ができてとてもよかったです。制作はとっても楽しかった
です。」との声が聞かれました。皆さんの善意のおかげで趣
味の時間を満喫することができました。ありがとうございました。

マ マリフレッシュ事業

　０～２歳のお子さんを中心に「運動会ごっこ」を1日１０組限
定で3日間行いました。少人数で時間に追われることなく、ハイ
ハイでマットの山を登る「ちびっこ山登り」、床に広がったたくさ
んのカラーボールを箱に入れる「玉入れ」など楽しむことができ
ました。短い時間でしたが、お母さんやお友達と一緒に元気
いっぱい体を動かすことができました。かわいい運動会の準備
物を購入させていただきありがとうございました。これからも親
子で楽しむ運動会ごっこに使わせていただきます。

運 動会ごっこ

　村社協では、地域活動団体・活動者へ、輪投げ・グランドゴ
ルフ等のレクリエーション器材、ポップコーン機・綿菓子機・かき
氷機等のイベント用福祉活動器材の貸し出しを行っています。
今年度は、新規器材（卓上おはじきゲーム「マンカラ」）の購入
と、破損したテント収納バッグとグランドゴルフの部品交換に活
用させていただきました。施設のレクリエーションや地域のイベ
ントで活用していただき、「コロナ禍でも笑顔になれる思い出が
できて良かったです。」と大変喜ばれております。今後ともご支
援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

福 祉器材購入・修繕



その他 寄付額（円）

特設きずなパントリー
ラフェット・デラーブル（大忘年会）

個人（9名）

19,721
11,095
1,077
4,900

自治会名 寄付額（円） 自治会名 寄付額（円） 自治会名 寄付額（円） 直送組合 寄付額（円）
外宿一区
外宿二区
内宿一区
内宿二区
竹瓦区
宿区
照沼区
川根区
原子力機構箕輪区
白方区

93,600
38,100
138,900
59,700
19,800

   51,600
31,800
27,000
4,800

207,000

22,200
41,700
86,400
37,200
5,700
49,800
126,400
200,700
38,100
9,600

69,900
73,500
126,200
22,700
89,000
174,500
56,700
201,900
89,100

6,900
6,900
3,600
4,100
3,900

豊岡区
岡区
百塚区
亀下区
原子力機構百塚区
豊白区
村松北区
真崎区
舟石川三区
原子力機構荒谷台区

押延区
須和間区
舟石川中丸区
原子力機構長堀区
緑ヶ丘区
南台区
船場区
舟石川一区
舟石川二区

なごみ常会
花水木組
ほがらか常会
長堀住宅隣り組
すかしゆり組

目標額　2,354,000円（前年度　2,350,000円）
寄付額　2,255,793円（前年度　2,253,250円）

令和３年度 歳末たすけあい募金報告（敬称略）

P 令和3年度 赤い羽根だより6

　『誰一人として孤立することなく、安心して暮らすことができる福祉のまちづくり』のため、新たな年を迎え
る時期に必要とされる福祉活動を支援します。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？

　総合福祉センター「絆」内で「育児用品交換会」を開催し
ました。昨年度は新型コロナウイルス感染拡大により中止となり
ましたが、これまでの参加者から開催を要望する声が多数あり、
今年度は密にならないよう入場制限をかけて実施しました。
本事業は不要になった育児用品を寄付していただくと、希望
する品物と交換できるしくみです。今年度から新たに、東海村
内小中学校の制服やジャージも対象としたところ、大変好評で
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思うと嬉しいです。」
との声が聞こえました。ありがとうございました。

歳 末たすけあい事業「育児用品交換会」

　カレンダーに、手形や足形を「ぺんぎん」「うさぎ」「さかな」
などに見立て、マジックなどで模様を描いたり、写真を貼ったり
しました。スタンプ台に手をつけると泣き出すお子さんもいました
が楽しんで仕上げることができました。保護者の皆さんは「手形
の大きさで子供の成長がわかるので記念に飾ります。」「なか
なか会えないおじいちゃん、おばあちゃんに送ります。」と嬉しそう
でした。コロナ禍でなかなか会えない祖父母へのプレゼントして
もらえることに喜びを感じました。このイベントが継続できるのは、
皆様のおかげです。ありがとうございました。

カレンダー作り

Thanks Messageあ り が と う メ ッ セ ー ジ

歳末たすけあいイベント
「育児用品交換会」

P7令和3年度 赤い羽根だより

　新型コロナウイルスが人々の生活に及ぼした影響は大きく、経済状況の悪化による収入減少、在宅時間の
増加による家計圧迫など、困りごとを抱える方が急増しました。
　そこで、東海村社協では昨年度より『新型コロナウイルス緊急対策応援事業』を立ち上げ、赤い羽根共同
募金および歳末たすけあい募金等を活用して、生活にお困りの方々の支援に取り組みました。

新型コロナウイルス緊急対策応援事業

　緊急事態宣言により村内の学校が臨時休校（休園）
になった８月～10月に、ひとり親家庭の方等を対象に、東
海村内の飲食店で利用できる『テイクアウト・デリバリー助
成券』を配布しました。
　新型コロナウイルスの影響で社会全体に先行きの見え
ない不安が続いていますが、協力いただいた41店舗の飲
食店の方々や利用者から感謝のお声をたくさんいただき
ました。募金にご協力いただいた皆さまのおかげです。あり
がとうございました。

家 庭とお店の応援プロジェクト

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、失業や
休業等により経済的に困難を抱えている方の相談が多
くありました。昨年度に引き続き、令和3年度も村内
の企業や個人の方から寄贈いただいた食品・日用品、
赤い羽根共同募金で購入した生理用品等を東海村にお
住まいの対象世帯に無料で配布する「特設！きずなパ
ントリー」を実施しました。皆様のご支援大変感謝し
ています。

特 設！きずなパントリー

　ICTの普及に伴うデジタルディバイド（情報格差）の解消
を図るとともに、新型コロナウイルスの影響により縮小している
「居場所」「通える場所」としての機能を果たすため、地域の
お店などを活用してのスマホ講座と出張型福祉相談会を実
施しました。
　講座の参加者からは「スマートフォンの操作やアプリの使い
方が分かるようになりました。」「家族とやりとりができるようになっ
て嬉しいです。」というお声をいただきました。ありがとうござい
ます。

Ⅰ CT普及事業（ぷらっとスマホ広場）

第２弾

Thanks Messageあ り が と う メ ッ セ ー ジ



その他 寄付額（円）

特設きずなパントリー
ラフェット・デラーブル（大忘年会）

個人（9名）

19,721
11,095
1,077
4,900

自治会名 寄付額（円） 自治会名 寄付額（円） 自治会名 寄付額（円） 直送組合 寄付額（円）
外宿一区
外宿二区
内宿一区
内宿二区
竹瓦区
宿区
照沼区
川根区
原子力機構箕輪区
白方区

93,600
38,100
138,900
59,700
19,800

   51,600
31,800
27,000
4,800

207,000

22,200
41,700
86,400
37,200
5,700
49,800
126,400
200,700
38,100
9,600

69,900
73,500
126,200
22,700
89,000
174,500
56,700
201,900
89,100

6,900
6,900
3,600
4,100
3,900

豊岡区
岡区
百塚区
亀下区
原子力機構百塚区
豊白区
村松北区
真崎区
舟石川三区
原子力機構荒谷台区

押延区
須和間区
舟石川中丸区
原子力機構長堀区
緑ヶ丘区
南台区
船場区
舟石川一区
舟石川二区

なごみ常会
花水木組
ほがらか常会
長堀住宅隣り組
すかしゆり組

目標額　2,354,000円（前年度　2,350,000円）
寄付額　2,255,793円（前年度　2,253,250円）

令和３年度 歳末たすけあい募金報告（敬称略）

P 令和3年度 赤い羽根だより6

　『誰一人として孤立することなく、安心して暮らすことができる福祉のまちづくり』のため、新たな年を迎え
る時期に必要とされる福祉活動を支援します。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？

　総合福祉センター「絆」内で「育児用品交換会」を開催し
ました。昨年度は新型コロナウイルス感染拡大により中止となり
ましたが、これまでの参加者から開催を要望する声が多数あり、
今年度は密にならないよう入場制限をかけて実施しました。
本事業は不要になった育児用品を寄付していただくと、希望
する品物と交換できるしくみです。今年度から新たに、東海村
内小中学校の制服やジャージも対象としたところ、大変好評で
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思うと嬉しいです。」
との声が聞こえました。ありがとうございました。

歳 末たすけあい事業「育児用品交換会」

　カレンダーに、手形や足形を「ぺんぎん」「うさぎ」「さかな」
などに見立て、マジックなどで模様を描いたり、写真を貼ったり
しました。スタンプ台に手をつけると泣き出すお子さんもいました
が楽しんで仕上げることができました。保護者の皆さんは「手形
の大きさで子供の成長がわかるので記念に飾ります。」「なか
なか会えないおじいちゃん、おばあちゃんに送ります。」と嬉しそう
でした。コロナ禍でなかなか会えない祖父母へのプレゼントして
もらえることに喜びを感じました。このイベントが継続できるのは、
皆様のおかげです。ありがとうございました。

カレンダー作り

Thanks Messageあ り が と う メ ッ セ ー ジ

歳末たすけあいイベント
「育児用品交換会」

P7令和3年度 赤い羽根だより

　新型コロナウイルスが人々の生活に及ぼした影響は大きく、経済状況の悪化による収入減少、在宅時間の
増加による家計圧迫など、困りごとを抱える方が急増しました。
　そこで、東海村社協では昨年度より『新型コロナウイルス緊急対策応援事業』を立ち上げ、赤い羽根共同
募金および歳末たすけあい募金等を活用して、生活にお困りの方々の支援に取り組みました。

新型コロナウイルス緊急対策応援事業

　緊急事態宣言により村内の学校が臨時休校（休園）
になった８月～10月に、ひとり親家庭の方等を対象に、東
海村内の飲食店で利用できる『テイクアウト・デリバリー助
成券』を配布しました。
　新型コロナウイルスの影響で社会全体に先行きの見え
ない不安が続いていますが、協力いただいた41店舗の飲
食店の方々や利用者から感謝のお声をたくさんいただき
ました。募金にご協力いただいた皆さまのおかげです。あり
がとうございました。

家 庭とお店の応援プロジェクト

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、失業や
休業等により経済的に困難を抱えている方の相談が多
くありました。昨年度に引き続き、令和3年度も村内
の企業や個人の方から寄贈いただいた食品・日用品、
赤い羽根共同募金で購入した生理用品等を東海村にお
住まいの対象世帯に無料で配布する「特設！きずなパ
ントリー」を実施しました。皆様のご支援大変感謝し
ています。

特 設！きずなパントリー

　ICTの普及に伴うデジタルディバイド（情報格差）の解消
を図るとともに、新型コロナウイルスの影響により縮小している
「居場所」「通える場所」としての機能を果たすため、地域の
お店などを活用してのスマホ講座と出張型福祉相談会を実
施しました。
　講座の参加者からは「スマートフォンの操作やアプリの使い
方が分かるようになりました。」「家族とやりとりができるようになっ
て嬉しいです。」というお声をいただきました。ありがとうござい
ます。

Ⅰ CT普及事業（ぷらっとスマホ広場）

第２弾

Thanks Messageあ り が と う メ ッ セ ー ジ



［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、共同募金の助成金により発行しています～

平成30年7月豪雨災害義援金（延長分） 義援金（円）
イオン東海店 募金箱
「絆」募金箱

5,018
280
5,298合　計

令 和３年度 災害義援金報告（敬称略）

　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。また、社会福祉協議会が設置
する災害ボランティアセンターの運営費としても活用されます。
　“困った時は、おたがいさま”と、たくさんの温かい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？

■ 令和3年豪雨災害（長野県）■ 令和3年2月福島県沖地震災害

■ 令和3年島根県松江市大規模火災 ■ 令和3年豪雨災害（静岡県熱海市）

令和３年2月福島県沖地震災害義援金 義援金（円）
イオン東海店 募金箱
「絆」募金箱

6,754
3,918
10,672合　計

令和３年島根県松江市大規模火災義援金 義援金（円）
イオン東海店 募金箱
「絆」募金箱

17,944
1,200
19,144合　計

令和３年豪雨災害義援金 義援金（円）
イオン東海店 募金箱
「絆」募金箱

26,427
3,018
29,445合　計

　「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。

はねっと


