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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 219,100 豊岡区 51,800 押延区 162,400 なごみ常会 16,100
外宿二区 88,900 岡区 94,500 須和間区 171,500 東大やよい宿舎 9,100
内宿一区 299,600 百塚区 230,300 舟石川中丸区 291,800 花水木組 18,200
内宿二区 144,600 亀下区 88,900 原子力機構長堀区 55,300 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 206,600 長堀住宅隣り組 4,200
宿区 114,700 豊白区 115,500 南台区 391,900 すかしゆり 9,100
照沼区 74,200 村松北区 135,800 船場区 268,000
川根区 66,500 真崎区 459,200 舟石川一区 481,600
原子力機構箕輪区 5,800 舟石川三区 86,100 舟石川二区 214,200
白方区 480,200 原子力機構荒谷台区 25,200 フローレスタ須和間区 11,800

■ 戸別募金　寄付額　5,165,500 円（前年度　5,143,100 円）

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
㈱岩谷空圧 東海 植村整形外科クリニック うどん市 東海村松店 検査開発㈱ ㈲高野好見畳店
㈲小林文具店 ㈲サカイ建装 ㈱佐藤工務店 ㈲サンタクシー ㈲常東タクシー
㈲杉山 (福)聖隷会　特別養護老人ホームすみれ 村立東海病院 ㈱大興建設 ㈱タスコーポレーション
チロルの村　 ㈱照沼商事 ㈱東海住宅 東海福音キリスト教会 東興機械工業㈱
東康建設工業㈱ トラットリアパラン ニュークリア・デベロップメント㈱ 橋本機工金物㈱ 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 ㈲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 いばらき印刷㈱ 茨城工販㈱ ㈱インテリアあさみや 大西建設㈱
大仁建設㈱ ㈲カメラのアトム商会 ㈱関東技研 ㈱関東総建 原子力エンジニアリング㈱

（一財）原子力機構互助会 ㈱原子力セキュリティサービス （一財）高度情報科学技術研究機構 後藤オート販売㈲ 佐藤石炭
佐藤石油㈱ ㈱サノヤ産業 三陽塗装工業㈲ サンワファ二チャー㈱ JA常陸東海支店
㈱鈴木ハーブ研究所 スタジオフィール 住友金属鉱山㈱ ㈱せいみや 第一生命保険㈱東海佐和営業オフィス
㈲ダイ技研 ㈲東海共同企業 東海建機㈱ ㈱東海白あり相談所 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 ㈱NAT ㈲成田整体治療院 ㈱橋本農園 ㈱ビーンズクリーンサービス
常陸警備保障㈱ ひたちなか薬業 ファミリー歯科 ㈱平成興業 （公財）放射線計測協会

（一財）放射線利用振興協会 ㈱前田工業 ㈲松山金型技研 三国屋建設㈱

■ 法人募金　寄付額　710,000 円（前年度　760,000 円）

30,000円

株式会社ナスカ

50,000円

宗教法人 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２年度 赤い羽根共同募金報告（敬称略）
目標額　6,904,000 円（前年度　6,667,000 円）
寄付額　6,848,666 円（前年度　6,691,329 円）
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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 6,201 いばらき印刷㈱ 3,935 エイ・ティ・エス㈱ 3,600
原子力エンジニアリング㈱ 9,000 原電エンジニアリング㈱ 24,256 ㈱JERA 6,131
㈱鈴木ハーブ研究所 10,845 砂川産業㈱ 2,300 東海村社会福祉協議会 33,520
公益財団法人 東海村文化スポーツ振興財団 5,520 東海村役場 99,463 特別養護老人ホームオークス東海 1,627
日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 109,396 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 92,713 日本原子力発電㈱ 67,686
日本原子力研究開発機構本部 46,112 ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 8,322 匿名　２団体 2,122

■ 職域募金　寄付額　532,749 円（前年度　413,699 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）
茶房OKANO 620 せきた 22,800 ケーキ＆カフェ工房 ルアール 3,420
魚康 450 丼丸 成 東海店 24 ハピネス東海 1,140
ベーカリーたいむ 5,730 あっぱれ焼肉 元気 3,480 おもてなし料理 華れん 1,950
やんしゅうばんや 八角 13,300 おその江 9,500 四季菓子 ヴィラージュ 16,840
和風レストラン 住吉 10,060

■ 寄付つき商品　寄付額　89,314 円

学　校　名 寄付額(円） 学　校　名 寄付額(円） 学　校　名 寄付額(円）
白方小学校 37,341 照沼小学校 3,327 中丸小学校 30,950
石神小学校 15,226 舟石川小学校 28,043 村松小学校 21,051
東海中学校 11,730 東海南中学校 28,000 東海高校 7,797

■ 学校募金　寄付額　183,465 円（前年度　159,426 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(10/1) 9,288 ● 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

ホームセンター山新東海店（10/3） 7,058
カスミフードスクエア舟石川店（10/22） 2,681

■ 街頭募金　寄付額　19,027 円（前年度　94,992 円）

募金箱 募金箱 募金箱 募金箱
愛菜弁当 イオン東海店 石神コミュニティセンター 茨城東病院
ウエルシア東海舟石川店 うどん市 村松店 北中精肉店 喫茶コーナー「響」
喫茶 夢空間 牛新 東海店 グルヌイユ グル―ビー東海本店
原子力機構箕輪寮 原子力機構村松寮 茶房OKANO 児童センター
障害者センター 食堂さんさん 白方コミュニティセンター セイコーマート東海須和間店
せきた 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
総合福祉センター「絆」 創中華 東善房 村立東海病院 玉喜屋菓子舗
中央公民館 ツルハドラック　東海店 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 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
東海村シルバー人材センター 東海村総合体育館 東海村役場 トラットリア パラン
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㈱ 花むすび草むすび 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
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
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 個人
麺屋いろは 麺屋 鉄風 やんしゅうばんや八角 匿名　１名
Ｙショップ須藤 Yショップひらの

■ その他　寄付額　148,611 円（前年度　120,112 円）
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赤い羽根共同募金とは？

ありがとうメッセージ

真崎地区社会福祉協議会 福祉器材の購入・修繕

　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。

崎地区社会福祉協議会では、ふれあい敬老会や世
代間交流会、ふれあいいきいきサロン事業などの

活動を実施しています。令和２年度は新型コロナウイル
スの影響で敬老会を開催できなかったため、対象者への
記念品配布や小学生との交流会を行いました。子どもか
ら高齢者まで、住民同士がつながりを持てる事業や地域
活動に助成金を活用させていただいています。

域活動団体・活動者に対して、グラウンドゴルフ
やポップコーン機などの福祉活動器材を貸し出し

ています。今回は、新しい器材（ボッチャ、リバーシ、ラダー
ゲッター）の購入および破損した収納バッグ等の修繕を
行いました。
　地域のイベントや施設のレクリエーション等で活用い
ただき、大変喜ばれていますので、今後ともご支援よろ
しくお願いいたします。

真 地

　「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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福祉教育推進事業

東海村心身障がい児者親の会

ママリフレッシュ事業

LINE はじめて講座

頃の疲れを癒し、楽しく子育てを続けられる環境
づくりを目的として、ウォーキングやクリスマス

リース作りを行いました。
　リース作りでは、お母さんたちが真剣に飾り付けをす
る姿が見られました。感想を聞くと「貴重な体験ができ
て良かったです。物作りはとっても楽しいですね」「ひと
りで夢中になれる時間を作ってもらえたことに感謝です」
との声が聞かれました。皆さんの温かい善意のおかげで
す。ありがとうございました。

内小・中学校で『福祉体験出前講座』を実施し、
アイマスク体験や手話体験、点字体験等を行いま

した。また、体験だけでなく、障がいのある当事者から
の講話や体験学習での学びを地域活動に生かす『福祉教
育メニュー』も取り入れています。
　手話体験をした生徒からは「手話を覚えるのがすごく
難しかった」「学んだことを生かして手話を使っていきた
い」等の感想が聞かれました。ありがとうございました。

型コロナウイルス感染の拡大を考慮して、今年は
クリスマス会を開くことができませんでした。「ク

リスマス会はいつですか？」と聞かれるお子さんがいて、
恒例の行事として浸透していることや、楽しみに待って
くれていることを改めて実感しました。
　そこで、赤い羽根の助成金をいただき、子どもたちに
は親の会オリジナルイラストのナップサックや心温まる
絵本などのプレゼントを、各会員には福祉サービスに関
する小冊子を配付することができました。ありがとうご
ざいました。

新

日村

くに暮らす家族や友人とコミュニケーションを図
り、コロナ禍においても孤立感が生まれないよ

う、LINE の基本的な使用方法を学ぶ講座を開催しまし
た。地域のボランティアさんにご協力いただき、マンツー
マンでレクチャーを行いました。
　後日、参加者からは「LINE が使えるようになって、
遠くに住む孫から最近生まれたひ孫の動画が送られてき
て、とても嬉しかった」「子どもと孫とグループ LINEを
始めることができた」といった声が届きました。

遠
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　『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？

きれい！スッキリ！年末ごみ出しお助け隊

児童センター クリスマス事業

ありがとうメッセージ
和２年度は 152 世帯を訪問しました（令和元
年度は 154 世帯）。利用者の方からは「一人で

は出せない大きなごみを持っていってくれるから、と
ても助かっている」「東海村に住んでいてよかった」「ま
た来年もお願いしたい」といった声をたくさんいただ
いています。
　この活動は、年末の粗大ごみ回収をきっかけに、利
用者の方々と直接お話をすることで、生活の困りごと
を把握できる重要な機会となっています。この活動を
継続できているのも、皆さまのおかげです。ありがと
うございます。

令

年は「赤鼻のトナカイ」を歌いながら、ペープサー
トを楽しみました。泣いていたトナカイさんのお

鼻がピカピカと光っていたので、子どもたちは大喜びし
ていました。
　ふと耳をすませば鈴の音が聞こえ、遠ざかった後には
大きな袋が置いてありました。袋の中には、おもちゃが
たくさん入っていました。子どもたちはお父さんお母さ
んのひざから乗り出し、新しいおもちゃに目をキラキラ
と輝かせていました。おもちゃをプレゼントしていただ
き、ありがとうございました。みんなで仲良く遊びますね。

今

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 93,900 豊岡区 22,200 押延区 69,600 なごみ常会 6,900
外宿二区 38,100 岡区 40,500 須和間区 73,500 東大やよい宿舎 3,900
内宿一区 128,400 百塚区 98,700 舟石川中丸区 127,400 花水木組 8,100
内宿二区 63,400 亀下区 38,100 原子力機構長堀区 24,300 ほがらか 3,900
竹瓦区 20,100 原子力機構百塚区 7,200 緑ヶ丘区 89,400 長堀住宅隣り組 1,800
宿区 54,300 豊白区 49,500 南台区 176,300 すかしゆり 3,900
照沼区 31,800 村松北区 58,200 船場区 136,000
川根区 28,500 真崎区 196,800 舟石川一区 206,400 その他 寄付額（円）
原子力機構箕輪区 2,400 舟石川三区 36,900 舟石川二区 91,800 匿名　１名 4,750
白方区 205,800 原子力機構荒谷台区 10,500

目標額　2,350,000 円（前年度　2,348,000 円）
寄付額　2,253,250 円（前年度　2,310,412 円）

令 和２年度 歳末たすけあい募金報告（敬称略）
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　マスク不足や外出の制限、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、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、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『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

家庭とお店の応援プロジェクト

東海村マスク for you! プロジェクト

ケーキとおせちの美味しい応援団

ありがとうメッセージ
とり親家庭の方を対象に、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広がっている状況でし
たが、おかげさまですぐに事業に取り組むことができ
ました。
　協力店からは「いち早く動いてくれたことで安心で
きた」、利用者からは「夢のようなチケットをありがと
うございます」といった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。

ひ

スクが不足していた４月末から東海村の全戸に広
報し、外出自粛期間中でも自宅でできるボラン

ティア活動として、手づくりマスクの製作を呼びかけま
した。100名を超える方から手づくりマスクや不織布マ
スクの寄付をいただき、病院や福祉施設、福祉団体、そ
の他生活にお困りの方などに、計7,171枚ものマスクを
届けることができました。
　受け取った皆さまからは「マスクがなくて本当に困っ
ていたので助かりました」「手づくりしてくださった方の
気持ちが嬉しいです」等の声をいただきました。

マ

活福祉資金特例貸付（新型コロナウイルスの影響
による減収や離職等の影響を受け、生活に困難を

抱えている方に金銭を貸与する制度）を利用している方
を対象に、温かい気持ちで年末年始を迎えていただける
よう、おせちまたはクリスマスケーキの購入支援を行い
ました。
　利用した方からは「こうして気にかけていただき、嬉
しかったです」との声をいただきました。協力店からは
「売上も気持ちも沈んでいましたが、地域の方の役に立つ
ことができて良かったです」との声が届きました。

生
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［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～

　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、各市区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

　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。

災害義援金とは？

■ 令和２年７月豪雨災害

　寄付いただいた義援金は、被災地都道府県が設置す
る義援金配分委員会へ送金しました。配分委員会から
市区町村を通じて、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。

令和２年７月豪雨災害義援金 義援金（円）

日本年金者組合 東海支部 6,015
イオン東海店 募金箱 35,673
児童センター 募金箱 1,005
「絆」募金箱 3,000

合　計 45,693

令 和２年度 災害義援金報告（敬称略）


