わたしのまちの

赤い羽根 ～市町村共同募金会の活動から～
パートナーミーティングを開催しています
◉湯沢市共同募金委員会

赤い羽根共同募金を活用していただき、福祉のまちづくり
を地域の方々と一緒に推進することを目的とし、パートナー
ミーティングを開催しています。2回目となる今年は8月に開催
しました。市内で活動しているボランティア団体、NPO法人
等各種団体の皆さんが一堂に会し、互いの活動をPRすると
ともに、赤い羽根について出前教
室を受講、その後のワークショップ
を通して交流を図りながら「ゆざわ
の町を良くするしくみ」を皆で考え
ました。

赤い羽根共同募金
「募金百貨店プロジェクト」
に参加しませんか

〜売上の一部があなたの町の福祉財源に〜

本会では、新たな募金手法として赤い羽根共同募金「募金百
貨店プロジェクト」を始めました。本プロジェクトは、企業等との連

共同募金だより

携協力により様々な寄付つき商品・企画を創り上げ、赤い羽根共
同募金が募金の百貨店になろうというプロジェクトです。企業等に

ブラウブリッツ秋田は、北東北初のJクラブ入りを目指し、

献に参画することができ、共同募金会は地域福祉を推進するため
の関係の構築を目指します。
現在、プロジェクト参加企業を募集しております。独自の寄付つ

はねっち

©nekoyanagi

き商品・企画で、
「じぶんの町を良くするしくみ」に加わりませんか？

❶

詳細は本会またはお住まいの市町村共同募金会（委員会）へ
お問い合わせください。
◆「赤い羽根いつでもどこでもキャンペーン」
（募金箱・寄付つき

平成 26 年度
赤い羽根共同募金運動
キャッチコピー最優秀賞

と感じています。
今年度は、スタジアムでの募金活動へのご協力はもちろん
のこと、4名の選手とサポーターの子どもたちをポスターに起
用いただくなど、多方面でタッグを組んだ活動を行っておりま
す。私も、今年度の運動初日、秋田県共同募金会の皆様とと

へ想いの根底にあるのは「将来の秋田の“元気”と“笑顔”の
ために」ということです。赤い羽根共同募金会活動の「じぶ

に、秋田という町を良くして参りましょう。

を活性化させることはもちろんのこと、地域アイデンティティー
の創出など日本全国様々な地域で効果を発揮しています。
ブラウブリッツ秋田も地域に必要とされ地域に愛されるクラ
ブを目指し、スポーツを通じて地域、日本、ひいては世界に
秋田という町を発信していくとともに、地域の皆様と強い絆を

❷

地域の輪
つながる広がる
赤い羽根

❼

築いていくことが「じぶんの町を良くする」ということに繋がる

もにアゴラ広場で募金活動を行わせていただく予定です。共

Jリーグが掲げる地域密着型クラブは地域のコミュニティー

http://www.akaihaneakita.or.jp

の財源を確保することができる、という3者のWIN＆WIN＆WIN

てJ1への昇格を目指し活動をしています。そして、その昇格

んの町を良くする」というテーマと共通する部分があります。

秋田市旭北栄町1-5

1（018）864-2821

とっては、販売促進や地域貢献に繋がり、顧客は負担なく地域貢

体を募集中です。

2010年より活動、Jリーグ入りを果たした現在は、J2、そし

平成26年9月発行

［発行元］
社会福祉法人秋田県共同募金会

自動販売機の設置）についても、引き続き御協力頂ける企業・団

秋田の町を
良くしましょう！

第16号

❸

にかほ市立金浦中学校
笹森美月さん
（3年）
ささ もり

株式会社ブラウブリッツ秋田
代表取締役社長
岩瀬 浩介（いわせ・こうすけ）
1981年生まれ、茨城県神栖市出身。
2006年にTDKサッカー部に入部、プロサッカー選手
として活躍後、2011年フロント入り。
2012年4月より株式会社ブラウブリッツ秋田（当時秋
田フットボールクラブ株式会社）社長に就任。
現在、Jリーグ全51クラブ中、最も若い社長としてク
ラブ運営に当たる。

み づき

❻

10月11日（土）秋田県立体育館
にていよいよ開幕！！！
7214S031

❺
❶社会福祉大会（羽後町）
❷雪下ろしサービス事業（東成瀬村）
❸シルバー料理教室（にかほ市）
❹街頭募金活動（横手市）

❹
❺福祉運動会（大潟村）
❻ふれあいの集い（仙北市）
❼なかまっ子（由利本荘市）

詳細はこちら↓
http://www.happinets.net

、
ネッツは
ピ
ハ
ーザン
です！
秋田ノ サポーター
根
赤い羽

©AKITA NORTHERN HAPPINETS / bj-league

平成26年度『赤い羽根共同募金運動』キャッチコピー入賞者
こくみん共済の資料のご請求・お問い合わせは
インフォメーションセンター（秋田市泉菅野 1-1-12）

全労済秋田県本部 秋田県労働者共済生活協同組合

TEL 018ー824ー6031
受付時間 9：00 〜 17：00（土・日・祝日を除く）

「見つけたよ みんなのために できること」北秋田市立鷹巣中央小学校
優秀賞
「思いやり 胸に輝く 赤い羽根」湯沢市 菅原義昭さん（66歳）
すがわら よしあき

さ と う ま ひ ろ

佐藤真広さん（3年）

平成
25年度

赤い羽根共同募金運動結果
赤い羽根共同募金実績

総

額

（秋田県）

203,170,689円

平成
26年度

心温まる
たくさんのご協力
ありがとうございました！

（目標達成率97.4％）

◉お寄せいただいた募金は下記の団体の平成26年度の活動に役立てられています。
法人（団体）名

（単位：円）

事業・活動内容

【重点テーマ助成】 日本ALS協会秋田県支部
災害時に地域みん （福）男鹿市社会福祉協議会
なで 助かるための （福）由利本荘市社会福祉協議会
活動
（福）潟上市社会福祉協議会

助成額

在宅人工呼吸器患者、災害時停電対応のバッテリー設置

1,636,000

自主防災訓練事業

（福）八峰町社会福祉協議会

329,000

災害ボランティアセンター設置、運営事業

1,500,000

災害に備えた器具・機材の充実

1,376,000

災害時活動拠点整備及び避難演習事業

（特）あゆみの会（由利本荘市）

送迎・移動支援のための車両購入事業

990,000

（一社）秋田県聴力障害者協会

第65回東北ろうあ者大会・第41回東北地区手話問題研究大会

300,000

（特）アイアンドユウ（秋田市）

障がい者はあなたの隣にも（交流セミナー開催事業）

246,000

地区別研修・交流会

135,000

秋田県精神障がい者社会参加促進研修会

225,000

精神障がい者交流体験支援事業

278,000

【広域的・先駆的な 秋田県精神保健福祉会連合会
地域福祉活動への （特）秋田県心の健康福祉会（秋田市）
助成】
（特）秋田県子育てサポーター協会

安心・安全な地域子育て環境づくり事業

1,220,000

あきたファミリーハウス（秋田市）

ファミリーハウスと病児の家族看護実践に関する普及啓発事業

357,000

大館de子育て（大館市）

子育て支援カレンダーの発行

216,000

（福）大潟村社会福祉協議会

©nekoyanagi

移送サービス用の車両購入
認知症の方と地域住民の癒しと安心空間整備事業

1,950,000

（福）秋田県社会福祉協議会

福祉を支える人材の育成、小地域での福祉活動の仕組みづくり

6,000,000

【各市町村の地域福
市町村社会福祉協議会等が進める地域福祉活動
祉活動への助成】※
市町村共同募金会運動推進費
【災害対策のための 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金
助成】
大規模災害発生時の復興活動のための積立
秋田県共同募金会運営費

藤里町
社会福祉協議会

14,300,871
2,000,000
7,600,000
20,350,000

【共同募金運動を進 秋田県共同募金会事業費
めるための経費】
広報・運動資材等管理運営費

4,845,000

中央共同募金会等分担金

2,054,000

次年度運動準備金

1,065,486

※詳しくは各市町村社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。
募金の使いみちは、赤い羽根データベース「はねっと」からも確認できます。

額

（秋田県）
助成内容

団体数

助成額

1,652,000

施設公用車整備事業

2,000,000

障害者アクアレッスン普及・啓発事業「Let's Enjoy Swimming with
ミラクルスイミー＆トップアスリート＆トゥリトネス」

1,193,000

（特）逢い（由利本荘市）
（特）あきた子どもネット（秋田市）
（福）八郎潟町社会福祉協議会
秋田県ボランティア団体連絡協議会

972,000

全国脊髄損傷者連合会第38回東北ブロック会議秋田県大会
チョコット手伝い隊活動等拡大事業

ＮＨＫ歳末たすけあい …4,797,489円
地域歳末たすけあい …48,459,775円

（県内市町村共同募金会に寄せられた寄付）

◉地域歳末たすけあい助成 …… … 48,459,775円
助成内容

500,000
1,916,000

子ども健全育成事業（学習支援）における送迎用車両の整備

1,954,000

「除雪・物品運搬車両貸出サービス」の車両整備事業

5

729,000

社会福祉協議会による支援が必要な世帯への見舞金等 39,143,208

小規模な障害者施設の冬対策の活動への助成

8

800,000

歳末たすけあい運動推進費（運動推進にかかる事務費）

児童養護施設入所者免許取得費用助成

9

1,350,000

難病関連団体活動費助成

10

1,941,000

次年度の地域福祉活動への助成充当金

468,686
8,847,881

1,100,000

ボランティア啓蒙キャラクター「ボランティアレンジャー」参上

506,000

（福）北秋田市社会福祉協議会

災害ストックヤード整備・活用事業

720,000

（福）大館市社会福祉協議会

災害対応車両購入事業

1,013,000

（福）能代市社会福祉協議会

地域福祉推進活動車両整備事業

1,012,000

（特）秋田いのちの電話

心の健康推進キャンペーン事業

342,000

（福）秋田県社会福祉協議会

福祉を支える人材の育成ほか3事業

775,484

事業・活動内容
【各市町村の地域福
市町村社会福祉協議会等が進める地域福祉活動
祉活動への助成】※
市町村共同募金会運動推進費

助成額

（福）は社会福祉法人、
（特）は特定非営利活動法人
平成25年募金風景

127,870,000
14,754,000
1,000,000
8,000,000
20,350,000
6,510,516

横手市▲

由利本荘市▲

4,902,000
2,000,000
©nekoyanagi

法人（団体）名
【過年度災害準備金の取り崩し
による助成】※
（福）秋田県社会福祉協議会

事業・活動内容
福祉を支える人材の育成ほか3事業

助成額
8,524,516

※積立期間を終了した災害準備金の取り崩しによる助成であり、平成26年度募金目標額には含まれません。

秋田県大雨災害義援金へのご協力に感謝します

助成額

冬期地域ふれあい事業費

400,000

障がい者支援事業所「逢い」改装工事

※詳しくは各市町村社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。

53,257,264円

◉ＮＨＫ歳末たすけあい助成……………4,820,000円

1,876,000

福祉サービス事業所おみたけ送迎車整備事業

中央共同募金会等分担金

歳末たすけあい募金実績

総

1,043,000

（特）
「太陽の園」
（横手市）

【共同募金運動を進 秋田県共同募金会事業費
めるための経費】
広報・運動資材等管理運営費

NPO法人
長いスプーン

1,103,000

（特）東日本総合企画（横手市）

秋田県共同募金会運営費

送迎・移動支援

523,000

利用者サポート車両購入事業

【災害対策のための 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金
助成】
大規模災害発生時の復興活動のための積立

5,981,000

524,000

（特）鹿角親交会（鹿角市）

（特）障害者アクアレッスン
【広域的・先駆的な ミラクルスイミー（秋田市）
地域福祉活動への
全国脊髄損傷者連合会 秋田県支部
助成】
ひまわりの会（大館市）

配食サービス

助成額

440,000

サウンドテーブルテニスこまち大会の開催

（特）
共生センターとっと工房
（大館市）「指定障害福祉サービス事業」車両の更新事業

助成額
124,244,332

地域交流テント整備事業

秋田県サウンドテーブルテニスクラブ

（福）は社会福祉法人、
（特）は特定非営利活動法人、
（一社）は一般社団法人、
（公社）は公益社団法人

事業・活動内容

（単位：円）

（特）凛々会（美郷町）

100,000

（福）小坂町社会福祉協議会
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法人（団体）名
事業・活動内容
【重点テーマ助成】
ひきこもり者の居場所づくり及び障がい者福祉サービス利用者の
地域から孤立をなく
（福）秋田ふくしハートネット（仙北市）
工賃アップの為の工芸機材の購入
そう〜みんなが社会
の一員として包み支 （特）あきた結いネット（秋田市）
秋田県で困っている人なくそうプロジェクト!! 〜あんべ委員会〜
え合うしくみづくり〜 （福）藤里町社会福祉協議会
「ひきこもり等の力を地域づくりに活かす事業」の広域連携在り方検討事業

1,465,000

（公社）認知症の人と家族の会秋田県支部 認知症の人と家族のための支援事業

ニャジロウ

◉平成26年度共同募金による助成計画

1,050,000

（特）長いスプーン（湯沢市）

206,951,000円

はねっち

627,000

「パン配達サービス」車両購入事業

秋田県障害者通所施設協議会

平成26年度赤い羽根共同募金目標額

730,000

自助共生の循環型農業を推進するための事業

（特）ひだまり（湯沢市）

赤い羽根共同募金運動計画

本会受付額

10,302,254 円
（募金総額

46,183,117円）

平成25年8月9日に発生しました大雨により、被災された方々を支援するため募集しました
「秋田県大雨災害義援金」につきまして、秋田県をはじめ全国の皆様から多くの義援金を
お寄せいただきました。 ご協力いただきました皆様に、心からお礼申し上げます。
なお、義援金の配分については秋田県、日本赤十字社秋田県支部、本会などで構成さ
れる「秋田県大雨災害義援金募集（配分）委員会」で決定し、被災市町村を通し被災者に
配分されております。

