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 秋田の皆様には本当に感謝しております。電気ストー

ブは節電に気をつけながら大切に使わせていただきます。

ありがとう御座いました。（遠赤外線電気ストーブ） 

 

 

 

 私たち家族は福島県南相馬市から来まして、９ヶ月に

なります。秋田県に家族で御世話になっておりながら、

秋田県共同募金会から多大な贈呈品を頂き、ありがとう

ございます。私たちは御恩を一生忘れる事は出来ません。

今後は人の不幸は真剣に考え、人を助けるという事は絶

対に忘れてはならないと心から思っております。心より

ありがとうございます。大切に使用致します。（電気こた
つ・布団付） 

 

 

 

 岩手の宮古から秋田県小坂町に避難して来て早９ヶ月

になりました。小坂町の役場からお米などいただきまし

た。また秋田県の皆さんから下着また冬物衣類など数々

いただき大変有難う御座いました。心よりお礼申し上げ

ます。（電気こたつ・布団付） 

 

 

 

 小学５年生の娘と秋田市に来て４ヶ月になります。秋

田の冬は寒いと覚悟しておりましたが、１１月中旬頃よ

り“あられ”が降ったり、突風のような風が吹いたりと海近

くの地域だからでしょうか、冬の訪れの早さに驚いてお

りました。 

 この度、多くの方々からのご助成により上記の品物を

いただきました。細やかなお心づかいに大変感謝してお

ります。本当にありがとうございます。 

娘の言葉より…「共同募金」という言葉はよく耳にし

ますし、年末には街中で見かける事が多くありました。 

娘も関心があり、協力させていただく事がありました

が、その後どうなっていくのかまでは理解しておりませ

んでした。この度、娘にとって身をもって感じ、知るこ

とができたことも含め、皆様の温かいお気持ちに触れる

事ができたこと、すばらしい機会になったようです。人

のために自分だったら何ができるだろう…と考える心が

芽生えてきたようです。（電気こたつ・布団付） 

 

 

 

 子供達も大変喜んでおります。ありがとうございまし

た。（ホットカーペット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秋田で初めての冬を迎え、毎日雪が降りびっくりして

NHK 歳末たすけあいによる暖房器具等助成を受けた 

東日本大震災により秋田県に避難している皆さんから寄付者へのメッセージ 
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います。でも子供達はとっても楽しく雪あそびをしてい

ます。外は寒いけど家の中はとても暖かく過ごす事がで

き、とても感謝しております。本当にありがとうござい

ました！（石油ファンヒーター） 

 

 

 

この度は心遣い誠に感謝致しております。有りがとうご

ざいます。本当に私達のためいろいろいつも有り難く思

っております。 

どうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございます。

（ストーブ） 

 

 

 

 入居した借上住宅にはエアコン１台のみだったので、

暖房器具を複数買う必要がありました。とても助かりま

した。ありがとうございました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 今回頂いた助成金で、今必要なものは何かよく考え、

有効に使わせていただきました。 

本当にありがとうございました。（ファンヒーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福島県から自主避難しています。秋田市の雪の多さに

驚いています。これから益々寒さが厳しくなりますが、

助成金で上記の物を購入させて頂いたので、暖かく、快

適に過ごしたいと思います。本当にありがとうございま

した。（こたつ布団、湯たんぽ、ホットカーペット） 

 

 

 

 「秋田の寒さは半端じゃないから覚悟してた方がいい

よ」って口を揃えて言われた事を思い出しました。福島

（浜通り）から来た私達には想像もつかないような寒さ

を感じる事に不安を覚えます。エアコンがあるから大丈

夫と思っていましたが、それだけではやはり寒いため、

石油ストーブを購入させて頂きました。 

又、私達の町からもこたつを頂き、これで暖かい秋田

の冬を迎える事ができて本当に感謝しております。あり

がとうございました。（石油ストーブ） 
 

 

 

 この度は助成していただきありがとうございます。秋

田で冬を越すのは実に５年ぶりで、エアコンのみでの生

活に不安を覚えていました。石油ファンヒーターを購入

できたため、暖かい部屋で生活できています。本当にあ

りがとうございました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 寒い冬、停電があった場合―――困らないようにと思

い、助成金で買わせて頂きました。 

本当にありがとうございました。（石油ストーブ） 

 

 

 

 本当に助かりました。ありがとうございました。（反射
式石油ストーブ） 
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 福島でも雪は降りますが、秋田の雪は比べものになら

ないほどですね。 

 知人、友人、誰ひとりいない秋田へ避難してきたこと

…本当にこれでよかったのか…と迷い悩む日々ですが、

秋田に来てからたくさんの秋田の方たちにお世話になり、

どの方もみなさん優しくあたたかく…本当に感謝の気持

ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

秋田には縁もゆかりもありませんでしたが、秋田が大

好きになりました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秋田県には４月２０日に来ました。８月２４日に現住

所の茨島に落ち着く事となり、ここで五ヶ所目でした。 

 秋田の人達の温かい人情にふれ、戻れる日が来るまで、

ここ秋田で暮すことに決めました。寒さに慣れてないの

で心配でしたが、お陰様で暖かく過ごせるようにこたつ

セットを買わせていただきました。秋田で知り合いもで

き、手芸（花布きん、紙粘土人形）なども教えていただ

くことが出来、こたつに入り一生懸命頑張ってます。有

がとうございました。（電気こたつ・布団付） 

 

 

 

 この度の暖房器具の購入のご支援につきましては、お

心遣いに感謝申し上げます。 

 今回の原発事故で私達家族も日々悩み、不安な気持ち

で生活してきました。 

子供達を守りたい一心で秋田県に避難してから４ヶ月

が経ちますが、この様なときの沢山の方からのご支援、

ご協力、お心遣いは、私達家族にとって何ものにもかえ

がたい支えになっております。 

 今回購入させて頂いた暖房器具も家族皆で大切に使わ

せて頂きます。 

 今後は感謝の気持ちを生涯忘れずに、「冬は必ず春とな

る」と信じ、家族と共に頑張っていきたいと思います。 

この度は誠に有難うございました。 

今年の冬は心も身体も暖かく過ごせそうです。（石油フ
ァンヒーター） 

 

 

 

 県外、県内、さまざまな方々からの寄付、本当にあり

がとうございます。 

皆様に色々と優しくしていただき感謝と共にもっとひ

どい環境にある方に申し訳ない気持ちにも正直なります。 

ですが、皆様方によくしていただいた分、私たちにも

何かできる事があれば協力させていただきたいと思いま

す。大切に使わせていただきます。（こたつと筒（暖房）） 

 

 

 本当に有難うございました。 

お陰様で寒い秋田でストーブが必要と思っていたので

す。 

反射式のストーブを買いたいと思っております。その

ストーブの上でお湯を沸かして、お茶を飲みたいと思っ

ているところです。有難うございました。（ストーブ） 

 

 

 

 この度は被災者支援の暖房器具の助成金を頂きありが
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とうございました。 

 生活費節約のため暖房器具は電気毛布だけでしたが、

秋田の冬は想像以上に寒く困っていた所、今回の助成金

を知り、早速オイルヒーターを購入させて頂きました。 

 オイルヒーターは電気代はかかりますが、灯油代はか

からず、やさしい暖かさで重宝して使用しております。 

 知り合いのいない秋田での１人暮らしに不安を感じて

いた所に、今回の御支援を頂き、御厚意に心から感謝し

ております。本当にありがとうございました。（オイルヒ
ーター） 

 

 

 

 避難して来た頃は寒くて、時期的にこたつもこたつ布

団も売ってなくて、親戚からこたつを借り、布団は寝具

の掛け布団を掛けて過ごしました。 

 今度の冬は、日本赤十字社様より頂いたこたつと、皆

様より頂いたお金でこたつ布団を買い、暖かい冬を過ご

せる事に感謝であります。ありがとうございました。（こ
たつ布団） 

 

 

 

 借上住宅のオーナー（大東建託）が建物の性格上ブル

ーヒーターや石油ストーブでは結露するので使用しない

で下さいと云われ、やむなくＦＦ式ストーブで最も安い

もの（工事費込で１０万円）を購入しました。（結露して

室内に不具合が生じた場合は出て行く時に自費で直して

もらいますという契約が入っている為） 

 おかげで寒い秋田の冬を暖かく過ごさせていただいて

おります。（ＦＦ式ストーブ） 

 

 

 

 暖房器具用補助金を頂き、ありがとうございました。

心より感謝申し上げます。 

 福島県浜通りでは年に１、２回の雪かき、それも２、

３センチです。秋田では、今時期から雪かきをし、毎日

どんよりとした空を見ていると心まで暗くなりそうな時

に、皆様からの温かい心遣いをいただき、元気で冬を乗

り切り、明るい気持ちで正月を迎え、一歩々々前進して

いきたいと思います。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 秋田の冬は寒いので、これで快適に過ごせそうです。

本当にありがとうございました。（石油ストーブ） 

 

 

 

 温かい募金ありがとうございました。 

 私の借りている所は蓄熱式暖房がついているので、地

震に備えて石油ストーブを購入しました。電気のみでは、

地震の時寒さや食事もできないので、石油ストーブを地

震対策として用意しました。 

 温かい寄付ありがとうございました。（石油ストーブ） 

 

 

 

 秋田の冬はとても寒いので、こたつを購入しました。

ぽかぽか暖かく重宝しています。ありがとうございまし

た。（こたつ） 

 

 

 

 みなさんからの温かいご支援、ありがとうございまし

た。 

 ファンヒーターを購入し、心も体もポカポカになりま

した。感謝の気持ちでいっぱいです。 

３人の子供達と一緒に秋田での生活、頑張って行こう
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と思っています。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 わが家に中学３年生がおり、受験勉強をするためにス

トーブが欲しいと思っていました。寄付してくださった

方々のおかげで、わが家の受験生も暖かい部屋で勉強す

ることができます。心から感謝しています。ありがとう

ございました。（開放式石油ストーブ） 

 

 

 

 私は、幼い娘への原発の影響を怖れて、娘と二人だけ

で秋田へ避難してきました。横手の雪深さを初めて経験

し、身も凍るようでしたが、今回助成頂きました費用で

こたつ布団セットを購入し、お陰様で娘と二人でぬくぬ

くと過ごさせて頂いております。やっぱり冬はこたつで

すね。本当に感謝しております。どうもありがとうござ

いました。（こたつ布団セット（こたつテーブルは、ＮＰ
Ｏ法人難民を助ける会から頂いたので）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お世話になっております。 

 こちらに来てこのように生活していられるのもご支援

があるからこそと心から感謝の気持ちでいっぱいです。 

 さまざまなイベントや相談会などにも参加させていた

だき、多方からの援助に不安や心配も軽減し、ありがた

い思いで毎日を送らせていただいています。 

 今回、暖房器具購入のためにいただいた助成金はこた

つ購入にあてさせてもらい、大切に使わせていただきま

す。ありがとうございました。 

 子供達と食事をするのも勉強するのもこのこたつで今

は暖かくとっても助かっています。 

 寒さはこれからますます厳しくなるのかと思いますが、

皆様もお体大切にお過ごしください。（こたつ） 

 

 

 

 秋田の冬の寒さは日に日に増してきております。我が

家は一軒家をお借りしておりますが、ストーブが一台し

かなく、とても寒い思いをしておりましたので、今回の

この温かいご支援には本当に感謝いたします。 

 寄付して頂いた皆様の善意のお気持ちに感謝の念を抱

きながら、大事に使わせて頂きたいと思います。 

 この度は本当にありがとうございました。（反射式石油
ストーブ） 

 

 

 

 この度私達の為に暖房器具を寄付して頂き、誠に有難

う御座いました。お陰様で暖かい冬を過ごす事が出来ま

す。 

 皆様の善意に感謝すると同時に大事に使用させて頂き

ます。本当に有難う御座いました。（自然通気形開放式石
油ストーブ） 
 

 

 

 １２月１４日に戴きました。御礼のメッセージが遅れ

申し訳ありませんでした。最近特に物忘れがひどく、今
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日１月６日に気が付きました。有がとうございました。

（電気こたつ） 

 

 

 

 この度はこたつセットを頂戴致しました。 

 早速、開梱通電。赤色の灯とぬくもりを身に受け、自

宅の茶の間の感じに浸れました。心の底迄暖かくなれま

したのも皆様のお心遣いの賜物と感謝申し上げます。今

後大切に使わせて頂きます。本当に有り難うございまし

た。 

 皆様の御健康と御多幸を心より念じております。先ず

はお礼まで。（電気こたつ） 

 

 

 

秋田の冬はとても寒いですよ、といろいろな方々から

話を聞かされてきましたが、やはり冬到来そのものでご

ざいます。音もなく静かに雪が降る様子はやはり北国で

す。そんな中、この度は暖房器具を頂戴いたし、誠にあ

りがたく感謝申し上げます。 

 多くの方々の御支援を賜わりながら、寒い冬を迎えら

れたこと、本当にホットな心地でございます。ありがと

うございました。（ホットカーペット） 

 

 

 

 私はホットカーペットをいただきました。心温かい寄

付を本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

 これからやって来る寒さに負けず、笑顔で前に進んで

行きます。（ホットカーペット） 

 

 

 

 秋田の冬は福島よりも寒いと覚悟しておりましたが、

実際雪が降ってきますと予想以上の寒さにビックリして

しまいました。 

 今回、暖房器具の購入費を助成していただき、部屋を

暖めるのと同時に服を乾かすことのできるストーブを購

入することができて、大変感謝しております。（ストーブ） 

 

 

 

 募金をして下さった皆様、本当にありがとうございま

した。 

 おかげ様で秋田の冬も暖かく過ごす事ができます。皆

様のやさしい心に感謝いたします。（ブルーヒーター） 

 

 

 

 この度は温かい御支援、本当にありがとうございます。

気持ちも温かくなりました。たくさんの方々の御支援を

無駄にせず、自立を急ぎ、元の生活を取り戻そうと思っ

ています。大切に使わせていただきます。（こたつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮城県亘理郡亘理町から家族で避難して、今は湯沢市

に住んでいます。住んでいた亘理町は暖かく、雪もほぼ

降らない所でしたので、湯沢は雪の量もすごくとても寒
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いです。 

 早速ホットカーペットとふかふかのラグマットを購入

させていただきました。息子（７歳）も娘（４歳）も気

に入って、「あったか～い」といつもゴロゴロとしていま

す。 

 寒い日がまだまだ続きますが、がんばって過ごしてい

きたいと思います。皆様のお気持ちが身にしみます。ど

うもありがとうございました。（ホットカーペット、カー
ペット用ラグマット） 

 

 

 

 この度は、暖房器具の助成をしていただきまして、大

変ありがとうございました。 

 秋田での初めての冬を迎えるのにあたり、非常時にも

使用できるようにと、石油ストーブ購入を既に済ませて

おりましたので、助成の方を利用させて頂きました。 

 また、できるだけ節電も心がけたいところであります

ので、窓際にボードをつけたり、工夫しながら冬を乗り

切りたいと思っております。皆様からの寄付のお陰で暖

かい部屋で過ごせそうです。ありがとうございました。

（石油ストーブ（ポリタンク等）、窓の隙間風防止のボー
ド（各部屋）） 

 

 

 

 カタログの切り抜き（同封）の暖房器具購入の助成と

させて頂きました。ありがとうございました。１１月２

０日に購入しました。（ストーブ） 

 

 

 

 この度、「ＮＨＫ歳末たすけあい」により、暖房器具等

助成を受けられ、とても助かっております。原発事故の

自主避難のため、東京電力からの賠償も（今は、あると

決定されましたが）なく、３月１６日より秋田で生活し

ておりましたが、冬の寒さにどう備えてゆこうと心配し

ていたところに「ＮＨＫ歳末たすけあい」により暖房器

具等助成の話をいただき、本当に助かりました。購入し

ましたファンヒーターのおかげで暖もとれて…本当にあ

りがとうございます。写真を同封できればとてもよいの

でしょうが、雪のため、車の運転もままならず、お礼の

お手紙のみになってしまい、申し訳ありません。本当に

ありがとうございます。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ＮＨＫ歳末たすけあい」に募金してくださいました

皆さん、この度「３．１１東日本大震災」避難者への暖

房器具等購入に当り、心温まるご支援いただき、心より

感謝申し上げます。 

 私も宮城県石巻市で被災し、４月より秋田県のご支援

をいただき、由利本荘市にお世話になっている次第です。

いまだにあの日の、余りにも悲惨な光景を思い出しては

涙することもあり、又、慣れない土地、慣れない気候の

土地で初めての冬を過すことで不安もありますが、皆さ

んの心温まるご支援や、各方面の団体からの衣類等のご

支援をいただき、暖かい冬を過すことができそうです。 

 皆さんのご好意、ご支援に対しまして、心より感謝申

し上げます。（石油ファンヒーター） 
 

 



 
 

 
 

 
 

※（）は助成された暖房器具又は助成により購入した暖房器具 
 

8 

 福島県から秋田県に「原発によって放射線の不安と会

社の復旧の見通しがたたなかった為」自主避難して来ま

した。 

 福島と比べて秋田の冬は、寒さと雪の多さにびっくり

しました。 

 今回、「ＮＨＫ歳末たすけあい」暖房器具等助成があっ

て大変助かりました。多くの人々の募金を使うのは気が

ひける感じでいっぱいです。心温まる心遣い、ありがと

うございました。（ファンヒーター） 

 

 

 

 この度は皆様の温かいお心遣いに感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

 能代の冬は大変寒いと聞いていましたので、助成で購

入したヒーターで心も体も温まると思います。本当にあ

りがとうございました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 皆様の御厚意により、おかげさまで、温かく生活する

ことができています。 

 慣れない雪で大変ですが、がんばっていこうと思いま

す。本当にありがとうございました。（石油ストーブ） 

 

 

 

 御厚意ありがたく受けとり使わせてもらっています。

本当にありがとうございます。 

 何もかも失って、心に穴があいてしまったような…今

まで体験した事がない事態が自分に起こり、今でも本当

の意味での心の整理が出来ていない状態ではありますが、

これまでたくさんの人達に助けられ、今こうして笑える

ようになってきました。こんなにも世の中は温かいんだ

と、支えられているんだと、強く感じています。 

大きな災害でしたが、それ以上にたくさんの心をいた

だいて、これからの支えに、生きていく力に変えていき

たいと思っています。（石油ファンヒーター） 
 

 
 

 この度は歳末たすけあいによる暖房器具等の助成を頂

きまして、心より感謝申し上げます。 

 秋田に避難させて貰って９ヶ月になります。 

 自宅は原発の警戒区域内にあり、まだ帰宅の見通しは

ついていません。多くの人達に支えられている事に感謝

しつつ、希望を繋いでいるところです。 

 夜、フローリングに寝ていましたら、底冷えして風邪

をひきました。ホットカーペットを買わせて頂いたので

もう大丈夫です！！ありがとうございました。（ホットカ
ーペット） 

 

 

 

 秋田県民様、関係機関の皆様、優しくして頂いて本当

にありがとうございます。早速ステッカーを貼って使用

しています。寒くて長い冬も乗り切れます。 

 避難生活をしていると何から何までありがたくて、感

謝しています。 

 秋田県の皆様は親切で、娘と２人で寂しいけど、頑張

ろう！って思えます。（こたつ） 

 

 

 

 おかげ様でこの冬を乗り切る事が出来ました。ありが

とうございました。（ファンヒーター） 

 

 

 

 大変ありがとうございます。大事に使わせていただき
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ます。（自然通気形開放式石油ストーブ） 

 

 

 

 この度は暖房器具等の助成を頂きまして誠に有難うご

ざいます。 

 秋田の寒さに対応できず、早々と石油ストーブを購入

しましたが、小さめのものを購入したため、本格的な寒

さに本当に参っている所でした。 

 頂いたお金で（それにプラスして）ホットカーペット

と反射式ストーブを購入しようと思ってます。 

 皆様の温かい善意に本当に感謝しております。 

 秋田市は今年、例年以上の雪と聞いております。皆様

におかれましても、お体には充分気をつけて下さいませ。

（ホットカーペットと反射式ストーブ） 

 

 

 

 

 今回は秋田県の皆様よりご支援頂きまして、ありがと

うございました。 

 初めての秋田の冬、雪や寒さを不安に感じておりまし

た。しかし、秋田県民の温かい心を頂き、嬉しく思いま

す。本当に感謝申し上げます。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 私は、原発事故による避難者です。自宅は福島第一原

発より、２５ｋｍの所にあります。高放射線量地域にな

っている為、小学生の子供が２人いるので、子供の健康

を第一に考えて、秋田に避難して来ました。 

 その様な時に、このような支援を頂けて、寄付者の方々

には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうご

ざいます。秋田の寒い冬を乗り越える為には、暖房器具

は必需品ですので、大切に使わせて頂いています。本当

にありがとうございました。（石油ストーブ） 
 

 
 

 秋田県の皆様と関係機関の皆様の御協力ということで

よりいっそうあたたかく感じます。本当にありがとうご

ざいます。感謝です。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 この度は暖房器具の助成をして頂き、ありがとうござ

いました。横手の冬は寒く、また雪深く、少々淋しい気

持ちになっておりましたが、このこたつに入るたびに募

金してくださった皆様のことを思い、気持ちまで温かく

なります。 

 大切に使わせて頂きます。ありがとうございました。

（こたつ・こたつ布団） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多くの募金が寄せられたと聞いております。善意の気

持ちに深く深く感謝申し上げます。大切に使わさせてい

ただきます。本当に有難うございました。（反射式石油ス
トーブ） 
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 この度は本当にありがとうございました。 

 秋田の冬は想像以上に寒くて驚いてしまいました。皆

様からの温かい心とホットカーペットで冬を乗り切りた

いと思います。本当にありがとうございました。（ホット
カーペット） 
 

 
 

 小さいこたつを購入する予定でしたが、今回の助成で

一回り大きいこたつを購入する事ができました。テーブ

ルいっぱいにおいしい食べ物を並べて…とても幸せな気

持ちになります。ご支援感謝致します。（こたつ） 

 

 

 

 皆さんのご寄付により、こたつを買うことができまし

た。お陰様で心身共に暖められました。ありがとうござ

います。（こたつ一式） 

 

 

 

 この度の御厚意に心より感謝申し上げます。 

 朝起床してお弁当を作る３０分の間使用しています。

すぐ暖かくなり、本当に助かりました。（石油ファンヒー
ター） 

 

 

 

 ありがとうございました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 この度は被災し、秋田へとやって来た私達へ温かいお

心遣いありがとうございます。 

 荷物もそこそこにやって来ましたので寄付金大変あり

がたく思いながら使わせていただきました。 

 寒い中、寄付金を集めていただいた学生さん、寄付を

していただいた方へ、心より感謝をいたします。ありが

とうございました。（電気毛布） 

 

 

 

 この度は秋田県民の皆様の善意ある募金により、こた

つを購入させて頂きました。自宅が津波で流されてしま

ったため、何もない状態で秋田県に避難してきました。

息子達（２カ月目と４歳児）が風邪をひかずに寒い冬を

乗り切れそうです。本当に有難うございました。（こたつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二世帯で引っ越ししてきた為、少し大きめのサイズを

購入しました。ありがとうございました。（こたつ） 

 

 

 

 ファンヒーターは既に購入していたのですが、秋田の

冬は厳しく底冷えがするので、今回ホットカーペットを
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購入させて頂きました。お陰様で暖かく快適に過ごさせ

て頂いており、心より感謝しております。皆様、本当に

ありがとうございました。（ホットカーペット） 

 この度は助成金有難うございます。 

 こたつも頂いたものでしたが、それ以外にも沢山頂い

たもの等があります。何とお礼を申し上げてよいのか…

本当に皆様の温かい御支援に心から感謝しております。 

 先が見えない状況で不安な日々ではありますが、何と

か前を見て乗り越えて行きたいと思います。本当に有難

うございました。（こたつ布団セット（掛、敷）と中掛毛
布） 

 

 

 

 温かい御支援深く感謝いたします。今後も前を向いて

がんばって行きます。（石油ストーブ） 

 

 

 

 ありがとうございます。お陰様で暖かい日々を過ごせ

そうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 慣れない雪国生活になりますが、皆さんの寄付によっ

て暖房器具を購入する事になって、寒い冬を越す事が出

来る事に感謝して使っていきます。ありがとうございま

した。（強制通気形開放式石油ストーブ） 

 

 

 

 秋田で冬を生活するのは初めての事で、本当にありが

たく思っています。おかげ様で暖かく過ごしています。 

 まだまだ寒い日が続きますが、頑張って生活していき

たいと思っています。（ブルーヒーター） 

 

 

 

 私達家族は福島県の浜通りに住んでいました。浜通り

は冬でも雪はほとんど降らず、真冬も晴天が多く温暖な

土地でした。秋田の冬はとても厳しく、底冷えに悩んで

おりましたが、頂いたお金でホットカーペットと湯たん

ぽを購入してからは、足元が暖まり毎日暖かく過ごして

おります。 

 特に娘は湯たんぽがお気に入りのようで、寝る時も「ポ

カポカして暖かいね」と嬉しそうに話します。 

このような善意をお寄せくださり本当にありがとうご

ざいました。家族一同感謝しております。（ホットカーペ
ット、湯たんぽ） 

 

 

 

 寒さも厳しいこの頃、我が家では２ＤＫの部屋をあた

ためる為大型の温風ヒーターを購入するお金の一部にあ

てました。 

 お陰でキッチンで料理する時もあたたかく小さい子供

も部屋中元気に遊びまわっています。助成金に感謝！！

（大型温風ヒーター） 
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 １２月１３日（火）石油ストーブが届けられました。

皆様からの善意を心から感謝申し上げます。寒い冬を乗

り越えられます。本当にありがとうございます。 

 皆様からの善意を心にきざみ、日々の生活を送りたい

と思います。本当にありがとうございました。（反射式石
油ストーブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 福島の時と比べ、秋田は寒く暖房器具助成してもらい、

本当にありがとうございました。大切に使わせていただ

きます。（遠赤外線電気ストーブ） 

 

 

 

 この度は「暖房器具購入費」として助成していただき

本当にありがとうございます。 

 雪の中での生活は思っていたより寒くていろいろと大

変ですが、皆様に助けられながら過ごしています。 

 皆様の温かいお気持ちに感謝しております。ありがと

うございました。（ＦＦ式石油ストーブ） 

 暖房器の助成ありがとうございます。石油ストーブを

購入させていただきました。 

 ３月１１日の震災の時、電気、ガス、水道が止まり大

変な思いをしたので今回は石油ファンヒーターではなく、

電気を使わない石油ストーブを購入させていただきまし

た。秋田は冬、雪が多く風も強いので停電になってもこ

れで寒い思いをしなくてもいいと思い、心から感謝して

おります。 

 震災の時の寒さは今でも忘れる事ができません。電気

がない為、ストーブが使えずにいた事が今回のストーブ

の購入時、石油ファンヒーターではなく、火を付けて使

用する石油ストーブにしました。 

 大切に使用させていただきます。本当に有がとうござ

いました。（石油ストーブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度は大変ありがとうございました。 

寒さが増してきて、朝の登校時にもずいぶん起きるの

が辛くなりました。 

 福島よりこたつは持参しましたが、上掛けや敷き布団
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は用意してきておりませんでした。 

 また、室内にかかっていたカーテンも夏用のもので寒

さを防げるものではありませんでした。 

 好意で助成して頂けることになって、本当に助かりま

した。 

 現在は厚地のカーテンに替え、窓際の寒さも防ぐこと

が出来、ありがたく思います。 

 子供２人の母子避難ですので不安なことも多い生活で

すが、支援を頂き、励まされております。本当に有難う

ございました。（こたつ上掛け、こたつ敷き、厚地カーテ
ン２組） 

 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福

島から避難して、秋田の方々にお世話になっております。

たくさんの方々の優しさに感謝の気持ちでいっぱいです。 

 寒い冬を乗り越え、暖かい春がくる日を信じ、がんば

っていこうと思ってます。ありがとうございました。（石
油ファンヒーター） 

 

 

 

 心温まる助成金ありがとうございました。 

 幼児が３人おります。冬の寒さ対策に使用させて頂き

ます。本当に助かります。ありがとうございました。 

 

 

 

 この度は震災により故郷福島より秋田に避難して参り

ました。 

不安の中、心温まるお見舞いを頂きまして誠に有り難

うございます。初めての秋田の冬を、頂戴しましたヒー

ターで過ごさせていただきます。（ブルーヒーター） 

 

 秋田に来て初めての冬を迎えるにあたり、寒さ対策が

一番の不安でした。県、市町村からも義援金、お米など

沢山の支援を頂きましたが、これから除雪作業用品、暖

房器具、防寒着等すべての物を買いそろえるには中々大

変です。 

 そんな時、暖房器具を頂けるとのお話、とても有難く

思いました。多くの方から頂いた善意の品物、家族と共

に大事に使わせて頂きます。本当に有難うございました。

（電気こたつ） 
 

 

 

 私は福島県双葉郡から秋田県へ３月から避難して来ま

した。 

 今は子供と２人で生活しています。主人は仕事の為、

福島で生活しております。家族はバラバラ、いつ家に帰

れるのかもわからない状況ですが、今、秋田で頑張って

ます。 

 ホットカーペット、暖かいです。子供とあったかいね

ー、ポッカポッカだねーと言ってます。 

 寄付して下さったみなさんのポッカポッカな気持ちに

感謝して、頑張りたいと思っております。本当にありが

とうございました。（ホットカーペット） 

 

 

 

 この度は暖房器具購入費の助成をありがとうございま

した。 

 子どもが小さく、ストーブは危険だし、灯油を買いに

行くのも大変だし…と考えていたのでオイルヒーターを

購入しました。空気も汚れず、暖かく、とても助かって

います。 

 秋田の冬はまだまだ長く厳しいですががんばりま

す！！（オイルヒーター） 
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 私は福島県相馬市から東日本大震災に伴う影響により、

秋田県大仙市へ避難しております。 

 この度皆様のおはからいで電気こたつを購入し、厳し

い冬を暖かく過ごしていけることと存じます。誠にあり

がとうございました。感謝申し上げます。 

 こちらでの避難生活の思い出として、今後大切に使用

させていただきます。（電気こたつ、こたつ布団） 

 

 

 

 寄付をして頂いたおかげで、毎日温かく生活出来てい

ます。小さい子供もいるのでとても助かりました。 

 寄付をして頂いたお気持ちにとても感謝しております。

ありがとうございました。（石油ストーブ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 思ったよりも秋田の１２月は寒いものでした。小さな

ストーブが居間にしかなかったため、子供達は小さなテ

ーブルでけんかをしながら家庭学習していました。希望

していたストーブが届きましたので、これからはけんか

をせず生活ができると思います。ありがとうございまし

た。 

 学習机もボランティアの方からいただきました。秋田

の方々に本当にやさしくしていただき、今は何も不自由

しておりません。家に帰りたいと希望を持って生活して

います。（遠赤外線電気ストーブ） 

 

 

 

 福島より秋田に来て初めての冬ですが、このファンヒ

ーターで暖かく過ごしています。本当にありがとうござ

いました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 冬の寒さが厳しい秋田で生活するにあたり、灯油を購

入させていただきました。これで暖かくして生活できま

す。ありがとうございました。（灯油） 

 

 

 

 皆様の御寄付、本当にありがとうございました。 

 震災から９か月、まだ具体的な復興の目途が立たない

状況ですが常に「前を見て」日々の生活に努力している

次第です。 

 これから寒さも増す季節でありますが、『春』は必ず訪

れます。共にがんばりましょう。（ファンヒーター） 

 

 

 

 この度は、被災した私達に心のこもったご寄付ありが

とうございました。これで（ヒーター）寒い秋田の冬も

乗り切れると思います。 

 感謝の気持ちを忘れず、日々がんばっていこうと考え

ています。（シーズヒーター） 

 

 

 

 八月半ばの夏の暑い盛りに秋田市に避難して参りまし

てから、早いもので四ヶ月半が経過しました。秋田の冬
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の寒さが想像できず、暖房器具は石油ファンヒーターの

み持って来たのですが、思いの外、寒さが厳しく、こた

つが欲しいと思っていたところでした。 

 この度の秋田県共同募金会様からの助成金で念願のこ

たつを購入させていただきました。 

 こたつを囲み、家族団らんの場が出来、温かな気持ち

で年を越すことが出来ました。ありがとうございます。 

 県民性によるものなのか、秋田県の方々は優しい方ば

かりでいつも気遣ってもらっております。心より感謝申

し上げます。（長方形こたつ） 

 

 

 

 この度は歳末たすけあいの募金・助成ありがとうござ

いました。 

 秋田の厳しい冬に、頂きました暖房器具購入費として

１万円を有効に有り難く使用させて頂きます。 

 

 

 

 秋田県へ来たのは初めてで、福島とはちがい雪が大変

多く降り、気温も低く、私にとって非常に大変でした。 

 今回の暖房器具等助成によって、金銭的にも助かり、

灯油購入費の足しになり、暖かい冬を送っています。 

 これからも秋田での生活は大変になると思っています

が、寄付していただいた皆さんの思いを大切にし、生活

していきたいと思います。（自動灯油ポンプ、灯油） 

 

 

 

 節約生活で足下の寒さは我慢し、ヒーターで冬場を乗

り切るつもりでしたが、お陰様で温かく過ごしておりま

す。ありがとうございます。家族も感謝しております。 

 ※近隣に写真プリントする所が無く写真は添付できま

せん。すみません。（こたつ） 

 この度は温かい心遣いありがとうございます。頂いた

ストーブで年を越すことが出来ます。大切に使わせてい

ただきます。本当にありがとうございました。（反射式石
油ストーブ） 

 

 

 

 今日（１２月１９日）ストーブをいただきました。と

ても助かっています。ありがとうございました。（反射式
石油ストーブ） 

 

 

 

 福島県より原発事故により３月２６日より秋田県に家

族９人で避難しております。慣れない地での生活ですが、

にかほ市の皆様、秋田県地域の皆様には大変良くして頂

き、９ヶ月が経過しまして秋田の冬がきました。私の古

里は福島県の太平洋に面しており、雪がほとんど降らな

いところです。ですからこの秋田はより寒く、暖房等に

より出費がかさみます。この度は寄付者の方、秋田県共

同募金会様より、暖房器具としてこたつ一式が助成して

頂ける事となり大変ありがたく、家族一同届くのを楽し

みにしております。ありがとうございました。（電気こた
つ・布団付） 

 

 

 

 １２月２０日午後７時３０分頃にカーペットが届きま

した。風邪をひいて外に出られなかったのでお礼の御返

事遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 

 雪道で病院に通うのが大変ですが、毎日元気で生活し

ております。温かい御支援を本当にありがとうございま

した。（電気カーペット） 
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 福島から秋田に来て、秋田の冬は想像以上に厳しくび

っくりしております。 

 そんな中、秋田の皆様の善意によりストーブを購入で

きて、大変ありがたく思っています。ストーブの炎を見

ては、ご寄付いただいた方々の温かい心に感謝しており

ます。本当にありがとうございました。（石油ストーブ） 

 秋田県は福島よりはるかに雪が多く、寒い日が続いて

います。古い式の灯油ストーブの上にやかんを置いて、

とても良いです。 

 何を言ったら良いか分からないが、とにかく寄付者の

皆様に大変感謝しています。 

 放射能の心配と不安の中で複雑な気持ちで過ごしてい

る私たちを助けて頂き、本当に感謝の気持ちでいっぱい

です。どうもありがとうございました！（古い式の灯油
ストーブ） 

 

 

 

 先日、今夜はずいぶん冷えるなぁと思い、外を見ると

雪が降り積っていました。翌朝、娘は「雪！雪！」と大

はしゃぎ。隣で私は戦々恐々。 

 初めて迎える秋田の冬に、皆様から頂いた暖房器具で

暖をとりながら、秋田の冬を娘のためにも楽しんで過し

ていきたいと思います。ありがとうございました。（ホッ
トカーペット） 

 

 

 

 雪は１シーズンに数えるほどしか降らず、気温も氷点

下になることもほとんどない所から秋田に避難してまい

りましたので、毎日驚く事ばかりです。 

 毎日とても寒くて困っておりましたが、皆様の温かい

お気持ちで石油ファンヒーターを購入させていただきま

した。おかげさまで室内も暖かく、心も温かくなり、本

当に感謝しております。ありがとうございました。（石油

ファンヒーター） 

 

 

 

 ３月１１日あの日のことは一生忘れることはありませ

ん！！朝晩すっかり寒くなり、白い雪が降り始めたこの

頃、むこうでお世話になった方々のことは一生忘れるこ

とはないでしょう。 

 あれから私たちもこちらにお世話になって９ヶ月あま

り、この頃は落ち着きを取り戻してきました。支援して

下さった方、また市職員（大館市）の方々もとても良く

対応してもらいましたので、今の私たちがあります。本

当にありがとうございました。涙が出てくるしだいです。 

 これからはこちらで二人で元気に過してまいります。

ありがとうございました。（反射式石油ストーブ） 

 

 

 

 ３月１１日から９ヶ月過ぎました。早かった様でも有

り、遅い様でも…。未だに夢を見ている様です。夢であ

って欲しいというのが本音です。 

 ３月１５日より秋田の地にて過ごしています。秋田の

地にて、この寒さ、雪との戦いも又、夢の様です。おか

げ様で１２月１５日、待ちに待っていたこたつが届きま

した。本当に有難く使わせて頂きます。寒さ厳しき中、

助かります。カメラ、デジカメも無く、写真は撮り兼ね

ますが…宜しくお願いします。 

 皆様の優しさに感謝致します。（こたつ） 

 

 

 

 福島から３月１８日に避難してきました。 

 本当に何も持たずにこちらに到着したのですが、皆様

のご支援で物心共に不自由無く日常生活を送れる様にな

りました。 
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 この度は「ホットカーペット」を届けていただき、本

当に有難うございます。 

 福島の浜通りは雪が少なく、比較的温暖で過ごしやす

い地域でした。 

 雪国秋田での冬を、贈っていただいた暖房器具で暖か

く過ごしたいと思います。（ホットカーペット） 

 ホットカーペット、ありがとうございます。 

 皆様の温かいご支援により、寒い冬を乗り越えられそ

うです。とても助かりました。（ホットカーペット） 

 

 

 

 暖房器具購入費として１万円頂きありがとうございま

した。 

 初めての秋田の冬の寒さにビックリしています。この

寒さを乗り切る為に使用させて頂きました。赤ちゃんが

生まれたので赤ちゃんの為に湯たんぽを買いました。赤

ちゃんも寒さが身にしみるみたいです。 

 本当に優しい善意ありがとうございました。（湯たんぽ、
電気毛布） 

 

 

 

 子供の部屋に置くためにファンヒーターを購入いたし

ました。小学生なので暖かい部屋で勉強できます。 

 このようなご支援をいただき、本当にありがたいです。 

 原発事故からの避難ですので子供たちは父親や祖父母

とも離れて生活しております。 

 皆様のお心遣いがとても嬉しく思います。 

 子供たちが大きくなっていろいろなことが理解できる

ようになったら「ＮＨＫ歳末たすけあい」のことを話し

てあげたいと思います。本当にありがとうございました。

（ファンヒーター） 

 

 

 暖房器具等助成を賜り、誠にありがとうございます。 

 この助成を活用させて頂き、こたつを購入致しました。

お陰様で秋田での冬を不便なく乗り切れそうです。どう

もありがとうございました。（こたつ） 

 

 

 

 本当に助かりました。ありがとうございます。大切に

使わせていただきます。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 この度は、暖房器具購入費を助成していただきまして

誠に有難うございました。秋田県民の皆様、関係機関の

皆様、そして秋田県共同募金会の皆様に心より御礼申し

上げます。 

 助成していただきました一万円でパネルヒーターを購

入させていただきました。一歳の子どもがおりますので、

なるべく危なくなく、家の中の空気を汚さないものをと

思い、こちらを購入することにしました。寒い毎日です

が、おかげさまで暖かく、安全に使用させていただいて

おります。 

 秋田に避難させていただき、５カ月が経ちますが、秋

田県の皆様の温かな心にいつも感謝の心でいっぱいです。

まだしばらくお世話になりますが、どうぞよろしくお願

い致します。 

 季節柄、皆様どうぞご自愛くださいませ。（電気パネル
ヒーター） 

 

 

 

 震災から避難生活を続けてきて、まわりの方々の援助

を数多く頂いています。今現在、夫だけ福島で仕事をし、

義母と子供二人と私は秋田で生活しているのですが、や

はり男手がないと不安なことも多く、また慣れない雪国
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での生活なので、これから何が必要なのか何に気を付け

れば良いのかわからないことだらけです。たくさんの

方々に手を差しのべて頂いて、今こうして生活出来るこ

と、感謝しています。ありがとうございます。 

※雇用促進住宅に住んでいます。義母は８５歳で階段や

浴槽へ入る行動がつらい状況です。寒さが何より体に厳

しいらしく、今回購入したファンヒーターは義母の部屋

に置きました。（ファンヒーター） 

 

 

 

 南相馬市から避難し、初めての雪国の冬を体験するこ

ととなり、不安な気持ちでいっぱいでしたが、秋田県民

様、関係機関様の温かい贈りものに身も心も温まりまし

た。ありがとうございました。（電気ストーブ） 

 

 

 

 この度は遠赤外線電気ストーブを頂きありがとうござ

いました。岩手から秋田に引っ越し来て、もう９ヵ月経

ちました。皆様からの温かい支援にてどうにか寒い冬も

過ごすことができ、心から感謝しております。 

 未だに３月１１日の事が頭から離れませんが、秋田で

仕事を１０月からし始め、職場の人達とも仲良くさせて

頂いていますのでがんばっていきたいいと思っておりま

す。 

 本当にありがとうございました。 

 メッセージ遅くなりましたが、寄付者の皆様ありがと

うございました。 

 汚い字で申し訳ありません。（遠赤外線電気ストーブ） 

 

 

 

 秋田の協和船岡は冬は雪が多く寒い所で、雪かきで腰

等が冷えてしまいます。そんな時にホットカーペットの

上で身体を休めると心まで落ち着き、身心共にホッとし

ます。 

 本当に良くして頂きありがとうございます。（ホットカ
ーペット） 

 

 

 

 皆様からのご好意で温風ヒーターを購入させて頂きま

した。本格的な雪国の暮らしは初めてで暖房費も今まで

より大幅に増える事になるかと思いますので、皆様から

のご好意は本当に助かります。大切に使わせて頂きます。

ありがとうございました。（温風ヒーター） 

 

 

 

 ８０才になった母が初めての秋田の冬の寒さが心配で

した。 

 おかげさまで毎夜好みの暖かさに包まれて眠っていま

す。本当にありがとうございました。（電気敷き毛布） 

 

 

 

 暖房器具としてこたつ一式を購入しました。おかげ様

で寒い冬を乗り切れそうです。ありがとうございました。

（こたつ） 

 

 

 

 皆さんの温かい募金のおかげで少しでも寒い冬を過し

やすくなった事をありがたく思っています。大切に使わ

せていただきます。ありがとうございました。（こたつ） 

 

 

 

 はじめまして、福島県南相馬市から避難してきた渡部
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と申します。この度は、私達にこの様なご支援をいただ

き、心から感謝しております。どうもありがとうござい

ました。私達は地震と放射能から、まだ帰れないでいま

す。南相馬市は太平洋側ですので冬も暖かく、雪は降ら

ないし、雪はスキー場で見る位でした。大館の冬は初め

てで、とても底冷えのする思いで、３月の来た時から、

子供達は風邪ばかりひいて、救急車で運ばれた子もいま

した。多分、生まれから体質が違うのでしょうね。今回

は思い切って、部屋を暖めるものを買わせていただきま

した！！大変暖かく、冬を乗り切れそうです。どうもあ

りがとうございました！！このご支援を忘れずに子供達

にも伝え、心優しい子供達に成長していって欲しいと思

います。（セラミックファンヒーター（２台）、ホットカ
ーペット） 

 

 

 

 ファンヒーターを購入させていただきました。本当に

ありがとうございました。 

 秋田の冬は本当に寒いですが、皆さんの募金で心もあ

ったかくなりました。（ファンヒーター） 

 

 

 

 横手市は雪が多いので石油ストーブは助かります。あ

りがとうございました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 秋田県民の皆様、大変ありがとうございました。 

 ポストに社会福祉法人秋田県共同募金会様からの封筒

が届いた時には「何かな？！」という感じでした。文面

を読み、内容を確認して涙が出ました。本当に温かいお

心遣いありがとうございます。 

 秋田の冬は寒いです。すいません…こんなに雪が降り

続いている事にビックリしています。（今だけでしょう

か？！） 

 東日本大震災のライフラインが止まった事を教訓に石

油ストーブを購入致しました。本当にありがとうござい

ました。（反射式石油ストーブ） 

 

 

 

 この度は暖房器具の助成をいただき、本当にありがと

うございます。 

 秋田に来て、たくさんの支援をしていただいて、とて

も助かっています 

本当に感謝しています。 

 秋田の冬はとても寒いので、子供たちも欲しがってい

たこたつを買わせていただきました。大切に使います。

ありがとうございました。（こたつ） 

 

 

 

～✿お礼の手紙✿～ 

 こんにちは、３５歳になる主婦です。私は福島の小名

浜から６月に秋田へ来ました。３月１１日の大地震の日

の事は今でも忘れません。母（７０歳）と姉の子供（姉

夫婦も小名浜）２人と自分の子供（９才）を連れて、み

んなで避難して来ました。小名浜は自主避難という扱い

で金銭などは全部自費です。 

 正直ムダ使いできる余裕などどこにもありません。ホ

テルからの避難時期を終え、借上住宅でしたが住んだ時

にはお財布はほとんど空で、でも汚染されていない食糧

や空気に感謝しながらいます。だから今回の助成は大変

大変ありがたいものでした。恥ずかしい話、ヒーターの

一台も買えなくて、窓にダンボールや節約術を見習い、

実行していたんです。 

 一日も早く日本が東北がまた美しい空気に景色に戻れ

るよう、私もまたボランティアをして力になりたいです。
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お正月を迎えられます事を感謝します。ありがとうござ

いました。（小型こたつ） 

 

 

 

 停電時でも使用可能な反射式石油ストーブを購入予定

でしたが、現在入居している共同住宅は石油ストーブの

使用は禁止との事でエアコン購入の一部に充当させてい

ただきました。ありがとうございました。（ルームエアコ
ン） 

 

 

 

 大変助かりました。暖かく過ごすことができます。あ

りがとうございました。とても感謝しております。（電気
ストーブ、電気カーペット） 

 

 

 

 この度は温かいお心遣いありがとうございます。震災

直後より秋田に避難させて頂いてますが、秋田の皆様に

はどなたからも優しくして頂き、心より感謝しておりま

す。頂いたストーブで心身共に豊かな冬を過ごせそうで

す。（電気ストーブ） 

 

 

 

 御厚意ありがとうございました。お陰様で暖かく過し

ております。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 右も左もわからない土地で困っているところに寄付し

ていただき、ありがとうございます。 

 地元より寒い土地なので暖房費として大事に使ってい

き、この日本海の寒さに負けないようがんばっていきま

す！本当にありがとうございました。 

 暖房器具購入費、本当にありがとうございました。今

住んでいる住宅はすべてフローリングで普通の暖房では

暖まりにくく困っていました。今回の購入費でこたつを

買わせていただき、大変たすかりました。本当にありが

とうございました。（こたつ一式） 

 

 

 

 福島から避難してきましたので、秋田の冬がすごく寒

いです。反射式石油ストーブがきたことにより、部屋も

暖かく、湯たんぽのお湯もわかせたり、煮物など料理に

も活躍しています。ありがとうございました。（反射式石
油ストーブ） 

 

 

 

 １２月１８日に受け取り、その日から使っています。

どうもありがとうございます。（電気毛布） 

 

 

 

 おかげ様で初めての秋田の冬を暖かく過しております。

少しでも光熱費をおさえるために窓に断熱シートを貼っ

たり、結露防止に役立てたりできるのは、皆様のおかげ

です。本当に有難うございました。（こたつ、こたつ布団、
カバー、断熱シート、断熱カーテン） 

 

 

 

 私と家族が暮らしていた福島市は原発事故直後に比し

て、環境放射能値は低下しているものの、現在でもかな

り高い数値を示しており、乳幼児は外遊びができないと

いう状況です。このような状況がしばらく続くことが予
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想されたため、生まれ故郷の秋田県が自主避難民の支援

を行っていることを知り、避難することを決めました。 

 私は仕事を続けているため、妊婦の妻と２人の子供だ

けを避難させました。二重生活ということもあり、いろ

いろな生活準備品が必要となりました。そのような中、

貴会と秋田県民の皆様のご支援、ご協力により、寄付金

をいただくことができ、ファンヒーター（一万円相当）

を購入することができました。生まれ故郷の秋田県が厳

しい寒さであることを知っていただけに、本当に嬉しい

お話しを頂きました。秋田県民の皆様には感謝してもし

きれません。本当にありがとうございました。 

 これからも大事に使わせて頂きます。そして秋田県民

の皆様に恩返しできるように頑張ります。（ファンヒータ
ー） 

 

 

 

 秋田に避難して、安心できる生活を送っています。 

 冬、石油ストーブで過ごそうと思っていましたが、子

供達とこたつが恋しいねと話していました。ホームセン

ターに何度も足を運び、こたつが欲しいなーと思ってい

ました。金銭的な問題もあり、購入までは至りませんで

した。 

 そんな時に暖房器具の助成をしていただけると知り、

とても嬉しかったです。子供達もとても喜びました。こ

たつの中にもぐり、気持ちいいねー！！と言っています。 

 秋田の方々には、とても親切にしていただいて、知り

あいも親戚も居ない土地に避難してきましたが毎日充実

しています。本当にありがとうございました。（こたつ、
こたつ布団） 

 

 

 

 福島県より避難しており、二重生活をしており、今回

の暖房器具助成は本当に助かりました。ありがとうござ

いました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 私は電気カーペットを購入致しました。 この度は誠

にありがとうございました。 

 秋田での冬は初めてで、どの程度の寒さなのかよく分

かりませんが、幼き子２人連れて、避難して参りました。

子供達は大人しくこたつに入っているとは難しく、電気

カーペットでしたら少しでも寒さがしのげるかと思いま

した。 

 寄付していただいた皆様方へ心より御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。私も精一杯がんばってい

きたいと思います。（電気カーペット） 

 

 

 

 いただいた購入費でオイルヒーターを買いました。お

かげ様で夜安心してヒーターをつけて休むことができま

す。ありがとうございました。（オイルヒーター） 

 

 

 

 身内よりこたつ本体は頂いたので、こたつ布団セット

を購入しました。今までの暮らしでは、子供が小さいの

もあってこたつは使っていませんでしたが、とても暖か

いです。 

 福島県からの母子避難中の為、助成はとても助かりま

した。ありがとうございました。（こたつ布団セット） 

 

 

 

 １１月に夫を福島県郡山市に残して、秋田市に引っ越

してきました。二重生活をしていく中で寄付をして頂け

ることは大変有難いことです。本当に本当にありがとう
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ございます。大切に使わせて頂きます。（石油ファンヒー
ター） 

 

 

 

 秋田の冬がこんなに寒いとは思ってもいなかったため、

電気こたつ＋布団を頂いてとても助かりました。まだ６

ヵ月の娘もいるため、こたつでヌクヌクしながら寝てい

ます。（笑） 

 いろいろ助けていただいて本当にありがとうございま

す。皆様の温かさにとても感謝いたします。（電気こたつ
（布団付）） 

 

 

 

 雪国秋田の話は聞いておりましたが、年末よりの積雪

には本当に驚いてしまいました。めったにひかない風邪

も珍しくひき、厳しい寒さを実感しました。ストーブだ

けではとても暖まらず、早速こたつを購入させていただ

きました。足下が温まり、こたつを囲んでの日々は会話

もはずんで心休まります。心より感謝し御礼申し上げま

す。（電気こたつ） 

 

 

 

３月１１日の東日本大震災を受けてから、今回の「Ｎ

ＨＫ歳末たすけあい」を含めたいろいろな支援に助けら

れながら生活してきました。改めて人と人とのつながり

や思いやりの大切さを実感させられました。 

 多くの人々の温かいご厚意により、安心して冬を越す

ことができます。本当にありがとうございました。（電気
こたつ） 

 

 

 

 助成ありがとうございました。これで冬も乗り切れそ

うです。（石油ストーブ） 

 

 

 

 この度はありがとうございました。居間の床に、購入

させていただきましたラグを敷き、秋田での寒い冬を不

安なく過ごしております。まだ小さな子どもたちがお風

呂上がりに裸でキャッキャとラグの上に転がっている姿

を見ると感謝の気持ちでいっぱいになります。 

 今後も大切に使わせていただきたいと思います。本当

にありがとうございました。（厚地のラグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度はホットカーペットを贈り戴き、誠に厚く御礼

申上げます。 

 私共は福島県双葉郡広野町から避難し、にかほ市にお

世話になり、初めて迎える冬ですので「ホットカーペッ

ト」は大変助かりました。 

 大事に使わして戴きます。有難う御座いました。（ホッ
トカーペット） 
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 ありがとうございます。私の住むアパートでは灯油式

のストーブが禁止されていて、電気式のストーブでもブ

レーカーが落ちてしまう可能性があるため上記のものを

購入させて頂きました。助かっております。本当にあり

がとうございました。（こたつ布団、膝掛け、湯たんぽ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒い秋田県の冬を皆様の温かい優しさで乗り越えます。

ありがとうございます。（ホットカーペット２つ、電気ス
トーブの一部に使わせていただきました） 

 

 

 

 この度は東日本大震災での貴重な募金の中から、私達

被災者の為に暖房器具購入の助成金を配分していただき、

本当にありがとうございました。 

 助成金のおかげで石油ストーブを購入でき、厳しい冬

の中温かい生活を送る事ができています。（石油暖房スト
ーブ） 

 

 

 

 この度は助成していただき、誠にありがとうございま

した。 

 春にとりあえず小さなこたつを買いましたが、この機

会に大きなものにして家族でゆったりと過ごしています。

やっぱり冬はこたつが一番ですね。（こたつ） 

 秋田に来て、雪の多さに驚いております。福島に比べ

て朝晩の冷え込みがあり、ストーブだけでは冬を越せな

いと思い、皆様からの支援で頂いた１万円でこたつを購

入させて頂きました。本当にありがとうございました。

（こたつ） 

 

 

 

 初めての秋田の冬に備えて、３つの暖房器具を購入し

ました。１０万円近い出費でしたので、助成金をありが

たく活用させていただきます。 

 冬に入って雪の日々となり、車の運転に自信がない為

に家に居る時間が長くなっています。こたつ、ヒーター、

そしてエアコンと温かい室内には本当に感謝！ 

 皆さんの温かい想いで、より心も体もあったまりそう

です。ありがとうございました。（石油ストーブ、石油フ
ァンヒーター、こたつ一式） 

 

 

 

 助かりました。ありがとうございます。 

 同じ東北とはいえ、秋田の冬は厳しいです。おかげさ

まで冷えた体を温める事ができています。ホントありが

たいです。（ファンヒーター） 

 

 

 

 ありがとうございました。暖かい冬が過ごせそうです。

（ストーブ） 

 

 

 

 どうもありがとうございました。大事に使います。（石
油ストーブ） 
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 福島県のあまり雪が降らない浜通りから秋田県に避難

して来ました。 

 避難して本当にたくさんの方々に支えられていること

を実感しています。 

 雪国の生活は何もかもが初めてで不安もありますが元

気で頑張っています。 

 寄付金で石油ファンヒーターを買わせていただきまし

た。とても助かりました。本当にありがとうございまし

た。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秋田県の皆様の温かい心からの暖房器具、本当にあり

がとうございます。 

 主人と二人で暖かく過ごせる事を喜んで居ります。あ

りがとうございました。（電気毛布） 

 

 

 

 温かいお心遣いありがとうございました。 

 私もこれまで「少しでごめんね」なんて言いながら、

毎年わずかでしたが募金をしてきましたが、受け取る人

のことは考えたことはありませんでした。 

 今年、あの３月１１日の震災があってから私の生活は

一変しました。心の中もグチャグチャになって、まだま

だ整理はつかないけれど―――私の心をやわらかくして

くれたのは、秋田の自然とやさしい心遣いをして下さる

人々です。普通の生活の中で、ごく普通の会話やあいさ

つや音や、田んぼや畑の風景を見るのが心地良かった。

毎朝鳥海山を見て、「今日もがんばろう」という気にさせ

てくれます。たくさんの人のお気持ちがあって、私たち

がこうやって物を頂けること、生きていること、たくさ

んの人々に支えられていること、改めて気づき、ありが

たく感じております。（湯たんぽ等） 

 

 

 

 １２月１４日、石油ストーブ頂戴いたしました。 

 ３月末に避難しましてからは秋田県の皆様には大変お

世話になって居ります。寒さに向い、大変助かります。

大切に使わせて頂きます。ありがとうございます。（反射
式石油ストーブ） 

 

 

 

 今年は例年より寒い日が続いていますが、皆様の温か

い心がこもったファンヒーターからは出てくる風もより

暖かく感じます。大切に使わせていただきます。本当に

ありがとうございました。（石油ファンヒーター） 

 

 

 

 共同募金会様、秋田県の皆様、本当にありがとうござ

います。 

 秋田の冬は福島と違って、とても寒く雪が多くて大変

ですが、皆様の温かい気持ちが本当に心に伝わってきま

す。こちらの方々には色々助けていただいてばかりで何

のお返しもできなくて申し訳なく感じます。 

 ３月にこちらに来てから、たくさんの方々に私や子供

達は助けていただきました。“大変だったね…”そんな言葉

をかけていただくと、涙が止まりませんでした。 
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 今、自分達がここにこうして生活できている事はたく

さんの方々の支援のおかげだと感じています。 

 本当にありがとうございます。ただ言葉でしか感謝の

気持ちを表すことができない私達ですが、２０１２年、

日本全国良い年でありますように…と願います。（こたつ、
こたつ布団等） 

 

 

 

 この度は暖房器具を提供いただきありがとうございま

した。おかげ様で暖かく過ごすことができます。（電気こ
たつ） 

 

 

 

 今回、震災後初めて秋田の冬を迎えます。福島よりも

寒く、冬は雪も多く、不安な日々も続いております。 

 多くの皆様から「歳末たすけあい」との事で暖房器具

を購入する助成金を受け、石油ストーブを１台購入しま

した。昔ながらの石油ストーブで、電気代を節約、お湯

もやかんで沸かしたり、加湿をしたりと、役に立ってお

ります。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 早く春が来る事を願って、福島にも帰れる日が来る事

も願って頑張りたいです。（石油ストーブ） 
 

 
 

 寒い秋田の冬ですが、皆さんの温かいご厚意で布団乾

燥機を購入しました。これで夜ぐっすり寝ることができ

ます。本当にありがとうございました。（布団乾燥機） 

 

 

 この度は皆様の温かなご厚意、誠にありがとうござい

ます。 

 寒さの厳しい秋田の冬ですが、皆様のおかげで暖かく

過ごすことが出来ます。本当にありがとうございました。

（こたつ、こたつ布団掛、敷等） 

 

 

 

 貴重な１万円で暖房器具を買わせていただきました。

３月１１日から途方に暮れてましたが、沢山の人に支え

られ、今の自分があるのだと思います。これからは少し

でも恩返しが出来るように頑張ります。本当にありがと

うございます。 

 

 

 

この度は暖房器具の購入を助成して頂きましてありが

とうございました。寒さが厳しくなる前にと思い、早め

に購入しておりましたので、購入費として１万円をいた

だきました。 

 新しく揃えなければならないものがたくさんある中で、

こうして助成して頂けることは、経済的にも助かります

し、何よりも心の支えになります。 

 皆様のご好意に感謝し大切に使わせて頂きたいと思い

ます。本当にありがとうございました。（ストーブ） 

 

 

 

 ありがとうございました。 

 皆さんの協力で私も一歩ずつ前に進む事が出来そうで

す。ありがたく、大切に使用させていただきます。（オイ
ルファンヒーター） 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

※（）は助成された暖房器具又は助成により購入した暖房器具 
 

26 

 秋田の冬は過酷だと聞いていたので、大きなストーブ

の購入資金にあてさせて頂きました。 

 朝の寒さは福島とは比べものにならない程寒いですね。

どんどん寒くなる冬を頑張って乗り切りたいと思います。

本当にありがとうございました。（ファンヒーター） 

 

 

 

 東日本大震災で被災し、秋田県民の心温まる配慮によ

り、秋田市内の一時使用住宅で避難生活を送り、早や８

ヶ月を迎えることが出来ました。 

 寒さ厳しくなる季節を迎えるにつけ、平成２３年度Ｎ

ＨＫ歳末たすけあい運動による、秋田県民の皆様からの

貴重な募金によって、待望の暖房器具（ホットカーペッ

ト）が助成の恩典に授かりました。 

 高齢の私達、この温かい善意の気持ちに心より深く感

謝申し上げて居ります。 

 社会福祉法人秋田県共同募金会の御支援に深く敬意を

表するものです。 

 貴会の今後益々の御活躍を期待申し上げ、お礼の言葉

にさせて頂きます。（ホットカーペット） 

 

 

 

 初めての秋田での冬、毎日のように降る大量の雪に毎

日ただただ驚いています。 

 今回頂いた助成金で、購入しようとしていたものより

も少し良いストーブを購入することが出来ました。おか

げさまですぐに部屋が暖まり、秋田での冬も楽しく過ご

せそうです。 

 皆様からの温かい気持ちを肌で感じ、これからも子供

達と精一杯生活していきたいと思います。ありがとうご

ざいます。（ストーブ） 

 

 

 福島から３／２０～秋田県に避難しています。原発事

故で避難をしています。慣れない土地で大変な思いをし

た事もあります。現在、福島で生活を送っている方達も

大勢います。どちらにとっても、以前の生活とは違い、

ストレスも多いと思います。 

 秋田はとても寒く、暖房器具の助成は有がたいと思い

ます。ありがとうございました。寒くて心が折れそうに

なる事も多々あります。原発で避難をしたけれど、いつ

までも事故のせいにしてては前進できません。初めは旅

行気分でいましたが、今では少しずつ以前の生活が送れ

るよう、日々生活しています。避難している人達、同じ

気持ちだと思います。無理のない範囲で頑張りたいと思

います。（こたつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度は貴重な浄財をご支援頂き、誠に有難うござい

ます。おかげさまで台所で使用する石油ストーブを購入

することができました。 

 生まれ育った故郷、福島県大熊町へ一日でも早く戻っ

て生活できることを信じて、今後も秋田県民の皆様方と

の絆を大切にして、元気に頑張ってまいります。（石油ス
トーブ） 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

※（）は助成された暖房器具又は助成により購入した暖房器具 
 

27 

この度は温かいご支援、本当にありがとうございまし

た。 

 先の見えない避難生活ですが、皆様に助けられ生活が

成り立っております。本当に感謝の気持ちで一杯です。

大切に使わせていただきます。 

 返信遅くなって申し訳ありません。期限を過ぎてしま

いましたが、感謝の気持ちをお伝えしたく、返信させて

いただきました。ありがとうございました。（石油ファン
ヒーター） 

 

 

 

 今回の震災で石油ストーブが必要だと感じました。皆

様から頂きました助成金で石油ストーブを購入し、大切

に使わせて頂いております。有り難うございました。（石
油ストーブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 此の度は秋田県行政機関（市）社会福祉関係の皆々様

のご支援を賜り、誠に有難く感謝を申し上げます。 

 度重なるご支援、今回は県民の皆々様のＮＨＫ歳末た

すけあいの募金の温かい財をご助成下されまして、早速

上記の品を求めさせていただきました。 

 この冬期は心身共に暖かく過すことが出来る事と思っ

て居ります。本当にありがたく感謝申し上げますととも

に重ねて厚く御礼を申し上げます。（温風ヒーターストー
ブ） 

 

 

 

 宮城県石巻で被災しました。 

 この度は皆様の善意によりこたつを頂戴し、有り難う

ございました。 

 知らない土地へ来て、最初は不安や戸惑いもありまし

たが、温かい言葉をかけていただき感謝しております。

（電気こたつ（布団付）） 

 

 

 

 ストーブの熱の暖かさの他に、支えてくださる皆様の

あったかい気持ちが伝わってきて、とても有難く思って

おります。 

 ３月１１日は多数の人々が、それぞれに大変な経験、

つらい思いをした日だと思いますが、その日は白い雪が

降っていました。震災後、秋田に転居し、この冬の初雪

を見た時は記憶がフラッシュバックして胸が痛くなった

りもしましたが、たくさんの人に支えていただき、なん

とかしのいでおります。 

 いろいろご配慮いただき、本当にどうもありがとうご

ざいました。（ストーブ） 

 

 

 

 この度はＮＨＫ歳末たすけあい運動による秋田県民の

皆さんからのお見舞い、ありがとうございます。石油ス

トーブを購入し、毎日暖かく過ごしています。 

 昨年４月上旬、秋田県へ避難し、早や１０ヶ月がたち

ました。それ以来、たくさんの人達の心遣いと支援、本

当にありがとうございます。たくさんの友人も出来、さ

みしいと思う気持ちも徐々に薄れ、今は夫と二人、静か
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に暮しています。（カメラがないので写真送れません。）

ありがとうございました。絆 （反射式石油ストーブ） 

 小さい子供に合わせて、オイルヒーターを購入しまし

た。ありがとうございました。（オイルヒーター） 

 

 

 

 寒い冬も暖かく過ごせます。ありがとうございます。

（ファンヒーター） 

 

 

 

 この度は暖房器具の助成、本当にありがとうございま

した。避難等で金銭的には大変だったので本当に助かり

ました。 

 「ＮＨＫ歳末たすけあい」にご協力くださりました皆

様、本当にありがとうございました。（セラミックファン
ヒーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度は平成２３年度「ＮＨＫ歳末たすけあい」によ

り、暖房器具（ホットカーペット）をいただき、ありが

とうございます。秋田県内の多くの方々の温かな気持ち

により、私たち家族４人も体と心を温かくして、この冬

を過ごすことができそうです。本当にありがとうござい

ます。 

 また私たちも別の機会に募金等への協力ができればと

考えております。 

 この活動がこれからも続き、多くの方々への助けとな

ることを願っております。（ホットカーペット） 

 

 

 

返事が遅くなりましてすみません。 

 おかげさまで、あたたかく過ごさせていただいており

ます。大変ありがとうございます。（石油ストーブ） 

 

 

 

 震災により沢山の物が壊れ、一つ一つ買い直したり、

住んでる環境が変わったことにより必要な物を買わなけ

ればいけない中で、このような助成を受けれた事に大変

感謝しています。本当にありがとうございました。大切

に使わせていただきます。（石油ファンヒーター） 

 この度は歳末たすけあいによる善意のご寄付をいただ

き、誠にありがとうございました。 

 由利本荘も１７日（土）はたくさんの雪が降り、スト

ーブも購入しておらず、急いでホームセンターへ行き、

石油ストーブを購入致しました。 

 こちらで職に就いたものの経済的な余裕もなく、寒さ

をしのげる石油ファンヒーターを購入し、暖まることが

できました。本当にありがとうございました。（石油ファ
ンヒーター） 

 

 

 

 福島県の郡山市から由利本荘市に来ました。避難区域

ではありませんが、放射線量が高く、子供の健康への影

響を考え、自主避難しました。土地に愛着などないと思

っていましたが、いざ離れてみると、なんていい所だっ
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たのだろうと郷愁にかられ涙しました。同じ東北と言っ

ても日本海側である秋田の雪の量はどうなのだろうか、

やっていけるのだろうかと不安な日々でした。そんな中、

ＮＨＫ歳末たすけあいや由利本荘市の支援チームの方々

など、人とのつながり、優しさを感じることができまし

た。避難している私達を気にしてくださる方々がいると

いうだけで、心が温かくなりました。 

 いただいた助成金でヒーターを買いたいと思います。

ありがとうございます。（ヒーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福島の冬とはまったく違った寒さ。寒さと辛さ、苦し

みがこの温風ヒーター１台で寒さと心の辛さが少し和ら

いだような気がします。助かりました。有りがとうござ

います。（温風ヒーター） 
 

 

 

 今回は暖房器具などの助成にご寄付頂きましてありが

とうございました。 

 福島県中通りから秋田県へ母子避難をしています。 

 秋田県の雪の多さは物件を見るときに聞いてはいまし

たが、私たちが住む地域とは比べ物にならない量でびっ

くりしました。 

 今回の助成金を使わせていただき、今回ホットカーペ

ットを購入させていただきました。まだ５ヶ月の子供が

いるので寝返りをあたたかいホットカーペットの上でさ

せてあげたいと思い、購入させていただきました。身体

はくねくねさせるもののまだ寝返りは先のようです。ホ

ットカーペット大事に使わせていただきます。 

 心温まるご寄付を頂きましたことを心より感謝いたし

ます。（ホットカーペット） 

 

 

 

 助成していただいた１万と手持ちのものを合わせて、

使い勝手の良い、災害時にもすぐに持ち運びできる物を

購入する事ができました。心から感謝致します。ありが

とうございました。（円筒型石油ストーブ） 
 

 

 

 秋田県の方からの募金のおかげで暖房器具を購入する

事ができました。皆様の温かい気持ちをとても嬉しく思

っています。本当にありがとうございました。（ブルーヒ
ーター） 

 

 

 

この度は暖房器具等助成の決定をいただき、心からお

礼申し上げます。 

 避難元より暖房器具を持ち込み、こちらで購入までは

至りませんでしたが、窓・こたつ下の断熱材、灯油代に

使わせていただきたいと思います。 

 秋田の寒さが想像できない中、秋田県民の皆様、関係

機関の皆様の温かい心遣いに感謝致します。ありがとう

ございます。（窓・こたつ下の断熱材、灯油） 
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 この度は皆様のご支援、誠にありがたく、心よりお礼

申し上げます。 

 秋田の冬はとても厳しく、雪の多さにとても驚きまし

た。 

 でも今回、暖房器具を寄付していただき、家族皆で温

まることができ、本当に助かりました。 

 今回の震災で心から、人々のつながりや人々の優しさ

を感じることができました。秋田の方々には本当に助け

られました。私たちもこれから恩返しをしていきたいと

思います。本当にありがとうございました。（こたつ） 

 

 

 

 暖房器具等の助成を頂き、ありがとうございました。 

 寒い秋田県で避難生活を送るにあたり、ファンヒータ

ーを購入することができました。皆様のご支援、感謝致

します。ありがとうございました。（ファンヒーター） 


