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臨時号

社協（しゃきょう）は、社会福祉協議会の略称です。

この「社協だより臨時号」は、みなさまからの赤い羽根共同募金により、発行しています。

令和３年度赤い羽根共同募金　歳末たすけあい募金報告令和３年度赤い羽根共同募金　歳末たすけあい募金報告



社協だより　臨時号2

赤い羽根共同募金　総額4,233,240円 歳末たすけあい募金　総額3,489,136円

●本年度ご協力いただいた状況を以下の通り、ご報告いたします。（順不同敬称略）
●各ご家庭からのご協力は、地区単位で掲載しております。
募金の取りまとめの際には、区・常会・班・自治会のご協力をいただき
ありがとうございました。

令和３年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金　報告令和３年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金　報告

赤 い 羽 根 共 同 募 金赤 い 羽 根 共 同 募 金

法人募金（43社）　　計401,000円

●霞ヶ浦南小学校

●霞ヶ浦北小学校

●志筑小学校

●新治小学校

●七会小学校

学校募金　　計203,782円

敬称略）

●上佐谷小学校

●下稲吉小学校

●下稲吉東小学校

●霞ヶ浦中学校

●千代田中学校

●下稲吉中学校

●第一保育所

●わかぐり保育所

●やまゆり保育所

●のぞみ保育園

●霞ヶ浦保育園

●美並未来みなみこども園

●プルミっこ保育園

●千代田保育園

●つくば国際大学東風高等学校

２０，０００円

㈱久松哲男商店

㈱筑波銀行千代田支店

１５，０００円

日産部品茨城販売㈱

１０，０００円

㈱萩原自動車

㈲山口屋旅館

㈲小勝電機商会

ひたち野総合税理士法人

大橋稔税理士事務所

三輪眼科

安達電気工事㈱

㈱紫雲堂

㈱外塚農園

㈲山本植物園

北斗設備工業㈱

文平産業㈱土浦営業所

㈱中島商事

㈲三和自動車

㈲千代田衛生

神鋼ノース㈱霞ヶ浦工場

㈱桜井石油

㈱大黒ヂーゼル工業所霞ヶ浦工場

㈱やまたけ土浦営業所

富士精罐㈱

生熊運送㈱

㈲ワークサポート

ＪＡ水郷つくば

㈱ポテトかいつか

㈱大橋

髙野工業㈱

㈱オンダ

マルカ㈱出島事業所

㈱土屋工務店

東京油脂工業㈱茨城工場

５，０００円

㈲松井建築設計事務所

㈱イシザキ

㈱タナカ霞ヶ浦工場

トモエ運輸㈲

㈱ともえ

東邦金属工業㈱つくば工場

直井建材運輸㈲

水戸信用金庫出島支店

匿名 １社

１，０００円

田中鉄鋼販売㈱
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募金箱（17ヶ所）　　計22,867円

個人募金

共同募金 歳末募金
地区名 協力世帯数（戸） 金　額　（円） 協力世帯数（戸） 金　額　（円）
下 大 津 522 264,000 522 261,000
美　　並 668 320,000 602 306,000
牛　　渡 430 196,500 388 193,800
佐　　賀 404 202,500 313 157,000
安　　飾 374 170,000 329 164,500
志 士 庫 742 323,000 636 318,000
志　　筑 450 225,000 452 226,000
新　　治 580 281,600 558 279,000
七　　会 420 210,000 420 210,000
上 佐 谷 122 63,500 122 63,500
下 稲 吉 1,644 796,000 1,579 791,500
下稲吉東 1,328 500,000 994 499,500
合　計 7,684 3,552,100 6,915 3,469,800

戸別募金　地区別集計戸別募金　地区別集計

歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金

●匿名 10,000 円 ●若狭文雄 9,336 円

職域募金

個人募金

街頭募金

●かすみがうら市ウエルネスプラザ内 380 円

●大橋信子 5,000 円

●匿名 1,000 円

●匿名 614 円

その他の募金

●自動販売機 297 円

●市役所千代田庁舎

●市役所霞ヶ浦庁舎

●中央出張所

●あじさい館（図書館含む）

●千代田公民館

●やまゆり館

●かすみがうら市役所 18,200 円

●大塚ふれあいセンター

●歴史博物館

●水族館

●ディスカウントスーパー
ヒーロー千代田店

●ピソ天神

●かすみがうらウエルネスプラザ

●ウエルシアかすみがうら大和田店

● JA水郷つくば農産物直売所
サンフレッシュ霞ヶ浦店

● JA水郷つくば農産物直売所
サンフレッシュ花野果

●ツルハドラッグ千代田店

●セイミヤかすみがうら店

●かすみがうら市社会福祉協議会 28,000 円
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皆さまからの歳末たすけあい募金は、このように使わせていただきました。皆さまからの歳末たすけあい募金は、このように使わせていただきました。

●導入コスト不要！　管理もお任せ！

・自動販売機の新規設置も既存自動販売機からの切換も無料です。
設置に際して必要な電気工事も、すべて販売業者が行います。

・自動販売機の管理や商品補充、故障時の対応はもちろん、空き容
器の回収・釣銭管理などは、すべて販売協力業者が行います。

・設置者は、月々の電気代（2,000円～3,000円程度）と設置場所の
提供だけです。また、自動販売機の機種や取扱商品を選べます。

【お問い合せ先】　
社会福祉法人茨城県共同募金会 
〒 310-0851 水戸市千波町1918　茨城県総合福祉会館内
（TEL）029-241-1037　（FAX）029-244-1993

茨城県共同募金会では、募金運動推進のため、「赤い羽根自動販売機」の設置をお願いしています。
飲み物を購入すると、その売り上げの一部が赤い羽根共同募金に寄付される自動販売機です。
設置者の皆様の社会貢献活動の一環として、是非ご検討ください。

自動販売機で気軽にで自動販売機で気軽にできる“きる“社会貢献活動”始めませんか？社会貢献活動”始めませんか？

●在宅障がい児・者福祉活動
かすみがうら市手をつなぐ育成会会員または市内在住
の特別支援学校児童・生徒の方々へクリスマスプレゼ
ントを配布（申込制）しました。
40名の方々が申込みされ、サンタさんからクリスマス
プレゼントを受け取りました。

●歳末たすけあい援護金配分事業
申請のあった方のうち、審査基準を満たした方（世帯）
へ民生委員児童委員さんを通して、援護金の配分をし
ました。（１世帯当たり 15,000 円　91件）

●生活困窮者世帯への支援　
生活困窮者自立相談支援事業へ相談があった中で、緊急支援が必要な世帯へ援護金を配分し
ました。（20世帯）

対
象
区
分
内
訳

①満 65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯 68件

②寝たきり、認知症（若年性認知症含む）のいる世帯 1件

③障がい者のいる世帯 9件

④難病患者のいる世帯 4件

⑤準要保護の認定を受けている世帯 3件

⑥中学 3年生までのお子さんを養育している母子父子及び両親なし世帯 6件


