地 域 を つ くる 住 民 を 応 援 す る 共 同 募 金 へ 。
公募による「福祉のまちづくり支援事業」

地域をつくる住民を応援する共同募金へ。

■ボランティア・ＮＰＯ活動に

「福祉のまちづくり」を進めているボラン
ティア団体・ＮＰＯ法人などを支援します。

■町内会の福祉活動に

町内会組織において、児童・高齢者・障が
い者などの福祉向上を目的に独自に行ってい
るユニークな
「草の根」
活動を支援します。

県共同募金運動のイメージキャラクター

お問い合わせ先

■１万円から30万円まで助成します

詳しくは、最寄りの
市町村社会福祉協議会に
お問い合わせ下さい

助成の額は1万円から30万円まで、助成総
額は600万円となっております。活動に必要な
機材・備品などの購入資金が対象となります。

赤
各市町村分会では
配分の事例内容を公表しています
共同募金の使途内容については、
岩手県
共同募金会または中央共同募金会のホー
ムページで公表しています。各市町村ごと
に配分事例を検索することができます。

マンドリンシンガー 清心さん
今年度、岩手の「共同募金運動」のイメージ
キャラクターを務めることになりました。ライ
ブ、イベントなどを通して皆さんに呼びかけて
いきたいと思います。一緒に赤い羽根に想い
を乗せて、
自分たちの街、
地域の福祉を支えて
いきましょう。
どうぞ、
よろしくお願いします。
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根
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・法人の寄附 株式会社などの法人の場
合は、寄附される金額は「全額損金」の扱
いとなります。

ボランティアの
支援の輪が広がっています

寄附された車両が
募金運動に活かされています
「共同募金運動に役立てられますよう
に」と小山田企業グループの小山田義身
会長から、活動車両一式をご寄附いただ
きました。ありがとうございました。

共同募金の寄附は
税制上の優遇措置が設けられています
共同募金会への寄附は、極めて公共性
の高い福祉の増進に役立てられることか
ら、税制上の優遇が設けられています。
・個人の寄附 寄附の金額が５千円を
越える場合は、所得 税の寄附 金控除 及
び住民税の寄附金額控除の対象となり
ます。

あなたの胸の赤い羽根が
このまちの福祉活動を支えます

募集中

地域の福祉力を高める
住民活動をバックアップします

赤 い 羽 根 NEWS
岩手県共同募金会

イベント募金や街頭募金などを通した
募金の輪が広がっています。地域の学生
などボランティアの皆さんが地域福祉の
大きな支えとなっています。

岩手県共同募 金 会 市 町 村 分 会 連 絡 先 一 覧
市町村分会名
岩手県共同募金会
盛岡市分会
宮古市分会
大船渡市分会
花巻市分会
北上市分会
久慈市分会
遠野市分会
一関市分会
陸前高田市分会
釜石市分会
二戸市分会

連絡先
☎019-637-8889
☎019-651-1000
☎0193-64-5050
☎0192-27-0001
☎0198-24-7222
☎0197-64-1212
☎0194-53-3380
☎0198-62-8459
☎0191-23-6020
☎0192-54-5151
☎0193-24-2511
☎0195-25-4959

市町村分会名
八幡平市分会
奥州市分会
雫石町分会
葛巻町分会
岩手町分会
滝沢村分会
紫波町分会
矢巾町分会
西和賀町分会
金ケ崎町分会
平泉町分会
藤沢町分会

連絡先
☎0195-74-4400
☎0197-25-6158
☎019-692-2230
☎0195-66-2111
☎0195-62-3570
☎019-684-1110
☎019-672-3258
☎019-611-2840
☎0197-85-3225
☎0197-44-6060
☎0191-46-5077
☎0191-63-2111

お問い合わせは

社会福祉法人

市町村分会名
住田町分会
大槌町分会
山田町分会
岩泉町分会
田野畑村分会
普代村分会
川井村分会
軽米町分会
野田村分会
九戸村分会
洋野町分会
一戸町分会

連絡先
☎0192-46-2300
☎0193-41-1511
☎0193-82-3841
☎0194-22-3400
☎0194-33-3025
☎0194-35-2100
☎0193-76-2310
☎0195-46-2881
☎0194-78-2963
☎0195-41-1200
☎0194-65-5360
☎0195-33-3385

（各市町村社会福祉協議会内）

地域の福祉、
みんなで参加

岩手県共同募金会

〒０２０-０８３１ 盛岡市三本柳８-１-３
（ふれあいランド岩手内）
☎０１９-６３７-８８８９ ＦＡＸ０１９-６３７-９７１２
または上記の岩手県共同募金会市町村分会
（各市町村社会福祉協議会内）

10月1日▶12月31日

岩手県共同募金会ホームページ

www.akaihane-iwate.or.jp/

あなたの募金は
あなたのまちの福祉に
役立ちます
赤い羽根共同募金運動（10月１日〜12月31日までの
３カ月間）
は、県民の皆さまのご理解とご協力、
そして
多くの募金ボランティアの支援で、民間の社会福祉
事業や地域福祉向上に大きな役割を果たしていま
す。今年も
「地域をつくる住民を応援する共同募金」
として、地域の皆さまと一緒に運動を進め、
あなたの
募金をあなたのまちの福祉に役立てます。

今年度の目標と使いみち
社会福祉協議会の
地域福祉活動費として

ボランティア団体
町内会などの福祉の
まちづくり支援資金として

1億6,207万円

600万円

民間社会福祉施設などの
施設整備費などとして

1,420万円

共同募金目標額

赤い羽根一般募金

歳末たすけあい募金

共同募金運動
推進経費として

6,388万円

共同募金受配施設・団体

みんなの笑顔がふえています
コーヒー豆焙煎機で仕事が広がる

私たちの障がい者通所授産施設は
開所６年目。
各自が得意な能力を生か
して働き、収 入を得 る喜 びを 分かち
合っています。購入したコーヒー焙煎
機で、創意工夫をこらした仕事に取り
組んでいます。
就労移行支援・就労継続支援B型事務所

かまいしワーク・ステーション

福祉車両でリフレッシュ

4億145万円

2億3,829万円
1億6,316万円
ひとり暮らしの
高齢者などへの支援として

1億4,430万円

火災などで被災した
世帯への見舞金や災害時の
活動支援費として

1,100万円

今年の赤い羽根共同募金のポスターやパンフレットな
どに使われるキーワードは「意志あるお金。」です。
地域のありようが大きく変化する中、
「じぶんのま
ちを良くする」ための募金活動を目指しています。そ
れぞれのコメントは、住民としてこんな助成がもっと
増えて欲しいという願いが込められています。

小 回りの きく福 祉 車 両 は 細 か い
ニーズに対応できます。今日は近所の
公園にお散歩。心も体もリフレッシュ
です。地域のボランティアとも密着し、
たすけあいの心を持ってみんなで暮
らしています。
介護老人福祉施設

さくらぎの里（盛岡市）

地球環境を守る空き缶プレス機

住民から搬入される空き缶（アルミ
缶）
を週３〜４回、
年間８㌧をつぶして
います。新しい 機 械は使い 勝 手がよ
く、作業がはかどります。地球環境を
守るリサイクル事 業が一層重要にな
ると思います。

共同募金へのおもい

「じぶんのまちを良くする」
ために

子育てに夢の持てる環境づくりに

仕事と子育てを両立するお母さ
んが増えています。地域で育児不
安を抱えるお母さんや子どもたち
をサポートし、だれもが子どもの
育ちと関わりを持てるよう、支援
の輪を広げて欲しいと思います。
久能七重さん

（西光寺保育園保育士・一関市）

「地域で普通に暮らす」
ために

障がいを持つことの不自由さや
障 が い へ の 偏 見 など多くの 課 題
がありますが、だれもが「地域で普
通に暮らす」を目標に頑 張ってい
ます。地域住民と障がい者をつな
ぐ募金としていかされるよう望ん
でいます。

野崎芳宏さん
（多機能型事業所はあとすぽっと・二戸市）

ご近所でおきた火災や風水害などの
災害見舞金にも役立てています
●火災の場合

（半焼以上）

●風水害の場合

（半壊以上、床上浸水）

●災害時に即応する
活動資金として
風 水害や 地 震 の場合、災害
ボランティアが 救 援 活動に参
加し、被 災地 の 復 興に大きな
力を発揮しています。こうした
災 害 ボ ラン ティア 活 動 や 、支
援・救 援 活 動を円 滑にする活
動拠点（災害ボランティアセン
ターなど）の 経 費にも 役 立て
られます。

誰もが、住みなれた
まちで安心して暮らす
ことができるように

川井村社会福祉協議会

あおば工房

ＡＥＤで「安心・安全なまち」に
平成19年度共同募金運動結果報告

4億970万8,823円
2億3,992万4千672円
歳末たすけあい募金 1億6,978万4千151円
赤い羽根一般募金

「安心・安全なまちづくり」支援の一
環となる、県共同募金 会の「ＡＥＤ設
置支援事業」を受けて、各地で心肺蘇
生のための講習会を開催しています。
金ヶ崎町社会福祉協議会

災害時には義援金募集と災害ボラ
ンティア活動支援で共同募金の役
割を発揮しています。写真は「岩手・
宮城内陸地震」被災地での、高齢者
の方々の「ふれあいいきいきサロン」
活動
（奥州市社会福祉協議会）

社会福祉法人
岩手県共同募金会
会長

菅 三郎

赤い羽根共同募金運動は
皆様の温かい善意によって、
62回目を迎えました。
安心・安全と支え合いの
地域づくりのため、
よろしくお願い申し上げます。

