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平成３０年度「赤い羽根」共同募金運動が始まりました！
平成３０年１０月１日から１２月３１日まで、全国一斉に「赤い羽根」共同募金運動が行わ
れます。今年度も１０月１日の街頭募金をはじめ、様々な募金活動を行う予定です。
皆様から寄せられた募金は、青森県共同募金会にて取りまとめた後、全市町村に配分され、
東北町の民間福祉活動に役立てられています。
赤い羽根共同募金に対する皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

平成２９年度募金額・配分額・配分事業について
平成２９年度、東北町では総額３，２０３，７３１円の善意が寄せられました。心より感謝
申し上げます。
皆様のご協力により集まった募金は、東北町の様々な福祉事業に活用されます。
平成２９年度の募金額、配分額と主な共同募金配分事業の内容は、以下のとおりです。

◎平成２９年度共同募金
募金総額

募金総額

３，２０３，７３１円 （青森県共同募金会へ）

2,278,253 円
（内訳）・戸別募金
733,000 円
・大口募金
91,158 円
・その他（募金箱他）

・街頭募金
・学校募金

54,680 円
46,640 円

◎平成２９年度共同募金配分額
配分金額

２，１４０，０００円

（青森県共同募金会から東北町社会福祉協議会へ配分）

＜主な配分事業の紹介＞
◆ボランティア活動推進校事業（配分額：７００，０００円、町内各小中学校へ）
町内の全小学校・中学校の児童・生徒を対象に、地域での様々な体験活動を通して
家庭や地域への福祉啓発を図ることを目的とし、１校につき１００，０００円の助成
を行っています。
◆「愛のふれあい弁当」配付事業（配分額：３８０，０００円）
７５歳以上の一人暮らしの方で、お弁当が必要と思われる方々を対象に、年２回、
日本赤十字奉仕団の方々による手作りお弁当を無料で配付する事業です。
◆団体助成金交付事業（配分額：２３０，０００円）
各福祉団体の事業推進のため、助成金を交付しています。
＊東北町老人クラブ連合会 ＊東北町身体障害者福祉会 ＊東北町母子寡婦福祉会
＊東北町日本赤十字奉仕団 ＊つつじの会
◆福祉育成・援助活動等（配分額：８３０，０００円）
福祉学習の一環として、町内の小中学校にて福祉体験用具を使用した高齢者擬似体
験を実施。また育成・援助活動として隔年で東北町社会福祉大会を開催する他、必要
な機器の整備等も進めています。（平成３１年２月２７日 開催予定）
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大口募金（事業所）・戸別募金大口分（1,000円以上）のご紹介
平成２９年度赤い羽根共同募金運動では、個人・事業所からたくさんの募金をいただきま
した。ご協力、誠にありがとうございました。
●大口募金（平成２９年１２月実施、順不同

※掲載をご遠慮されたものは除く）

10,000円 旭日クリニック様 ㈲八森商店様 道の駅おがわら湖様 佐々木建設㈲様
中部上北清掃㈱様 岡山石油㈲様 小川原湖クリニック様 穂寿美様
すみれクリニック様 蛯名則孝事務所様 高橋薬局様 沼山歯科医院様 東北建設㈱様
蛯名石油㈲様 立崎整骨院様 ㈱中村建設工業様 高徳寺様 特別養護老人ホーム森の郷様
㈲東北衛生社様 東北町森林組合様 JAゆうき青森様 吉田内科医院様
青森原燃テクノロジーセンター様 報效寺様 丸憲運輸様 東北ミクロン様 ちびき病院様
5,000円
JA十和田おいらせ様 アベシステム㈱様 上野保育園様 上北建設運輸㈱様
水明温泉旅館様 明光電気㈲様 わかさぎ保育園様 和田工務店㈱様 上北観光バス㈱様
青森銀行上北町支店様 うめや商事㈲様 上北燃料㈱様 第二保育園様 和森会様
青森県信用組合上北町支店様 蛯重魚店様 かみきたデンタルクリニック様
上北ホームガス㈱様 山美建設様 かみきた薬局様 ハッピー保育園様 町重様
ファッションプラザとが様 ㈱岡山起業様 笹倉建設㈱様 ㈲前田商事様 彦建設㈱様
東和建設㈱様 桜井組㈱様 李沢石油ガス様 乙供さくら薬局様 岡山燃料㈲様
佐藤新聞店様 杉山造花店様 ㈱ユニセラ様 丸吾商工様 ㈲大吉運輸様
㈲沼田燃料様 ㈲CVS沼田様 東北みやげ煎餅㈱様 北栄トラクター組合様
丸善自動車様 ちびき薬剤センター様 上北自動車学校様 メガネのヨネカツ様
3,000円
上北産業㈱様 グループホームひまわり苑上北様 三八五タクシー㈱様 松園㈲様
おがた様 佐藤珠算塾様 町屋建設㈲様 和幸様 ㈱蛯名様 苫米地輪業商会様
大杉建築様 ㈱佐伯工務店様 山端組㈲様 東北自動車様 乙供運送様 山田電器様
川俊商店㈲様 長崎石油様 山中接骨院様 乙供電気ストアー様 中野タイヤ商会様
磯げん様 乙供郵便局様 蛯伊酒店様 みちのくクボタ乙供店様 さわい薬店様
中勇商店様 タケシ美容室様 高木電気㈲様 トキワ農場様 大島歯科医院様
2,000円
ボディーショップ町屋㈲様 スガタ設計㈲様 上北コンクリート鉄工様
おおぎや㈲様 上北スバル販売様 上北郵便局様 新山整骨院様
織笠工務店㈲様 林田スポーツ店様 逓駅製材所様 高村ストアー様 黒川家具店様
キムラOA販売様 マヤ美容院様 小泉商店様
1,000円
セレクション久保様 阿部新聞店様 ヰセキ東北㈱上北営業所様 居酒屋えび蔵様
富岡金物㈲様 上北電気㈲様 ショッピングマルト様 甲地郵便局様 天賞堂様
スワン美容院様
38,000円 上北療護園職員御一同様
●職域募金

●戸別募金大口分（1,000円以上、順不同
10,000円
5,000円
2,000円
1,500円
1,000円

※掲載をご遠慮されたものは除く）

松本祐次郎様 吹越嘉裕様 原子正徳様
向井つさ様
藤嶋洋安様 楢舘長吉様 木村るり子様 乙供房子様 鶴ケ崎豊志様
芋田修様
楢舘皓良様 内山精市様 楢舘明様 瀬川與一郎様 佐々木リチ様 瀬川力之進様
立崎トキ様 瀬川桂吾様 瀬川寿造様 立崎義男様 佐々木義美様 米内山史子様
町屋隆信様 米内山道寿様 瀬川一郎様 竹内鉄造様 米内山敬文様 林恒雄様
沼山俊武様 沼尾勉様 佐藤雅昭様 高田昇様 岡山義忠様 杉山クニ様 石田良博様
秋山光一郎様 蛯名浩司様 長久保高様 附田ツヱ様 蛯名正孝様 蛯名寛大様
蛯名正治様 高村芽美子様 和田竹千代様 浜田信子様 蛯名定光様 八森ヤス様
黒川勇一様 簗田兼雄様 乙供洋子様 原子スワ子様 岡山きよゑ様 蛯沢光子様
大湊信大様 大湊百合子様 蛯澤京子様 逓駅和子様 林田廣子様 木津繁美様 洞内清様
柴崎勝様 嶋川初男様 濱田薫様 蛯沢邦博様 藤田晃様 野田頭操様 川村要一郎様
山田誠様 小坂典弘様 吹越秀子様 藤田友志様 北村正志様 上原子則子様
山中諭様 野田頭斗司夫様

