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この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。

令和 3 年 3 月 25 日発行	 社会福祉法人　常総市社会福祉協議会
常 総 市 新 石 下 4 3 6 5	 石下総合福祉センター内
☎ 30-8789　FAX	30-8790	 http://www.joso-shakyo.jp		E-mail	info@joso-shakyo.jp

　福祉センターで、思い出に残る世界に一つだけのオリジ
ナルグッズを作ってみませんか。
　利用者が作業を分担し、写真、手描きのイラストなどを
プリント加工して制作しています。プリントできる製品も
いろいろありますので、お気軽にお問い合わせください。

オリジナルグッズの製造・販売！
～心身障害者福祉センター～

缶バッジ マグカップ Ｔシャツハンドタオル

利用者がアイロンを使って、デザインを一枚一枚丁
ていねい

寧にプリントしています。



支部名 単位：円
水海道高野町支部 81,600 
水海道天満町支部 315,600  
水海道亀岡町支部 52,000  
水海道本町支部 60,800
水海道元町支部 28,000
水海道栄町支部 121,800
水海道宝町支部 146,900
水海道諏訪町支部 167,500
水海道橋本町支部 293,400
水海道森下町支部 320,000
水海道渕頭町支部 121,600
水海道山田町支部 273,000 
水海道川又町支部 61,600 
豊岡支部 1,032,680
菅原支部 552,800 
大花羽支部 309,600  
三妻支部 812,400 
五箇支部 371,200
大生支部 405,700 
坂手支部 414,100 
内守谷支部 322,700  
菅生支部 722,400  
石下支部 1,294,400 
豊田支部 433,500 
玉支部 367,200 
岡田支部 761,900 
飯沼支部 642,060 

ご協力ありがとうございました
　令和２年度

赤い羽根共同募金 報告

戸別募金　　10,486,440 円 法人・団体等募金　　506,487 円
企業・団体名 単位：円

株式会社 CAP コンサル 5,000 
ケアプランセンターふれあい 3,000 
つくば長寿の郷 10,000 
新井土木株式会社 10,000 
有限会社鈴木自動車 10,000 
有限会社建友リース 10,000 
社会福祉法人かしわ学園 34,208 
学校法人水海道教会学園二葉こども園 10,000 
水海道地区お食事会 ※ 6,883 
地域女性団体連絡会三妻支部 20,000 
石下カラオケ会 10,730 
天満町婦人会 10,000
菅原第５シルバークラブ 3,000
森下町内会 1,796
石下グラウンドゴルフ愛好会 8,440
水海道ロータリークラブ 50,000
水海道ライオンズクラブ 30,000
常総市建友会 30,000
内守谷工業団地協議会 20,000
よしの荘職員一同 4,862
市役所・消防・社協等職員職域募金 157,623
市内公共施設等募金箱 60,945

社
しゃきょう

協は社会福祉協議会の略称です。2
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（敬称略・順不同）

　※は令和元年度実施分

募金総額 １１，８１０，８３６円
－募金は、私たちのまちを良くするために使われます―

　皆さまにご協力いただきました赤い羽根募金11,212,436円と歳末たすけあい募金598,400円は、
コロナ渦でもつながりを絶やさないための居場所づくり活動やボランティア活動、安全な福祉活動
のための備品整備などに活用させていただきます。



「社会福祉のために役立ててください」と皆さまから社協へ寄せられた善意は次のとおりです。
ありがとうございました。

令和２年 12月 12日～令和３年３月 12日現在（順不同・敬称略）

現　　　金 物　　　品
コカ・コーラボトラーズジャパン（株）　　2,511 円 （株）セブン-イレブン・ジャパン　食品、飲料水、日用品

（株）オリエンタル商事　　　　　　　　35,993 円 ジュピター石下店　　　　　　　　　　　お菓子
出野好夫　　　　　　　　　　　　　　　85,910 円 青田勝美、匿名　　　　　　　　書き損じはがき
匿名　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,627 円 匿名　　　　　　　　　　未使用タオル、はがき

関東トナミ運輸（株）、常陽銀行水海道支店
高砂製紙（株）、匿名　　　　　以上使用済み切手

学校・保育園・幼稚園等 単位：円 学校・保育園・幼稚園等 単位：円
水海道小学校 30,118 水海道西中学校 22,628 
大生小学校 16,478 石下中学校 23,403 
五箇小学校 9,029 石下西中学校 16,723 
三妻小学校 18,183 玉・豊田・御城幼稚園 10,486 
菅原小学校 4,155 岡田・飯沼幼稚園 47,054 
豊岡小学校 20,173 石下幼稚園 32,001 
絹西小学校 36,826 絹西保育園 8,666 
菅生小学校 6,750 小貝保育園 3,139 
岡田小学校 27,820 さくら保育園 4,533 
玉小学校 13,253 東さくら保育園 5,180 
石下小学校 39,248 認定こども園みつかいどう 23,761 
豊田小学校 16,510 認定こども園 二葉こども園 3,294 
飯沼小学校 33,691 認定こども園 きぬ学園 12,170 
水海道中学校 47,757 認定こども園 石下保育園 30,000 
鬼怒中学校 8,088 

イベント（団体）名 単位：円
ふれあいいきいき交流会（社協豊田支部）※ 115 
福祉講座（社協坂手支部）※ 808 
そば打ち体験会（社協石下支部）※ 1,457 
岡田地区グラウンドゴルフ大会（社協岡田支部） 1,305 
高齢者訪問（前河原女性部） 1,000 
三世代交流歩く会（社協水海道森下町支部） 14,571 
山田町福祉まつり（社協水海道山田町支部） 9,500 
地域交流どんど焼き（社協水海道山田町支部） 4,391 

募金者氏名 単位：円
沼尻　一男 6,009 
秋葉　貞夫 10,000 
染谷　　馨 3,000 
古谷　忠司 4,329 
中川　智雄 8,583 
匿名（3 件） 33,000 

イベント募金　　33,147 円

個人募金　　64,921 円

店舗募金　　53,543 円

学校・保育園・幼稚園等募金　　571,117 円

赤い羽根自動販売機募金　　95,181 円
団体名 単位：円

よしの荘（3 台） 11,061 
けんちの苑水海道（2 台） 47,449 
とり専科やまぶ 10,147 
つくば長寿の郷 1,364 
市内公共施設（3 台） 25,160 

店舗名 単位：円
衣料品のナカガワ 410 
ツルハドラッグ水海道栄町店 14,226 
ツルハドラッグ水海道店 1,362 
ウエルシア常総向石下店 8,963 
ウエルシア常総石下店 3,158 
ウエルシア常総北水海道店 25,424
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常総市社協ホームページ　常総市社協　で　検索 3

　※は令和元年度実施分



セブン-イレブン・ジャパン様
からご寄付をいただきました

　先日、株式会社セブン - イレブン・ジャパン
様より、店舗移転に伴い店舗商品を寄贈する寄
贈品贈呈式が行われました。
　食品、飲料、生活用品などいただいた商品は、
市内の生活困窮世帯や子育て支援に活用させて
いただきます。

ホームページをリニューアル
しました‼

　２月から、本会のホームページを全面リニュー
アルしました。
　内容をより見やすく、使いやすくするためにデ
ザインや構成を見直しました。また、Facebook
アカウントも開設し、ボランティア情報や福祉情
報、社協活動について情報を発信していきます。
　ぜひ、社協活動について、お気軽にご感想や
ご意見をお寄せください。

1月 29日、寄贈品寄贈式（石下総合福祉センター）

ボランティア活動保険とは？
日本国内において、①②の場合を補償します。
①ボランティア活動中に本人がケガをした
②ボランティアの方が他人に損害を与えたことにより損害賠償事故が発生した

　ボランティア・市民活動センターへ登録して
いるボランティア団体・個人
※ボランティア活動保険申込みと同時にセンター登録も可能です。
※加入条件等詳細はお気軽にお問合せください。

加入プラン 基本プラン 天災・地震
補償プラン

保険料 ３５０円 ５００円

補償期間
（保険期間）

　　令和３年４月１日０時から

　　　　　令和４年３月３１日２４時までの 1年間
※中途加入の方：加入手続き完了日の翌日０時から令和４年３月３１日 24時まで

加入対象者 保険料（１名あたり）

もしもに備えて加入しよう！　

社
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ボランティア活動保険のご案内

このページの問い合わせは、社協石下事務所　TEL ３０－８７８９まで


