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この広報紙は赤い羽根共同募金の一部を使って発行しています

知ってほしい
！
地域を元気にするお金のしくみ
集
特
善意銀行、赤い羽根共同募金、
日本赤十字募金…、

地域のみなさまからいただいている募金や寄付にはいろいろな形があります。

「集められたお金は何に使われているの？」
「地域を元気にするってどういうこと？」
みなさまのギモンに、
かわいいマスコットキャラクターたちがお答えします！

©中央共同募金会

ハートラちゃん

わたしの名前は
「みどりちゃん」
。
あまり知られていないけど、緑区社会福祉協議会の公式キャラクターです。
わたしからは
「善意銀行」
について説明をさせていただきます。みなさまの善意の
お気持ちからいただく金銭や物品を、必要とされている団体等に配分する仕組み
を銀行の機能になぞらえて、
「善意銀行」
と呼んでいます。緑区社協では金銭寄付
と物品寄付の受付を行っています。

寄付・募金のカタチ①

善意銀行

金銭寄付

平成２８年度１年間で善意銀行にいただいた
寄付の総額はおよそ１００万円
ボランティアセンター
運営委員会等での配分
審査をへて・
・・

みどりちゃん

・子育てサロン ・障がい者通所施設
・高齢者の会食会や配食サービス
・地域のリハビリ教室
…等へ配分

物品寄付

最近では(株)横浜LIXIL製作所様から
トイレットペーパーの寄付をいただきました
区内福祉施設
（地域ケアプラザ、
特別養護老人ホーム、保育園等）
２９か所に７８箱
（1箱６０個入）
を配分
配分を受けた施設より

音声訳・録音グループ

霧が丘ひまわり教室
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みどり
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寄付を行うきっかけ・理由
１位 イベント・バザー等の売上の一部を寄付
２位 個人的に
（記念日など）
３位 企業として、企業の従業員で集めて

※善意銀行では個人への配分は行っていませんのでご了承・ご理解ください。
※寄付をしていただくと、所得税や法人税の優遇措置が受けられる場合があります。

〜会長からのメッセージ〜
６月より会長に就任しました、井上敏正でござ
います。
みなさまからいただく寄付は大きな活動財源
になっています。一緒に緑区の地域福祉活動を
盛り上げていっていただけると大変嬉しく思い
ます。

こんな物品寄付、
お待ちしています

ポ

トイレットペーパーは
消費が激しいものなので、
このような形で寄付を頂けるのは
大変ありがたいです
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・日用雑貨、
消耗品・チケット類（野球、
サッカー、
コンサート）
・保存がきく食品 等
ある程度、
数量があるものに限ります

寄付・募金に関する ク イ ズ

Ｑ１ 善意銀行に寄付を行う理由・きっかけの第１位は何？
Ｑ２ 赤い羽根共同募金は何月から始まる？
Ｑ３ 日本赤十字社の公認マスコットキャラクターの名前は何？

ヒン
紙面 トは
の中
ある に
よ

ハガキまたはメールで
「クイズの答え・住所・氏名・連絡先・紙面に関する感想」
を明記の上、
緑区社会福祉協議会まで送ってください。
（11月30日消印有効）
住所 〒226-0011緑区中山町413-4 ハーモニーみどり1階 Eメール info@midori-shakyo.jp

善意銀行への寄付を受けとる
緑区社協 井上敏正会長(右)

全問正解した方の中から抽せんで3０名様に
「日赤八ローキティ クリアファイ
（当選は発送をもってかえさせていただきます）
ル」
をプレゼントします。

※いただいた個人情報は本クイズにおけるプレゼント発送においてのみ活用させていただきます。

特集は裏面に続きます

善意銀行預託者
平成29年1月1日〜7月31日
昭和大学保健医療学部／横浜北部読売会／Kids Dance Jam！事務局
公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会／野村 泰秀／倶楽部 青春家族／緑市民後見の会
前田 賢治／木村 信保／長谷川 邦和／なかの 美智江／緑区民謡愛好会
全日本民謡民舞歌謡連盟／株式会社横浜LIXIL製作所／株式会社清光社
匿名２件 （敬称略）
（順不同）

ご寄付をいただき、ありがとうございます
問合せ先

賛助会員ご紹介
平成29年1月1日〜7月31日までにご入会いただいた賛助会員です

アジア物性材料株式会社／医療法人社団 一色こどもクリニック／株式会社植照／株式会社奥津産業
おくだ動物病院／有限会社 カワハラプリント／（株）霧が丘ガレージ／クァンタムロジックジャパン株式会社
（株）佐道／有限会社三枝商事／医療法人社団研医会 二宮整形外科／杉山鋼材株式会社／宗教法人大蔵寺
東急リバブル株式会社長津田センター／日本高周波株式会社／株式会社ハマデン
グループホーム 花物語 なかやま／花物語かもい／法運寺／増山 健造／（有）真全／（有）ミヨシ企画
株式会社門前住設／株式会社ヨコヤマユーランド／医療法人社団元気会 横浜病院
株式会社ワイエムジーソフト／高橋 昌三郎／酒井 杲胤／匿名（3件）（敬称略）
（順不同）

ありがとうございます

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会 〒226-0011 緑区中山町 413-4 ハーモニーみどり 1 階 TEL 931-2478 FAX 934-4355
緑区連承認第６号

寄付・募金のカタチ②

寄付・募金のカタチ③

赤い羽根共同募金

日本赤十字募金

©中央共同募金会

日赤緑区地区委員会

わたしたち、赤い羽根共同募金のキャラクター「愛ちゃん」
と
「希望くん」
だよ。毎年１０月になると、駅やスーパーの前で民生委員やボランティア
の人たちが街頭募金運動に立つ姿を見たことのある人も多いよね。
「社会福祉法」に定められている赤い羽根共同募金は、地域福祉をすす
めるために活動資金をあらかじめ把握して、計画的に募金運動を行って
いるんだ。

わたしは日本赤十字社の公認マスコットキャラクター
「ハートラちゃん」。
日本赤十字社は、日本そして世界の人道支援活動を行っていて、
その活
動はみなさんの善意の会費と寄付等でなりたっているんだ。会員は誰
かって？それは
「地域のみなさん」
。
「赤十字運動月間」
として、5月以降に自治会・町内会等の協力のもと、毎
年みなさまのこころのこもった会費がたくさん集まっているよ。

２８年度に緑区内で集まった寄付金は、
総額
２２，
９３１，
４２3円

28年度に日赤緑区地区内で集まった会費は、
総額 ９，
２６６，
５４２円

ポ

１０，
８９５，
７６３円
赤い羽根募金
年末たすけあい募金 １２，
０３５，
６６０円
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集められた会費は、
日本赤十字社の神奈川県支部に届けられ、
そのうち一部
が緑区の災害救護活動や講習会費などに充てられています。

赤い羽根共同募金は、10月1日から12月31日の３か
月間行われる たすけあい 運動ですが、
このうち、12
月1日からの1か月間で行われる募金活動を年末たす
けあい募金と呼んでいます。
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緑区内で集められた寄付金は、県内の福祉施設・団体のほか、緑区内の地
区社会福祉協議会の事業費やボランティアグループや福祉団体・施設に配
分されています。

鴨居地区社協「鴨

居福祉まつり」

万が一、自宅が災害などにみまわ
れた時など、緊急の援護物資とし
て日本赤十字社から毛布等を配
布させていただいています。すぐ
に罹災家庭のお役に立てるよう
に、
物資は常に保管しています。

中山食事会

や

小圷 沙耶 さん
（中学校 2 年生）
活動先

介護老人福祉施設
横浜よさこいホーム

Q1 ボランティアに参加したきっかけは？
もともと人のために何かをすることが大好きで、昨年、母
に勧められて参加し、
とてもやりがいを感じました。今年も
何か得られるものがあるといいなと思い、
申し込みました。
Q2 実際にボランティアに参加した感想は？
昨年と同じ施設でボランティアをさせていただきました。
昨年は気付かなかったのですが、施設の職員さんが利用者
さんにお茶を出す時に、余ったお茶のコップをティッシュで
覆う等、衛生面に気を遣っていることがわかりました。私の
普段の生活では意識しないようなことまで注意を払ってい
ることがわかり、
驚きました。
Q3 来年も参加したいですか？
ぜひ、参加させていただきたいです。来年は高齢者施設
以外のボランティアにも挑戦してみたいなと思っています。

利 用 者 さん が 私
の名前を覚えて呼
んでくださったこ
とが、とても嬉し
かったです！

い

援護物資

なかなか知られていない会費の使い道だけど、みなさん
の善意がさまざまな形になって、いのちと健康、尊厳を
守っているんだ。

とう
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突然のけがや病気に対して、適切な緊急処置のできる人を養成するため
に、救急法講習会を開催します。全日程参加した方には、日本赤十字社から赤
十字救急法受講証､また、
検定試験に合格した方には認定証が交付されます。
み

伊藤 朱美 さん
（県立霧が丘高校 3 年生）
活動先

人道支援

赤十字救急法講習会

学生サマーボランティア報告
さ

緑区では年に１回、
ケガや病気、災害
が起きた時に対応できる人をできる
だけ増やすために「赤十字救急法講
習会」
を開催しています。
ご希望があ
れば地域の集まりに日本赤十字社の
指導員を呼んで、講習会を開催する
こともできます。

赤十字救急法講習会

自分が住んでいる地域を元気にするためにできることはたく
さんあります。その一つの方法が募金活動です。地域福祉を
応援するためにご協力をお願いします。

こ あくつ

たとえばこんな活動に充てられています

みどりさくら保育園
福澤保育センター

●日

時：平成29年11月11日
（土）
・12日
（日）
・18日
（土）
・19日
（日）
いずれも午前9時30分〜午後4時30分
●会
場：ハーモニーみどり２階 多目的研修室
●対
象：15歳以上で全日程参加できる人。
原則緑区内在住・在勤・在学者
●参 加 料：1,000円
●定
員：28名
（応募者多数の場合は抽選）
●申込期間：10月2日
（月)〜10月20日
（金）
必着
●申込方法：ハガキ・ＦＡＸ・事務局窓口でお申込みください。
（氏名・住所・電話・ＦＡＸ・年齢・性別）

Q1 ボランティアに参加したきっかけは？
子どもが好きだからです。色々な保育園をみてみたいと
思ったので、
参加しました。
Q2 実際にボランティアに参加した感想は？
最初は子ども達に馴染めるかとても不安でしたが、楽し
くお話ができたり、一緒に遊んだりしてとても楽しかったで
す。子ども達はとても明るく積極的でこちらが気づかされる
こともたくさんありました。
Q3 活動の中で一番印象に残ったことは、何ですか？
お当番になった５歳児クラスの子どもが、
お米をとぐお手
伝いやゴミ捨て等の役割を与えられて、それをきちんと果
たしていたことです。

学生サマーボランティアの流れ
P1 オリエンテーション

STE

７月１日
（土）、
４日
（火）
にオリ
エンテーションを開催しまし
た。ボランティア活動をするに
あたり各自で目標を考えても
らい、心構えや注意点等をお
伝えしました。

P2 ボランティア体験

STE

今後は保育園以
外のボランティ
アにも参加して、
もっと色々な人
とかかわってみ
たいです。

保育園や高齢者施設、障がい者施設、地域ケアプ
ラザ等でボランティア体験をしてきました。

P3 まとめの会

STE

８月２３日
（水）
にまとめの会を行いました。参加者
のみなさんは、
ボランティア体験の感想をお互いに
発表し合い、オリエンテーションの時より成長した
姿を見せてくれました！

