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この広報紙は、赤い羽根共同募金の助成により発行しています。

「ふくしとちぎ」の１面を飾る写真を読者の皆様から募ります。
テーマは「福祉」に関するものです。とっておきの１枚をぜひお寄せください。

［特集］「募金百貨店プロジェクト」

募金百貨店プロジェクト
月 １日から

﹁じぶんの町を良くするしくみ︒﹂のキャッチフレーズでお馴染みの赤い羽根共同
日まで全国一斉に行われています︒

募金運動は︑各都道府県を単位として行われている募金活動で︑今年も
翌年３月

介します︒

し︑買い手よし︑世間よし﹂の新

月から﹁募金百貨店プロジェ

栃木県共同募金会では令和 ２

募金会と企業・団体等の連携・協

年

しい寄付の形です︒

を開発します︒バラエティーに富

●地域の共同募金会が
﹁募金の百貨店﹂に
企業や団体の商品・サービスの

んだ商品・サービスはまさに﹁募
企業・団体等にとっては販売促

団体等が増え︑令和３年 月時点

りもハイペースで賛同する企業・

クト﹂の名称でスタート︒予想よ
進やイメージアップのほか地域貢

で 件まで拡大しました︒そのほ

金の百貨店﹂です︒

献につながり︑購入者はいつもど

を始め︑注目を集めました︒その

ジェクト﹂という名称をつけ活動

地域を良くするしくみに参加でき

の消費活動が寄付となることで︑

おりの値段で購入でき︑かつ日常

及びます︒

付つき自動販売機は

か︑寄付つきイベントが１件︑寄

台以上に

後︑中央共同募金会が名称とロゴ

源を確保できるなど︑﹁売り手よ

は︑地域福祉を推進するための財

ます︒一方︑共同募金会にとって

この取り組みに﹁募金百貨店プロ

平成 年︑山口県共同募金会が

商品﹂と呼んでいます︒

募金に寄付することを﹁寄付つき

売り上げの一部を︑赤い羽根共同

力によりさまざまな寄付つき商品

体等の商品・サービスが地域支援につながる﹁募金百貨店プロジェクト﹂について紹

共同募金にはさまざまな寄付の方法がありますが︑本特集では︑各地域の企業・団

10

マークを商標登録するなど︑全国
的な広がりを見せています︒
同プロジェクトは︑地域の共同

寄付つき商品により募
金額の増額が図れる

地域活動への助成

じぶんの町（地域）が
より住みやすくなる

共 同 募金 会

新たな負担をすることなく、
日常 の 消 費 活 動 で
地域に貢献できる

商品購入

地域住民

参加企業・団体

24

10

24

11

75

募金百貨店
プロジェクト

寄付つき商品・サービス

社会貢献、販売促進、
寄 付 金 は 損 金に算 入
できる

31

⁉

特集

商品企画のサポート

売り上げの一部を寄付
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■募金百貨店プロジェクト参加企業リスト（令和3年11月１日現在）
No

企業名・店舗 名

市町

商品

1

コミュニティサポートセンターひかり

宇都宮市

名刺・とちまるくんバッジ

2

障害福祉サービス事業所うどん子

足利市 うどん

3

パン専門店茶々

足利市 かおり姫食パン

4

グラン・シャリオ

足利市

あしかが大麦餃子(冷凍パック)

5

ハマ商店

栃木市

防犯・防災グッズ 20品

6

タウンロック

栃木市

鍵交換

7

豊田木工所

鹿沼市

鹿沼組子組立てキット

8

手づくりショコラ工房 アカリチョコレート

鹿沼市

深岩石のクリスピーショコラ

9

パステル

小山市 おとめ桑茶・手作り布マスク・三食パン

10 カフェ＆ビアー

有 限 会 社 豊 田木 工 所。鹿
沼 組子 組立てキット１セッ
トにつき100円を寄付

鹿沼市 コスプレ撮影イベント時の飲食

D-Cat

11 ラーメン 山いち

鹿沼市 スープぎょうざ

12

パティスリーボヌール

栃木市 しあわせぷりん

13

時田くんちのからあげ

栃木市 おまかせ弁当

14

浅野クリーニング

栃木市 ズボン・スカートのクリーニング

7

パン専門店・茶々。かお
り姫 食 パン１斤の売り
上げのうち５円を寄付

12

パティスリーボヌール。しあ
わせぷりん１個につき１％を
寄付

15 日進堂菓子舗

栃木市

花さぶれ

16 ピジョン真中

栃木市

手指消毒液（4ℓ）
・マスク1箱

17

合資会社ひまわり

栃木市

FRP（強化プラスチック）製品等の試作受注

18

川清商店

栃木市

工場直売の漬物

19

宇賀神新聞店

鹿沼市

新聞の新規契約

20

中川電気

真岡市

非常用照明LOCOMY・レスキューミー

21 とんき

栃木市

そば、そばセット

22

モロックファーム

栃木市

野菜

23

就労継続支援B型事業所晴ればれ

栃木市

御朱印帳

24

Megumi Drip

益子町

いちご・バナナのドリンク4種類

20

有限会社中川電
気。LOCOMY、
レスキューミー
の 売り上 げの１
%を寄付

令和3年11月現在、寄付つきの自動販売機は県内に７５台以上。

﹁地域イベント﹃いわふねマル

栃木県共同募金会・栃木市支会

栃木県共同募金会は市町社協

シェ﹄は︑岩舟町商工会青年部や

支会の取り組み事例▼

と提携し︑それぞれに支会を置い

地域の子育て情報紙﹃ＴＯＣＨＩ

顔が見える関係性を重視︒
広がる共同募金運動の輪

て︑地域ごとに共同募金運動を展

ＣＯ日和﹄など︑共同募金運動に

市社協・岩舟支所の小島宏陽さん

開しています︒栃木市支会は募金

共感する地元企業・団体と協働

に尋ねました︒

百貨店プロジェクトに取り組む支

し︑赤い羽根共同募金協賛事業と

●地域イベントをきっかけに︑
参加企業数を拡大

社と群を

会の中で参加企業数

して開催しています︒収益の一部

を赤い羽根共同募金に寄付した

ことをきっかけに︑共同募金運動

に共感する地元企業・団体が少し

ずつ増えてきました︒第 ３回目と

なる今年のマルシェは︑募金百貨

店プロジェクトの登録イベントと

して開催することになりました﹂

同青年部会員の﹁株式会社ハマ

商店﹂は︑自社で販売する防犯・

防災商品の売り上げの一部を寄付

つき商品として寄付する取り組み
3

抜いていますが︑その理由を栃木

▲「いわふねマルシェ」に出店する栃木市支会のブース。
今年の「いわふねマルシェ Vol.3」は2021.11.28㈰に開催。
会場はCITY GYM＆SPA 遊楽々館（岩舟町健康福祉センター）
ユニバーサル広場（栃木市岩舟町三谷1038-1）

12
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を始めました︒すると︑事務所を
の長島寿幸さんはこう話します︒

由について︑栃木市社協・支所長

加は︑栃木市支会としても大きな

きました︒同プロジェクトへの参

が地元にたくさんいることに気づ

動に対する思いをきちんと把握す

﹁まずは参加企業の共同募金運

ついても話し合いました︒

シェアする﹁タウンロック﹂も自
﹁職員が常日頃から︑商工会や

社サービスである鍵の交換代金の
消防団︑地元企業や団体と積極的

た い ﹄とい う 熱 い 思 い を 受 け 止

域に貢献したい︑地元を元気にし

ることが大切だと思います︒﹃地

一部を寄付つき商品にするなど︑
に関わり︑祭りやイベント等にも

収穫になったと思います﹂

共同募金運動に共感する動きが
自主的に参加してきました︒互い

元企業・団体との関係性がより強

徐々に広がっていったそうです︒

漬 物 製 造 の﹁ 有 限 会 社 川 清 商

固になり︑結果として︑地域を良

め︑互いに理解し合うことで︑地

ば地域の困りごとなどについて︑

店﹂も︑地域に対して熱い思いを

くする仕組みづくりにつながるか

●参加企業の熱い思いを
真正面から受け止める

社協に相談を持ちかけるケース

持っている１社です︒

店プロジェクトを通して︑地域に

と思います︒また︑この募金百貨

運動への協賛につながっていった

係を築いていたことが︑共同募金

れば参加できるかを検討していた

りはしていなかったため︑どうす

ましたが︑当時は卸売専門で小売

寄付つき商品にも関心を示してい

共同募金運動への理解もあり︑

業の協力者や支援者が増えたと

動に対する理解も深まり︑各種事

同プロジェクトを通して社協活

有限会社川清商店は、工場直売商品１個につき
１円を寄付

所の飯島優子さんは話します︒

対して熱い思いを持っている方々

今後は︑参加企業 社の点と点

支援するために同プロジェクトと

支会は︑企業の新たな取り組みを

になり︑そのタイミングで栃木市

市内全域に広げていくことを目標

な面として成長させ︑活動の輪を

をつなげ︑同プロジェクトを大き

同社と一緒に購買層を意識して

るなど︑新たな仕組みが生まれて

に合わせた社会貢献の輪が広が

その中で︑それぞれの地域事情

対象商品を決め︑商品１個あたり

くることを期待しています︒

付金の納付方法など詳細事項に

の寄付額を設定し︑合わせて︑寄

参加を呼びかけました︒

の一つに掲げています︒

12

組み合わせて︑共同募金運動への

同社は工場直売所を新設すること

いいます︒

タウンロックは、
鍵交換代金の
１％を寄付

そうです︒その後しばらくして︑

らです﹂と︑栃木市社協・岩舟支

もありました︒こうした良好な関

に顔が見える関係でもあり︑例え

写真右から、栃木市支会の小島さん、長島さん、
飯島さん

栃木市で広がりをみせている理

株 式会社ハマ商店
は、防犯・防災グッ
ズ（20品）の売り上
げのうち１個につき
１％を寄付

4
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企業・団体等の取り組み事例▼

ラーメン山いち︵鹿沼市︶

りました︒

募金百貨店プロジェクトへの

600円以上の寄付で、各プロスポーツチームのロゴ入りマ

参加は︑鹿沼市支会からの提案

うです︒また︑敦子さんの身内

対象商品は︑ご主人イチオシ

との協働により、新しい形の募金活動がスタートしました。

がきっかけでした︒共同募金運

地元産の食材を中心に︑安心・
に︑赤十字医師で海外の難民救援

の﹁スープぎょうざ﹂に決めま

共同募金運動に賛同する、県内７つのプロスポーツチーム

動を通して地域の役に立ちたい

安全な材料を使ったあっさり味の

医療に情熱を注いだいとこがいる

した︒一番自信のあるメニュー

〜地元プロスポーツチームが赤い羽根共同募金を応援〜

共同募金運動を通して︑
食の面から地元を元気に！

ラーメンが人気の同店は︑ご主人

ことから︑支援活動や募金活動は

にも関わらず︑ラーメンやぎょ

うざ︑鶏唐揚げの人気に押され

マスキングテープ募金

という思いが発端だったそうで

の山市道夫さん︑奥様の敦子さん
身近だったといいます︒

聞けば︑スープづくりに欠か

す︒

の二人で切り盛りしています︒
敦子さんは元介護職員で︑鹿沼

ねて寄付つき商品にしたとこ

てしまっていたとか︒ＰＲもか

市社協職員の実家から直接仕入

ろ︑社協の広報等を通じて宣伝

せないシイタケは︑農家を営む

の勤務経験があり︑そうした縁か

れているとのこと︒ご夫婦とも

会に持参」の２つです。詳細は、右下のＱＲコードからアクセス

市社協が運営する障害者施設で
ら施設に出張してボランティアで

にもなり︑オーダー数は約 ３倍
になりました︒

最近︑鹿沼市は商工会を中心に

﹁かぬまシウマイ﹂による街おこ

しを進めていますが︑同店もその

動きに賛同してオリジナルメ

ニューづくりに着手︒味自慢の自

家製チャーシューを使った

﹁チャーシウマイ﹂を商品化する

5

など︑食の面から地元を盛り立て
ています︒

募金方法は、
「郵便局で振り込み」または「栃木県共同募金

▲ロゴ入りマスキングテープ

スキングテープをプレゼントします。

地元プロスポーツチームの▶
コラボポスター

してください。

に福祉や社協とのつながりがあ

山市道夫さん、敦子さんご夫妻

ラーメンを振る舞うこともあるそ

スープぎょうざ１食につき10円を寄付

栃木県ひとり親家庭福祉連合会︑

27

回 栃木県民福祉のつどいを開催

日㈪に栃木県総合文化セ

栃木県共同募金会︑栃木県社会福

27

第

８月

回栃木県

ンター特別会議室で第

れ︑表彰式後には︑栃木県身体障

祉協議会︑栃木県︶の表彰が行わ

新型コロナウイルス感染症拡大

害者団体連絡協議会の麦倉仁巳会

民福祉のつどいを開催しました︒

防止のため︑規模を縮小し︑代表

長が県民福祉宣言を朗読し︑参加

者の拍手をもって採択されまし

た︒

受領者のみの参加となりました︒

表 彰 式 で は ︑ 主 催 ６団 体 ︵ 栃 木

県身体障害者団体連絡協議会︑栃

▲ 表彰式の様子

木県心身障害児者親の会連合会︑

▲ 県民福祉宣言をする
麦倉仁巳会長

23

社会福祉に関する要望
栃木県及び宇都宮市への社会福祉に関する要望を本会で取りまとめ、
８月30日㈪に宇都宮市に、
９月９日㈭に栃木
県に要望書を手渡しました。
今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、両日とも要望団体が集まっての栃木県及び宇都宮市への
説明会は中止とし、要望書の提出のみを行いました。

要望団体

栃 木 県

◎ 栃木県及び宇都宮市に要望をした団体
○ 栃木県に要望をした団体
◇ 宇都宮市に要望をした団体

12団体から取りまとめた
要望書を本会の関根会長か
ら仲山保健福祉部長に手渡
しました。
▲ 栃木県への要望

宇都宮市
９団体から取りまとめた
要望書を栃木県身体障害者
福祉会連合会の麦倉会長か
ら緒方保健福祉部長に手渡
しました。
▲ 宇都宮市への要望

◎栃木県社会福祉法人経営者協議会
◎（一社）栃木県老人福祉施設協議会
◎（特非）栃木県障害施設・事業協会
◎栃木県社会就労センター協議会
◎（一財）栃木県身体障害者福祉会連合会
◎栃木県民間保育園連盟
◎（公財）栃木県ひとり親家庭福祉連合会
◎栃木県社会福祉協議会
○栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会
○（一財）栃木県老人クラブ連合会
○（一社）栃木県手をつなぐ育成会
○栃木県児童養護施設等連絡協議会
◇（特非）宇都宮市知的障害者育成会
6
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市町社協ボランティア情報

鹿沼市社会福祉協議会

鹿沼市社会福祉協議会では︑
ラーも毎回参加してアドバイス

面のサポートとしてカウンセ

﹁ひきこもり家族会﹂について

月より︑毎月 １回の
も行っています︒また︑年に数

令和元年
ペースで﹁ひきこもり家族会﹂

﹁ひきこもり家族会﹂がご家

回︑ひきこもり関連施設の視察

﹁ひきこもり﹂に関連するもの

族と社会との橋渡しになれるよ

を開催しています︒きっかけ

も多く︑ご家族が抱える悩みの

う︑今後も継続的に開催をして

を実施しています︒

大きさを目の当たりにしたこと

いきたいと思っています︒

は︑社協に寄せられる相談に

です︒開催にあたって参考にし
たのは︑鹿沼で行われていた
﹁認知症の人を抱える家族会﹂
でした︒その代表の方から﹁参
加者が少なくても続けていくこ

▲ 福祉施設の視察（和久井亭の視察）

とが何より大切﹂というアドバ
イスを頂き︑﹁とにかく始めて
みよう﹂という思いでスタート
しました︒第１回の参加者は
たった一人ではありましたが︑
回を重ねた今では毎回５〜 ６人
が参加するまでになりました︒
この会は︑ご家族以外に当事者
も数名参加しており︑メンタル
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会
「情報支援スタッフ」募集中！
2022年に開催される大会に向け、全国から訪れる聴覚障害のある選手・観客
の皆様に、手話や筆談でおもてなしをする「情報支援スタッフ」を募集してい
ます。
お申込みいただいた方を対象に養成講座を実施してい
ます。詳しくは、本会ホームページをご覧ください。

ワンポイント

手 話

「本会HP QRコード」

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会に向け、手話を１つずつ紹
介しています。皆さんも手話を覚えて、ぜひ一緒にコミュニケー
ションしてみましょう！
２回目は「楽しい」です。湾曲した両手の指先を
胸につけ、交互に上下に動かします。この手話には
「嬉しい」「喜ぶ」という意味もあります。
（一社）
栃木県聴覚障害者協会
「とちぎ手話辞典」
引用
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