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令和 4年度赤い羽根共同募金運動の実施について (依頼 )

各種募金活動につきましては、毎年格別のご協力を賜 り心より感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症禍から、感染防止に対する意識や習慣が定着しているよ

うに感じられる一方、感染拡大後初めての行動制限の無い夏体みも終え、今後の感染動向が

気になるところではあ りますが、各町会 。自治会等地域活動をよリー層進めていく必要も求

められております。

つきましては、そのような中で赤い羽根共同募金は、今年度も10月 1日 から実施させて

いただくこととなりました。

大変心苦しいことではございますが、各町会・自治会の実情に合わせて、皆様の健康と安

全を最優先して頂き、各地区にふさわしい募金方法により無理なくご協力を賜われれば幸い

でございます。なお、募金活動にご協力頂 く際には「検温、手洗い、消毒、マスク着用」等

の感染予防に十分ご留意 ください。

皆様におかれましては、今年度も「赤い羽根共同募金運動」ご理解とご支援を賜 りますよ

うよろしくお願い申しあげます。

4年度 赤い羽根募金

1 実施期間 令和 4年 10月 1日 (土)～ 10月 31日 (月 )

※実施期間は上記のとおりですが、 12月 28日 ま
'で

延長可能としています。

2 資材と目標額 今年度の目標額は別紙のとおりです。また、募金用資材は各区民活動セン

ター運営委員員会事務局あてにすでに届いていることと思います。

3 資  料   ○挨拶状 (東京都共同募金会より)

中野区募金委員会事務局 (地域活動推進課地域自治推進係)小高・諸星

電話 03-3228-8921 FAX0 3-3228-5620



眈颯鰈脩共同募金運動
「つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～」

本年も10月 1日 から共同募金運動がはじまります。

都民各位におかれましては、新型感染症の流行により、生活に様々な影響が出ていることと拝察

いたします。一日も早く皆様が平穏な生活を送る日が訪れますことを心よりお祈り申し上げます。

社会福祉の現場では、感染症の流行や自粛生活 |こ趨因する貧困、社会

からの孤立イじや虐待の増加、社会福祉施設 |こ おける感染防止対策など、

新たな福祉課題に対する支援が求められております。また、大規模災害時

の災害対策事業へも対応するため、今年度も様々な方法で募金活動を

推進してまいる所存でこざいます。

共同募金は、地域の皆様のこ協力によりお寄せいただいたこ寄付金

を、地域の様々な福祉課題の解決に取り組む施設・団体に配分してこ活用

いただき、地域のために役立てる募金運動です。

昨年度は、赤い羽根共同募金として東京都全体で約6億2干万円余の

こ寄付金をお寄せいただきました。このこ寄付金は、都内約1,245件の社会

福祉施設、地域のNPO、 ポランティア団体などへ配分させていただき

ました。共同募金会は、これからも誰もが暮らしやすい地域共生社会のまちづくりを進めてまいります。

地域の皆様におかれましては、何とぞ事情こ賢察賜り、今年度も共同募金運動に

こ理解とこ支援をお願い申し上げます。

* * ** *
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The Bed Feather Community Chest is a voluntary social campaign to raise fund to prornote

welfare o{ Loca communltles.The Campalgn is based on mutua charitable activities among

loca residence support from local people and cooperatron from town-block associations

and neighborhood associations.Boy Scouts and students also partlcipate in this fund-raising

campaign rn station buildings and on the street, asking for donatlons Donors receive a red

feather a feather of love - as a sma token of apprecratlof The raised fund is used {or

welfare actrvitles to help elderly,handicapped,children n povery and natura disaster relief

activities as we .Donations to this charity are deductible frcn- .ax r3rn-:nI
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集める

《キャッシュレス決済による寄付について》

墨理島暑【クレジットカード決済による寄付】           「
酬脚:https://hanett akahane orip/donate/entry/100/13/t

ログインIDの登録をしていない方も、

入力画面下部の各項目にこ記入いただければこ寄付いただけます。

【auPAYアプリによる寄付】

au PAYア プリを使つてこ寄付いただくことが出来ます。au以外のキャリア (携帯会社)の方でも、au PAYアフリをインストールすれば

こ利用いただけます。各地区への募金用のQRコードにつきましては、各地域で発行されている畿賀L氏 千薫―ムベージ等をこ覧ください。
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赤い羽根共同募金 鸞
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〔お問い合わせ先〕

各区市町村の共同募金地区協力会。事務局   東京都共同募金会HP https://www.tokyo― akalhane.or.ip/

(トップページ ≫共同募金について ≫主な組織・地区協力会・連絡先リンクをこ覧ください。)

回罪市回

憮
社会福祉法人 東 京 都 共 同 募 金 会   〒169-0072東 京都新宿区大久保3-10-1東京都大久保分庁舎201

803-5292-3182  メール iは yOu@tokyo― akalhane or ip
東京都共同募金会では様々なこ寄付方法をこ用意しております。最新情報は上記木―ムページをこ覧ください。

◎共同募金は、社会福祉法に定められた運動です。
◎共同募金への寄付金には税制上の優遇措置があります。(但し、auPAYア プリによる寄付を除きます。こ了承ください

※auPAYアプリの仕組みにより、これによるこ寄付につきましては、領収書の発行が出来ません。こ了承ください。

令和4年度

役立てる



配分を受けた施設からのメッセージ

～特殊浴槽更新整備事業整備事業～

この度、赤い羽根共同募金様より助成金を頂けたことで、新しい浴槽を

設置することができました。

子どもたちも快適なお風呂に、とつても喜んでいます。こ寄付を頂きました

皆様には感謝の気持ちでいつぱいです。本当にありがとうこざいました|
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～児童養護施設 自立訓練棟改修事業～

東京育成園では、高校生が園内の自立訓練棟を使つて小グループでの生活体験学習 (自 立訓練)を実施

しています。失敗せずにやり遂げることを目的としたものではなく、自分ができる事、できない事を矢□る

こと、他者との関わり方を学ぶことを目的としています。

学年が上がることに実施期間を延ばし、生活の流れを子ども自身で組み立て、―定の予算の中で生活の

ための出費を配慮することや栄養バランスの取れた食事、調理体験、通学、―人生活の孤独感などを体験

しています。

今回、東京都共同募金会様の配分金により、自立訓練棟の児童の就寝コーナーの設置、厨房の照明器具

の交換等を行うことができました。おかげさまでとても綺麗になり、訓練が快適なものとなりました。

こ厚志に感謝し、子ども達の自立支援に一層励む所存です。誠にありがとうこざいます。

東京育成園(世田谷区)社会福祉法人

令和3年度、新型コロナ感染症の拡大による社会不安が増大する中、共同募金会は、「赤い羽根

新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キヤンペーン」を実施し、多くのこ寄付をお寄せ

いただき、支援を必要としている子ども達や家族のための事業、フードバンク活動など、様々な

形で居場所を失つた方々への緊急支援も行いました。

赤い羽根共同募金募金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6億2,705万 8=611円

赤い羽根共同募金配分金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4億 5,842万 3,728円
(内訳)

障がい者が働く施設の作業用備品整備など       539件     196,912,389円

福祉施設・団体が行う感染対策や、さまざまな       273件     114,792,156円
地J=R福祉推進事業など

地域からの要望が高い福祉事業など          111件     80,248,774円

保育所や児童養護施設の遊具など           279件     47,502,699円

高齢者が病院に通うための車両など           43件     18,967,710円

災害等準備金積立金 30,000,000円

次年度配分充当金及び募金・配分業務費等・・・・・・・・・・・・ 138,634,883円

ゆめのめ

フローラ (日 野市)


