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今年度も10月1日から「赤い羽根共同募金運動」がスタートします。
～ほんの小さなやさしさで広がる大きな支援の輪～

　共同募金運動は、県民の皆様の温かい善意とたすけあいの心に支えられ、県内における民間福祉
活動の発展と自助・公助の谷間の活動財源として、さらなる期待が寄せられております。また、震災
により特に沿岸市町村の地域福祉の充実が一層求められる中、福祉コミュニティの構築に向けて、大
きな役割を果たしております。12月からは歳末たすけあい募金も併せて行います。
　多くの皆様のご協力とご参加をお願いします。

《発行》仙台市若林区新寺一丁目4番28号
 TEL 022-292-5001
 FAX 022-292-5002
 URL : http://www.akaihane-miyagi.or.jp
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ナビゲーター／赤羽ファミリー

共同募金への寄付と税制優遇について
平成26年度
共同募金運動目標額

新体制のご案内

内訳
（前年比98.9％）

362,913,302円総額

赤い羽根募金赤い羽根募金

会　長　　樋口  稔夫（仙台市共同募金委員会 会長）
副会長　　深松  　勇（㈱深松組 会長）
副会長　　飯田  典美（多賀城市社会福祉協議会 会長）

副会長　　熊谷  秀雄（栗原市社会福祉協議会 会長）
常務理事　今野  勝己

平成26年8月1日より

県域

市町村

273,494,411円
歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金

80,418,891円
NHKNHK歳末歳末

9,000,000円
174,905,978円
98,588,433円

社会福祉法人  宮城県共同募金会  会長  樋口  稔夫

　手軽に寄付できる仕組みの一つとして、ソフトバンクモバイル株式会社が、平成26年3月5日より提供を開始したスマートフォンから
簡単に寄付できる仕組みです。「中央共同募金会」名で登録されています。
　「かざして募金」のアプリをダウンロードしたスマートフォンを、登録された寄付先のポスターやロゴ等にかざすだけで、携帯電話利用
料金と一緒に寄付できます（ソフトバンクユーザーの場合）。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 ※docomoやau等の場合は、クレジットカード決済となります。

共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』になっています。税制上の優遇措置が講じられて
いるのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、
社会的評価を得ているためです。

●個人のご寄付 　所得税の所得控除または税額控除、住民税の税額控除
●法人のご寄付 　法人税の「全額損金」算入

iOS
アプリ

Android
アプリ

「かざして募金」専用サイト

http://www.softbank.jp/corp/csr/donation/instance_01/

寄付金の
種類

法
人
税

所
得
税

個
人
住
民
税

寄付金の
時期

寄付金の
使途

A
赤い羽根共同募金

B
共同募金以外の
寄付金

C
社会福祉法人

（特定公益増進法人）
として

受け入れる寄付金

共同募金運動期間
（10月1日～ 12月31日）

社会福祉法第2条に規定されている社会福祉事
業及び更生保護事業法第2条に規定されている
更生保護事業

左記期間外（左記期間
内であっても受配者指定
のある寄付金も含む）

社会福祉を
目的とする事業

法人税法第37条及び昭和
40年大蔵省告示第154号
第4号

寄付金額から2千円を控除した金額の10％の税額控除

（注）税額控除の適用が受けられる場合があります。詳しくは、各都道府県共同募金会
までお問い合わせください。

法人税法第37条及び昭和
40年大蔵省告示第154号
第4号の2

所得税法第78条及び昭和
40年大蔵省告示第154号
第4号

地方税法第37条の2、第314条の7及び
地方税法施行令第7条の17、第48条の9

地方税法第37条の2、第314条の7及び地方
税法施行令第7条の17、第48条の9並びに
平成2年自治省告示第66号17、第48条の9

所得税法第78条及び昭和
40年大蔵省告示第154号
第4号の2

法人税法第37条

所得税法第78条

随　　時

優遇措置の内容 全額損金算入

所得控除  税額控除

税額控除

寄付金の特別損金算入

根拠法令等

優遇措置の内容

根拠法令等

優遇措置の内容

根拠法令等

※1ソフトバンクのスマホのみ。
※2ソフトバンクのスマホ以外は、一回
　　限りの寄付となります。

※3ソフトバンクのスマホ以外は、クレジットカードでのお支払いとなるため、クレジットカード番号の入力が必要です。
※4寄付の領収書発行はできません。
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羽ちゃんの
幸せの赤い糸！

本会ホームページをリニューアルしました！被災地子どもたちの遊び場（遊具）整備
助成事業の結果報告について

むすび丸ピンバッジで被災地の子どもたちへ
遊具を贈ろう！！

今年も「戦国BASARA4」・「初音ミク」
コラボ資材登場！

～

!!

『日米會話手帳』『間違いだらけのクル
マ選び』といった昭和のベストセラー
を、故・井上ひさし氏が独自の視点から
読み解くことで、当時の時代の風潮を
描き出した名作が復刊。

もう17年も前の作品ですが…。軽い気
持ちで飼い始めた子犬が老いて逝く
までの13年間。ただ溺愛するのではな
く、家族の一員というのとも違う、犬と
人の通い合いに打たれました。

機内誌を読むのは旅のささやかな楽
しみ。ベストセラー作家、浅田次郎62
才が国内外で遭遇した、トランジット
や、チップ、旅にまつわる笑いと感動
の出来事を綴ったエッセイ集。

「ハラスのいた日々」
著 中野孝次（文春文庫）

「完本ベストセラーの戦後史」
著 井上ひさし（文藝春秋）

「パリわずらい
江戸わずらい」
著 浅田次郎（小学館）

「今日も暑いですね。」が挨拶代わりの
毎日が続いていますが、秋は忍足で夏
の後ろから近づいています。今年の秋
は、どんな本を読んで過ごしましょう
か。仙台市内の本屋さんから、今年も
おすすめ書籍の情報が届いています。
秋の夜長をゆったりと心豊かな時間に
してみませんか。

協力：紀伊國屋書店仙台店店長・大作裕秀 協力：あゆみBOOKS書評担当 協力：金港堂

「海老とキノコのアヒージョ」

①えびは殻をむいて背ワタを取り、片栗粉と水少 （々分量外）をもみ込んで、洗い流す。マッシュルームは
ペーパーで汚れを拭き、縦半分に切る。ズッキーニは１cm幅の輪切りにする。

②にんにくはみじん切りにする。赤唐辛子は種を取って小口切りにする。
③小鍋にオリーブ油とにんにくを入れて弱火で熱する。にんにくの香りが出てきたら赤唐辛子、①を加えて
火が通るまで煮る。塩で調味し、お好みで薄切りのバゲットを添えていただく。 

Q.中心の枠の中に漢字を１字入れて、４つの熟語を
完成させてください。

協力：みやぎ生協　いろんなみやぎ生協を見て下さい。
ホームページ http//www.miyagi.coop/　「生協のレシピ」http://www.miyagi.coop/recipe/

　この度、宮城県共同募金会ではホームページを
リニューアルいたしました。
　会報とホームページデザインを一体化させ、新た
に facebook、ツイッターもはじめました。
　各種助成情報はもちろんのこと、宮城県共同募金
会の展開する活動紹介、助成を受けた団体の皆様
からのありがとうメッセージなど、寄付者、助成を受
ける皆様にお楽し
み頂けるサイト作
りを目指します。

　みなさまのお声をお聞かせいただけるアンケートフォーム
なども順次、開設して参りたいと存じます。どうぞご愛顧の
ほどよろしくお願いいたしします。

殻付きえび 12尾
マッシュルーム(生) 8コ
ズッキーニ 1/2本

にんにく 2かけ
赤唐辛子 1本
オリーブ油 1カップ
塩  小さじ１

ひとり、ひとりのやさしさが、 あなたの住む町を、もっと、やさしくしてくれます。
じぶんの町を良くする活動に、

じぶんの町の、やさしい思いを届けます。

❶学生、生糸、生活、一生→生 ❷文書、書物、書道、古書→書

震災により県内の沿岸地域では、子どもたちが楽しく遊
んでいた公園が被災したり、仮設住宅が建設されたりし
てのびのびと遊べる場所が減少しました。さらに仮設住
宅でのくらしは、隣室への物音などに気を使った生活を
余儀なくされ、ストレスを抱える子どもたちが増えてい
ます。共同募金会では、「もっと自由に遊びたい」「子ども
たちが安心・安全に遊べる場所がほしい」と言う声に応
えるため、「むすび丸」とコラボしたピンバッジを作製し
募金の呼びかけを行いました。
全国の皆様のご協力により、計 10,869,789 円の寄付
金が寄せられ、おかげ様で目標額を達成することがで
きました。誠にありがとうございました。
この寄付金は、亘理町にある「長瀞（ながとろ）小学校」
と七ヶ浜町にある「子育て支援センター」の遊び場（遊
具）整備に活用させていただきました。各地では子ども
たちやお母さんたちも参加した遊具選考会が行われ、間
もなく子どもたちが笑顔で遊ぶ光景がみられることと
思います。

昨年につづき赤い羽根運動の啓
発ツールとして、㈱カプコンとク
リプトン・フューチャー・メディ
ア㈱の協力によりコラボ資材が
登場します。未来を担う若い世
代の皆さんに地域の課題を知
り、運動に共感し参加していただ
くことを目的としています。

A.

ありがとうメッセージ

長瀞（ながとろ）小学校

子育て支援センター

喜びの声が
届いてるよ！

Facebookや
ツイッターで最新
の情報も確認
できるね！

糸一

活

学

物古

道

文❶ ❷

ＮＨＫ歳末たすけあい「児童養護施設等普通免許取得支援事業」
このたびは、助成金をいただきありがとうございました。私はアルバイトをしていたのですが、
貯めたお金で自動車学校に通うか悩んでいました。その時に今回の助成金のお話をもらい、通
うことを決めることができました。免許を取るために勉強や技能学習も頑張りました。その分
免許を取れた時はとてもうれしかったです。これから自動車に乗る時には、自動車学校で学ん
だことを生かして絶対に事故など起こさないと決心しました。きちんと交通ルールを守ること
を意識しながら、行動範囲も広がるので車で色々な地域に行って、たくさんの人と出会い、色々
な経験をしていけたらいいと思います。本当にありがとうございました。

赤い羽根ＮＰＯ・ボランティアサポート募金「住民支え合い活動助成事業」
団体名：方言を語り残そう会（名取市）
名取市内の仮設住宅で方言を使ったミュージカル「桃太郎とゆかいな仲間達」を行いまし
た。おなかをかかえて笑っている方もおり、仮設暮らしでのストレス発散になったとの声をい
ただきました。私達は、仮設住宅にお住まいの方々全員が新しい道を見つけてほしいと願い
活動しています。助成金により活動できましたことに感謝申し上げます。

被災地の子どもたちの支援のため、
今年も「むすび丸ピンバッジ募金」を行
います。只今デザイン選考中！どんな
デザインになるか楽しみです。この募
金は制作費を除き、被災地での遊び場
（遊具）整備に活用いたします。子ども
たちへ笑顔を届けるため引き続きご協
力いただきます様お願い申し上げます。 ⓒCrypton Future Media,INC. 
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