
被災地の救済関係に伴う対応について（民間）

種類 相手先県名・市町村名 主体者 実施期日または予定日 概要

1 救援物資等の送付 避難者
団体（JAかなが
わ西湘）

平成23年3月～4月
松田町寄地区に避難している被災者に、朝ドレファーミ♪より新鮮野
菜を寄付。

2 救援物資等の送付
福島県会津若松市（救援物資
集積所）

団体（ 小田原箱
根商工会議所青
年部　）

平成23年3月17日　～
3月20日

日本商工会議所青年部連合会や現地の商工会議所青年部との連
携による物資支援（呼び掛け3/17～19、輸送3/18～19）。

3 救援物資等の送付

福島県・宮城県：会津若松商工
会議所に集積
岩手県：奥州商工会議所に集
積
青森県：八戸市防災危機管理
課に集積

小田原箱根商工
会議所小田原青
年部

平成23年3月19日
（土）正午まで

日本商工会議所青年部の取組みの一環。新品毛布のみを募集。

4 救援物資等の送付
宮城県気仙沼市、福島県郡山
市

民間（湘南ベル
マーレ　）

平成23年3月22日、26
日、29日、4月2日

○3月22日、29日、4月2日　湘南ベルマーレのスポンサー、関係者に
支援物資の募集を行い、被災地で支援活動を行なっている提携団体
ＮＧＯ団体ピースウィンズ・ジャパンに支援物資を輸送。
○3月26日　チャリティイベント内で、支援物資の募集。

5 救援物資等の送付 宮城県気仙沼市 報徳二宮神社
平23年3月30日～31
日

報徳二宮神社・会館職員が中心となり支援物資を送付。

6 救援物資等の送付 宮城県気仙沼市
団体（ 小田原箱
根商工会議所青
年部　）

平成23年4月1日　～
4月3日

小田原箱根商工会議所青年部単独による支援物資を提供。

7 救援物資等の送付
団体（財団法人小
田原市体育協会）

平成23年4月6日
○救援物資等の送付（準備）
 　(1) 神奈川県へ救援物資の登録

8 救援物資等の送付 日本水道協会 未定
　全国の上水道事業者を取りまとめている組織「社団法人　日本水
道協会」からの要請が合った場合、被災地が必要としている物資や
人員等について、可能な限り対応する。
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9 義援金等の募集 日本赤十字社
団体（JAかなが
わ西湘）

平成23年３月～４月
○日本赤十字を通じて義援金を寄付
○４月末まで役職員・組合員からの募金活動中

10 義援金等の募集
団体（日本赤十字
社）

平成23年3月13日　～
実施中

日本赤十字社の義援金箱をカウンターに設置。

11 義援金の募集
小田原青果商業
協同組合

平成23年3月15日～4
月末日

事務所内に募金箱を設置
休市日以外に受付

12 義援金等の募集
未定（日本青年会議所、日本
赤十字経由等）

団体（ （社）小田
原青年会議所　）

平成23年3月16日　～
4月30日

○アークロードにおける募金活動。
○（社）小田原青年会議所事務局前及び市内飲食店等に募金箱設
置。

13 義援金の募集
団体（小田原市自
治会総連合）

平成23年3月17日～4
月28日

自治会加入者に向けて義援金の協力を文書で依頼。
自治会総連合でまとめた義援金は、日本赤十字社を通じて、被災地
に寄付する。

14 義援金等の募集
団体（ 小田原箱
根商工会議所青
年部　）

平成23年3月17日　～
3月20日

災害義援募金の呼び掛け。

15 義援金等の募集
団体（小田原市職
員互助会）

平成23年3月18日 日本赤十字社に義援金を寄付。

16 義援金等の募集 日本赤十字社
民間（湘南ベル
マーレ　）

平成23年　3月19日、
23日、26日、4月10
日、13日

○3月19日　チャリティイベント内にて義援金募金活動。
○3月23日　湘南ベルマーレ活動区域、神奈川県7市3町の主要駅に
て選手・スタッフによる募金活動。
○3月26日　チャリティイベント内にて義援金募金、オークションによ
る義援金への寄付。
○4月10日　練習試合会場にて義援金募金活動。
○4月13日　練習試合会場にて義援金募金活動。

17 義援金等の募集
福祉政策課を通じて日本赤十
字社神奈川県支部長へ

民間（株式会社小
田原衛生美化
サービス）

平成23年3月21日　～
3月31日

被災地出身の従業員がいることから、従業員により自主的に社内で
義援金の募集を実施した。
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18 義援金等の募集 政府窓口へ
団体（ 小田原市
商店街連合会　）

平成23年3月26日　～
4月1日

○「東日本大震災義援・北條六斎市」を開催し、会場内に募金箱を設
置。商店会や企業から義援金を募集。

19 義援金等の募集
全漁連を通じて日本赤十字社
へ

団体（小田原市漁
業協同組合他）
民間（（株）小田
原魚市場）

平成23年3月26日～4
月10日

○小田原市漁業協同組合において、組合員及びイベントで義援金を
集めた。
○（株）小田原魚市場において、社員及び買受人から義援金を集め
た

20 義援金等の募集 日本赤十字社

団体（小田原城
ミュージックスト
リート実行委員
会・錦通り商店会
共催）

平成23年3月27日

○「被災地支援チャリティーコンサート絆」
錦通り商店街でストリートライブを行い、義援金を集めた。
また、錦通り商店街協同組合が「北條ストリ－トマルシェin錦」を同時
開催、義援金を集めた。

21 義援金等の募集
団体（小田原市職
員互助会）

平成23年3月30日　～
『頑張れ東北』ストラップを販売し、売り上げを義援金として日本赤十
字社を通して被災地へ寄付する。

22 義援金の募集 気仙沼市 報徳二宮神社 平23年4月1日～ 各種支援事業を推進するための義援金を募集。

23 義援金の募集
団体（財団法人小
田原市体育協会）

義援金の募集　平成
23年4月6日～4月20
日
募金活動　　平成23年
5月頃～秋

○義援金等の募集
・(財)神奈川県体育協会から義援金の協力依頼があり、(財)小田原
市体育協会として義援金の募集を実施した。
・(財)小田原市体育協会として、理事及び各加盟団体に義援金の協
力を依頼した。
・今後、本協会及び加盟団体が実施するスポーツイベント等の際に
募金箱を設置して、広く参加者等から義援金を募る予定。

24 義援金等の募集
団体（神奈川フィ
ルハーモニー管
弦楽団）

平成23年4月12日

○市役所２階談話ロビーにて「神奈川フィルのメンバーによる東北復
興支援チャリティコンサート」を開催し、募金を集めた。
　募金は、神奈川新聞厚生文化事業団を通じて、日本赤十字社神奈
川県支部に届けた。

25 義援金等の募集
民間（ヤオマサ
（株））

平成23年4月13日

スーパーヤオマサ各店舗に設置した募金箱に集まった募金と、ヤオ
マサ株式会社の売り上げの一部を義援金として、日本赤十字社神奈
川県支部小田原市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ
届けた。
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26 義援金等の募集
福祉政策課を通じて日本赤十
字社へ

民間（「九期会」
シルバー大学卒
業生の集まり）

平成23年4月14日
九期会（シルバー大学卒業生の集まり）の総会の時に義援金を集め
た。

27 義援金等の募集

団体（小田原青果
商業協同組合、
小田原青果株式
会社、小田原中
央青果株式会社）

平成23年4月22日 従業員等関係者から、東日本大震災の義援金を集めて寄付した。

28 義援金等の募集
団体（日本競輪選
手会神奈川支部
小田原地区）

平成23年4月23日～
26日

小田原競輪場内及び小田原駅東西自由通路において、日本競輪選
手会神奈川支部小田原地区所属の選手たちを中心に募金活動を実
施し、集められた募金は日本競輪選手会神奈川支部を通して、被災
地へ寄付する。

29 義援金等の募集
団体（小田原市障
害者地域作業所
連絡会）

平成23年4月25日
小田原市障害者地域作業所連絡会会員の８事業所の募金活動によ
り集められた義援金を、日本赤十字社神奈川県支部小田原市地区
（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。

30 義援金等の募集
団体（湘南競輪従
業員組合）

平成23年4月26日
小田原競輪場の従業員で構成する「湘南競輪従業員組合」から小田
原市公営事業部長へ義援金を手渡した。
義援金は、日本赤十字社を通して被災地へ寄付する。

31 義援金等の募集
団体（小田原酒販
協同組合）

平成23年4月27日 「小田原梅わいん」の売上の一部を義援金として寄付した。

32 義援金等の募集
団体（がんばれ東
北物産展実行委
員会）

平成23年4月29日～5
月1日

「がんばれ東北物産展」を開催し、東北地方から買い付けた生鮮品
やお菓子などの加工品を販売し、売り上げの一部を義援金として
送った。

33 義援金等の募集
団体（小田原市自
治会総連合）

平成23年5月9日 自治会加入者から義援金を募り寄付した。

34 義援金等の募集
団体（西湘囲碁文
化同好会）

平成23年5月9日
平成23年5月4日に開催した「小田原北条五代祭り囲碁大会」の参加
費の一部や、参加者等からのチャリティ金を義援金として、日本赤十
字社神奈川県支部小田原市地区へ寄付。
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35 義援金等の募集
団体（小田原市老
人クラブ連合会）

平成23年5月18日 老人クラブ会員から、義援金を募り寄付した。

36 義援金等の募集
団体（１２区自治
会（１２区祭典実
行委員会））

平成23年5月23日 祭典の収益金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。

37 義援金等の募集
団体（酒匂信和
会）

平成23年5月26日

会の経費から捻出したものと会員からの募金を、福島県相馬市震災
孤児への義援金として寄付。
※「酒匂信和会」とは、さがみ信用金庫の酒匂支店とその取引先企
業の経営者で組織される団体

38 義援金等の募集
シャンソン教室
「小田原コパン・
ド・ラ・シャンソン」

①平成23年5月27日
②平成23年12月21日

①5月1日に行われた小田原コパン・ド・ラ・シャンソン鎌田佳代子代
表のコンサート及び5月22日に行われた生徒皆さんによる発表会で
の募金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。
②11月6日に開催された「シャンソン＆ポピュラーフェスティバルinお
だわら」のほか、8月28日に開催のジャズライブ、教室の勉強会など
で集めた募金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄附。

39 義援金等の募集
団体（鴨宮信和
会）

平成23年5月30日
会の経費から捻出したものと会員からの募金を、義援金として寄付。
※「鴨宮信和会」とは、さがみ信用金庫の鴨宮支店、南鴨宮支店、豊
川支店の３支店とその取引先企業の経営者で組織される団体

40 義援金等の募集
団体（大稲荷神社
氏子町内及び氏
子神輿会）

平成23年6月2日
２つの氏子団体にて集めた義援金を、日本赤十字神奈川県支部小
田原市地区へ届けた。

41 義援金等の募集
団体（千代中学校
昭和26年卒業同
期　八千代会）

平成23年6月7日
同窓会にて募った募金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として
寄付。
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42 義援金等の募集
団体（北条手作り
甲冑隊）

平成23年6月9日
小田原城城址公園銅門周辺で武者（甲冑姿）に扮して観光案内や記
念撮影のサービスを行う小田原城門番事業にあわせ、来園者から
募った募金を義援金として寄付。

43 義援金等の募集
団体（小田原法人
会川東支部）

平成23年6月10日
チャリティーゴルフにより集めた義援金を、福島県相馬市震災孤児へ
の義援金として寄付。

44 義援金等の募集
団体（ガールズバ
ンド「リトルスター
ズ」）

平成23年6月10日
相馬市の震災孤児支援のため、野外音楽イベント「おだわら青空ライ
ブ」にて集めた義援金を寄付。

45 義援金等の募集
団体（小田原市土
木建設協同組合）

平成23年6月13日
組合の経費等の一部を義援金として、日本赤十字神奈川県支部小
田原市地区へ届けた。

46 義援金等の募集
民間（小田原ラス
カ）

平成23年6月14日
5月21日に市民会館で開催された小田原ラスカチャリティコンサート
「ミューズたちの饗宴」により集まった義援金を、福島県相馬市震災
孤児への義援金として寄付。

47 義援金等の募集
団体（城北中学校
ＰＴＡ）

平成23年6月20日
5月28日に開催されたＰＴＡバザーの収益金の一部及び寄附金を、福
島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。

48 義援金等の募集
団体（気付きの種
まきプロジェクト）

平成23年6月22日
団体の活動の中で集めたお金を、福島県相馬市震災孤児への義援
金として寄付。

49 義援金等の募集
団体（ＮＰＯサー
クルみんなのとら
さん食堂）

平成23年6月22日
団体の活動の中で集めたお金を、福島県相馬市震災孤児への義援
金として寄付。
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50 義援金等の募集
民間（（株）工務
ハナオカ・安全衛
生協力会）

平成23年7月4日
震災直後から設置した募金箱に集まった募金のほか、会議等の場で
集まった義援金を福島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。

51 義援金等の募集
民間（ヤオマサ
（株））

平成23年7月6日
スーパーヤオマサ各店舗に設置した募金箱に集まった募金を義援金
として、日本赤十字社神奈川県支部小田原市地区（小田原市役所福
祉健康部福祉政策課）へ届けた。

52 義援金等の募集
民間（（株）ダイナ
シティ）

平成23年7月7日
ダイナシティのお客様の募金等を義援金として、日本赤十字社神奈
川県支部小田原市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ
届けた。

53 義援金等の募集
団体（小田原音楽
連盟、社協土曜
手話クラブ）

平成23年7月25日～
29日

東北復興支援チャリティーウィークとして、市役所のロビーにてミニコ
ンサートを5日間開催。
会場にて、募金を募り東日本大震災義援金として寄付。

54 義援金等の募集
団体（小田原遊技
場組合）

①平成23年5月11日
②平成23年7月19日
③平成23年9月14日
④平成23年12月16日
⑤平成24年2月8日

同組合に加盟している各ホールに設置した募金箱に集まった募金
を、東日本大震災義援金として日本赤十字社神奈川県支部小田原
市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。

55 義援金等の募集
相洋中学校
相洋高校

①平成23年7月8日
②平成23年12月20日

①5月14日に開催した、東日本大震災復興支援「相洋中高チャリ
ティーコンサート」～今ボクたち、ワタシたちにできること！～の参加
者、明徳学園及び明徳学園各後援団体から集められた義援金を、東
日本大震災義援金として日本赤十字社神奈川県支部小田原市地区
（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。
②相洋高校から、9月に実施した文化祭で出店した模擬店などで得
られた収益を、東日本大震災義援金として日本赤十字社神奈川県支
部小田原市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。

56 義援金等の募集
団体（国際ソロプ
チミスト小田原）

平成23年7月19日
6月15日に開催された国際ソロプチミスト小田原認証４０周年記念式
典において募った募金に、ソロプチミストからの義援金を含めて、福
島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。



被災地の救済関係に伴う対応について（民間）

種類 相手先県名・市町村名 主体者 実施期日または予定日 概要

57 義援金等の募集
団体（小田原奇術
クラブ）

平成23年7月27日
７月10日に開催した第２０回マジックフェスティバルにて集まった募金
を、義援金として日本赤十字社神奈川県支部小田原市地区（小田原
市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。

58 義援金等の募集
団体（酒匂１区自
治会）

平成23年8月2日
7月30日に開催した納涼夏祭りにおいて募った義援金を、福島県相
馬市震災孤児への義援金として寄付。

59 義援金等の募集
団体（ルミナス・ク
ワイヤー）

①平成23年8月4日
②平成23年9月13日
③平成23年10月20日
④平成24年2月8日

①7月に行ったライブにおいて募った義援金を、福島県相馬市震災孤
児への義援金として寄付。
②8月7日の「小田原みなとまつり」及び9月4日のダイナシティウィー
クにて募った義援金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄
付。
③10月16日の「小田原城ミュージックストリート」に出演した際に募っ
た義援金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。
④1月29日に行ったライブにおいて募った義援金を、福島県相馬市震
災孤児への義援金として寄付。

60 義援金等の募集
団体（矢作神輿
会）

平成23年8月5日
中止になった祭りの経費の一部を義援金として、日本赤十字社神奈
川県支部小田原市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ
届けた。

61 義援金等の募集
団体（酒匂２区自
治会）

平成23年8月5日
7月30日に実施した、チャリティー夏祭りバーべキュー大会において
集めた義援金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。

62 義援金等の募集
団体（学校前子ど
も会）

平成23年8月9日
8月6日に桜井小学校で行なわれた「金次郎桜井まつり」において集
めた義援金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。

63 義援金等の募集
民間（創作中華寅
蔵）

平成23年9月5日
店内に設置した募金箱に集められたものと、売上げの一部を義援金
として、日本赤十字社神奈川県支部小田原市地区（小田原市役所福
祉健康部福祉政策課）へ届けた。



被災地の救済関係に伴う対応について（民間）

種類 相手先県名・市町村名 主体者 実施期日または予定日 概要

64 義援金等の募集
民間（Justice
Corporation）

平成23年9月18日
Justice Corporationが主催するコスプレイベントにおいて集めた義援
金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。

65 義援金等の募集
団体（下府中自治
会）

平成23年9月22日
７月末～8月にかけて、16の単位自治会にて開催した納涼大会にお
いて集めた義援金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄
付。

66 義援金等の募集
民間（小田原セレ
モニーホール）

①平成23年10月13日
②平成23年11月14日

①10月に開催した施設見学会の参加者から募った募金を、東日本
大震災義援金として日本赤十字社神奈川県支部小田原市地区（小
田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。
②11月6日に開催したチャリティーコンサートの入場料と当日設置し
た募金箱に集められた義援金を、日本赤十字社神奈川県支部小田
原市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。

67 義援金等の募集
団体（千代中学校
ＰＴＡ）

平成23年10月26日
バザーや運動会、会員交流会等の場において集めた義援金を、福
島県相馬市震災孤児への義援金として寄付。

68 義援金等の募集
団体（小田原茶道
連盟）

平成23年10月26日
9月11日に実施した、小田原城茶会に設置した募金箱に集められた
ものなどを義援金として、日本赤十字社神奈川県支部小田原市地区
（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。

69 義援金等の募集
民間（株式会社山
安）

平成23年11月1日
例年、小田原市ふるさとみどり基金に寄附していたものを、震災支援
として福島県相馬市震災孤児への義援金として寄附。

70 義援金等の募集 横山　和男氏 平成23年11月2日
カラオケ講師である横山氏が10月23日に開催した、カラオケイベント
の再に募った募金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄
附。

71 義援金等の募集
団体（小田原市社
会福祉協議会）

平成23年11月16日
11月13日に開催された「みんなで鳴らそう復興の足音、粋・生きまつ
り」で集めた募金を、福島県相馬市震災孤児への義援金として寄附。



被災地の救済関係に伴う対応について（民間）

種類 相手先県名・市町村名 主体者 実施期日または予定日 概要

72 義援金等の募集
団体（小田原高校
PTA広報委員会）

平成23年11月16日
小田原祭において同校の樹叢等のポストカードを販売し、その売り上
げを福島県相馬市震災孤児への義援金として寄附。

73 義援金等の募集 石渡　武夫氏 平成23年11月30日
石渡氏が開いた「石渡武夫　木版画展－「奈良百点」シリーズ他」を
大震災チャリティ展と位置づけ、その売り上げを福島県相馬市震災
孤児への義援金として寄附。

74 義援金等の募集
民間（湘南ステー
ション株式会社）

平成23年12月5日
数回にわたりチャリティコンサートを実施しており、このたびのチャリ
ティーコンサートの売り上げを、福島県相馬市震災孤児への義援金
として寄附。

75 義援金等の募集
民間（白梅ライオ
ンズクラブ）

平成23年12月16日
11月20日に「佐治博士の特別講義」を開催した際に、会場で募った
被災者救助募金と白梅ライオンズクラブメンバー事業所で集められ
た義援金を福島県相馬市震災孤児への義援金として寄附。

76 義援金等の募集
民間（株式会社東
海ビルメンテナン
ス）

平成23年12月19日
同社の従業員の皆様からと、会社からの義援金を日本赤十字社神
奈川県支部小田原市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）
へ届けた。

77 義援金等の募集
和菓子処「味樂
庵」社長　室伏
昇氏

平成23年12月19日

室伏さんが出版した著書「生き残った鉄道隊　泥土の中の地と汗の
記録」の販売収益を、東日本大震災義援金として日本赤十字社神奈
川県支部小田原市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ
届けた。

78 義援金等の募集 山王小学校 平成23年12月22日
9月より児童会が募金を行い、児童、保護者、地域の皆さんから集め
られたものを、東日本大震災義援金として日本赤十字社神奈川県支
部小田原市地区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。

79 義援金等の募集
麻薙瑠伽ちゃん
麻薙黎晏くん

平成23年12月28日
自分たちがクリスマスプレゼントを貰うかわりに、被災地へ寄付をし
たいとの気持ちから、相馬市震災孤児等支援金へ寄附。



被災地の救済関係に伴う対応について（民間）

種類 相手先県名・市町村名 主体者 実施期日または予定日 概要

80 義援金等の募集
団体（小田原少年
少女合唱隊）

平成24年1月5日
平成23年12月18日に小田原市民会館で開催した、クリスマスチャリ
ティーコンサートで募った募金を、福島県相馬市震災孤児への義援
金として寄附。

81 義援金等の募集
民間（社会福祉法
人　　潤生園）

平成24年1月10日
潤生園に設置している義援金箱に集まった募金を、福島県相馬市震
災孤児への義援金として寄附。

82 義援金等の募集
団体（劇団こゆる
ぎ座）

平成24年1月11日
平成23年10月29日、30日に小田原市民会館で開催した、第59回（震
災復興支援）公演（演目「元禄棟割長屋」）で募った募金を、福島県相
馬市震災孤児への義援金として寄附。

83 義援金等の募集 新玉小学校 平成24年2月2日

同校3年生の児童7名が、被災地で同じ海の近くに住み津波被害で
困っている方々の力になりたいと募金活動を開始し、集まった募金を
東日本大震災義援金として日本赤十字社神奈川県支部小田原市地
区（小田原市役所福祉健康部福祉政策課）へ届けた。

84
被災地への人的派
遣・応援活動

宮城県気仙沼市
団体（ 小田原箱
根商工会議所青
年部　）

平成23年4月1日　～
4月3日

小田原箱根商工会議所青年部単独による炊き出し。

85
被災地への人的派
遣・応援活動

福島県いわき市、福島市
民間（湘南ベル
マーレ　）

平成23年　4月2日、7
日、16日、18日

○湘南ベルマーレのスポンサーと共に、被災地で炊き出しの実施
　4月2日：いわき市避難所
　4月7日：いわき市高久小学校
　4月16日：福島市十六沼公園
　4月18日：いわき市豊間
○4月16日　福島市十六沼公園で避難所に暮らす小学生向けにサッ
カー教室の実施

86
・被災地への人的派
遣・応援活動

岩手県釜石市ほか
民間（（株）メガネ
スーパー）

平成23年4月9日～15
日

「検眼車」において視力測定を実施のうえで、メガネ・老眼鏡の提供。
メガネの調整・簡易修理・相談を実施。

87
被災地への人的派
遣・応援活動

福島県相馬市
団体（小田原市社
会福祉協議会）

平成23年5月10日～6
月27日

小田原市と連携して、福島県相馬市に土砂のかき出しや家屋の清掃
などを行うため、災害ボランティアを募集・派遣した。



被災地の救済関係に伴う対応について（民間）
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88
・被災地への人的派
遣・応援活動

福島県相馬市
団体（報徳の森プ
ロジェクト）

平成23年12月13日～

被災地への木造コミュニティ施設の設置などの支援として、
○クリスマスツリー（モミの木・約８m×１本、ドイツトウヒ・約２ｍ×２本）の寄
贈
○仮設住宅のコミュニティー施設へ防寒対策用の小田原原産木材の寄贈
○NPO法人相馬はらがま朝市クラブ主催の朝市の支援、賑わい創出支援
○小田原の物産品（かまぼこ、みかん等）、工芸品等の提供　などを実施

89
・義援金等の募集
・被災地への人的派
遣・応援活動

福島県南相馬市

団体（小田原城
ミュージックスト
リート実行委員
会・
小田原おでん会
共催）

平成23年4月2日～4
月3日

小田原おでん「～東北関東大震災に支援を～」
城址公園でチャリティーコンサートを行い、集まった義援金を元手に
で「おでんカー」を使い、おでんを届けた。

90
・義援金等の募集
・被災地への人的派
遣・応援活動

福島県相馬市
団体（ 小田原お
でん有志の会　）

平成23年4月2日　～
4月3日

○「小田原おでんで東北関東大震災被災地へ支援を！」を開催し、
会場内に募金箱を設置し来場者や出店者から義援金を募集。【再
掲】
○おでんを炊き出し【再掲】

91

・救援物資等の送付
・義援金等の募集
・被災地への人的派
遣・応援活動

福島県相馬市・南相馬市

団体（小田原城
ミュージックスト
リート実行委員
会・
ダイナシティ・商
店街連合会共催）

平成23年4月9日

「東日本大震災復興支援小田原チャリティーコンサート
『とどけ！元気、笑顔、音楽の輪』」
ロビンソンキャニオンステージでコンサートを行い、集まった義援金で
曽我の梅干を購入し、加藤市長自ら相馬市・南相馬市へ届けた。

92
・救援物資等の送付
・被災地への人的派
遣・応援活動

福島県南相馬市
団体（小田原歯科
医師会）

平成23年3月16日～
20日

○歯ブラシ1,000本を小田原市に寄託
○震災で亡くなられた方たちの身元確認のため、歯形を作成する活
動に携わった。


