
全国５２，０００人のボランティア救助員の活動を支えています。

　青い羽根募金活動は周年実施していますが、本年度も、特に「海の日」を中心に７月から
８月までの２か月間を「青い羽根募金強調期間」として、全国の道府県水難救済会と協力
し、積極的に募金活動を実施しました。
　全国の多くの皆様方から青い羽根募金の趣旨へのご賛同と暖かいご支援をいただくと
ともに、海上保安庁、防衛省等関係省庁をはじめ、自治体、企業、団体等からもご支援をい
ただきました。特に、防衛省の陸上、海上及び航空自衛隊の隊員の皆様や海洋少年団並び
に学校生徒会等の皆様には募金活動に多大なご協力をいただき御礼申し上げます。

　平成３０年7月２４日、午後０時１５分から東京千代田
区平河町の海運ビルで、平成３０年度「海の日」海事関係
功労者祝賀会が開催され、日本水難救済会は、公益財団
法人海事広報協会のご協力を得て「青い羽根募金活動」
を行いました。

　平成３０年７月２５日のお昼休みの時間帯、東京都千
代田区日比谷公園において行われた「海上保安庁音楽
隊野外コンサート」、また、平成３０年１１月８日午後7時
から、東京芸術劇場コンサートホールにて行われた海上
保安制度創設７０周年、海上保安庁音楽隊３０周年記念
「海上保安庁音楽隊第２５回定期演奏会」のそれぞれの
会場において日本水難救済会は、海上保安庁のご協力
を得て、「青い羽根募金活動」を行いました。 

■京都府水難救済会

　平成３０年１０月２０日（土)、第八管区海上保安本部主
催による「ＪＣＧフェスタin舞鶴２０１８」が行なわれ、舞鶴
海上保安部所属ヘリコプター搭載型巡視船搭載型「だい
せん」において、京都府水難救済会石川事務局長のほか、
同フェスタに招待された舞鶴海洋少年団（団員１１名）の
皆さんのご協力を得て青い羽根募金活動を行いました。 
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「海の日」海事関係功労祝賀会での青い羽根募金活動

東京芸術劇場で実施された海上保安庁音楽隊
第25回定期演奏会での青い羽根募金活動

日比谷公園で実施された海上保安庁音楽隊野外コンサートでの青い羽根募金活動

各地の青い羽根募金活動

平成30年度 青い羽根募金活動

「JCGフェスタin舞鶴2018」（第八管区海上保安本部主催）において舞鶴海上保安部所属ヘリコプター搭載型巡視船「だいせん」にて
青い羽根募金活動に協力していただいた舞鶴海洋少年団の団員の皆様

巡視船だいせん船上で募金活動にご協力をいただいた舞鶴海洋少年団の皆様

■愛知県水難救済会

　平成３０年１０月２０日、２１日の両日、海上保安制度創
設７０周年と灯台１５０周年を記念し、第四管区海上保安
本部総合訓練が名古屋港で行われ、愛知県水難救済会
は、名古屋海上保安部所属ヘリコプター搭載型巡視船
「みずほ」において、青い羽根募金活動を行いました。
　また、平成３０年１０月２８日（日)、愛知県と東浦町の共
催により愛知県・東浦町津波・地震防災訓練が東浦町営
グランドなどで開催され、愛知県水難救済会は救命資器
材を防災展示ブースに出展するとともに、青い羽根募金
啓発活動を行いました。

巡視船みずほ
格納庫での
青い羽根募金活動

救命資器材の
展示と青い羽根
募金啓発活動
(右が愛知県水
難救済会吉川
会長、左は坂口
事務局長)

■大分県水難救済会

　平成３０年７月１６日（月）の「海の日」に併せて、大分
海洋少年団の皆さんのご協力を得て大分市の中心街に
ある「大分明野アクロス」とJR大分駅「ときは百貨店」前
において、青い羽根募金活動を行ないました。大分市の
皆さんに募金活動とともに「青い羽根募金」の紹介も併
せて行いました。

街頭で募金活動にご協力をいただいた大分海洋少年団の皆様

■特定非営利活動法人 長崎県水難救済会

イベント会場で
募金活動に
ご協力いただいた
長崎海洋少年団の皆様

　平成３０年７月２８日、２９日の両日、長崎みなとまつり
が開催され、初日のイベントのひとつとして海事関係者
による海上パレードが行われました。
　海上パレードは平成８年に『海の日』が制定されて以来、毎
年行なわれているもので、長崎の海事関係者による数十隻
の船舶を動員して執り行われており、長崎港をパレードしな
がら海事思想の普及と海への感謝の意を表わす行事です。
　長崎県水難救済会は、このイベント行事に併せ長崎海洋
少年団のご協力を得て、青い羽根募金活動を行いました。
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青い羽根募金の月別実績額（全水難救済会）

4月募金実績
3,855
3,964
4,483

28年度
29年度
30年度

5月募金実績
2,654
3,210
3,228

6月募金実績
5,199
5,378
4,937

7月募金実績
13,909
13,978
14,560

8月募金実績
13,854
13,706
13,582

9月募金実績
13,946
13,869
11,613

10月募金実績
11,764
9,627
10,555

11月募金実績
5,829
6,136

12月募金実績
7,105
6,823

1月募金実績
4,458
4,876

2月募金実績
3,599
3,177

3月募金実績
3,562
3,428

　全国津々浦々で活躍する約52,000人の民間ボランティア救助員が、効果的かつ安全な海難救助を行なうた
めには、常日頃から組織的な訓練を行なうとともに、ライフジャケットやロープなど救助資機材の整備、救助船の
燃料などが必要となります。
　このため、公益社団法人日本水難救済会では、海上保安庁のご指導により昭和２５年から「青い羽根募金」を開
始し、こうした民間ボランティア救助員の救難活動に必要な資金を確保するため全国の一般市民や企業の皆様方
に募金をお願いしております。
　「青い羽根募金」は、公益社団法人日本水難救済会のホームページ（http://www.mrj.or.jp/index.html）か
ら「インターネット募金」をする方法や「青い羽根募金」口座に直接振り込む方法等のほか、清涼飲料水を購入す
ることにより、売上金の一部が自動的に「青い羽根募金」として寄附される「青い羽根募金自販機」を利用する方
法もあります。
　皆様方のご支援ご協力をお願いいたします。

■「青い羽根募金支援自販機」が新たに設置されました。

■若築建設株式会社 様

　特定非営利活動法人　長崎県水難救
済会に、今年度、新たに平戸文化セン
ター（平戸市役所）をはじめ長崎造船株
式会社、戸田建設株式会社及び若築建
設株式会社の皆様方のご協力とご厚情
のもと、「青い羽根募金支援自販機」を
それぞれ1台、計４台設置されました。
　なお、長崎県水難救済会では、これを
含め合計６４台の「青い羽根募金支援自
販機」が設置されています。

　公益社団法人 日本水難救済会は、「青い羽根募金支援自販機」の全国的な普及促進を図っております。
　平成３０年１２月末現在、全国で合計６93台が設置されています。

各地の「青い羽根募金支援自販機」設置活動 「青い羽根募金」にご協力をいただいた企業・団体等に感謝状を贈呈

　皆様のご支援により、平成３０年４月から１０月末までに、累計６２,９６２,０１１円の募金をいただきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下図「青い羽根募金実績」参照）

平成30年度「青い羽根募金」の状況

平成30年6月2日
長崎造船株式会社に設置

戸田建設株式会社
平成30年7月26日
新長崎警察署
新築工事現場に設置

平成30年7月30日
若築建築株式会社

大島馬込作業所に設置

（千円）

（千円）

　平成30年11月5日、若築建設株式会社
東京本社において、同社代表取締役社長 五
百蔵様（写真右から二人目）へ加賀谷常務
理事（写真右）から日本水難救済会会長感
謝状と事業功労有功盾を贈呈しました。

■三光海運株式会社 様

　平成30年11月5日、三光海運株式会社
において、同社代表取締役社長 髙田様（写
真中央）へ加賀谷常務理事（写真左）から日
本水難救済会会長感謝状と事業功労有功
盾を贈呈しました。

■株式会社湘南なぎさパーク 様

　平成30年11月9日、株式会社湘南なぎ
さパークにおいて、湘南港管理部長 山口様
（写真右から二人目）へ加賀谷常務理事（写
真左）から日本水難救済会会長感謝状と事
業功労有功盾を贈呈しました。

■海上自衛隊横須賀地方総監部 様

　平成30年11月6日、海上自衛隊横須賀
地方総監部において、渡邉総監（写真左）
へ菊井理事長（写真右）から日本水難救済
会会長感謝状と事業功労有功盾を贈呈し
ました。

■航空自衛隊入間基地 様

　平成30年11月16日、陸上自衛隊入間
基地において、影浦司令（写真右）へ加賀
谷常務理事（写真左）から日本水難救済会
会長感謝状と事業功労有功盾を贈呈しま
した。

■航空自衛隊十条基地 様

　平成30年11月16日、航空自衛隊十条
基地第２補給処において、西 十条支処長兼
十条基地司令（写真右）へ加賀谷常務理事
（写真左）から日本水難救済会会長感謝状と
事業功労有功盾を贈呈しました。

■陸上自衛隊補給統制本部、十条駐屯地 様

　平成30年11月20日、陸上自衛隊補給統
制本部、十条駐屯地において、山内補給統制
本部長兼十条駐屯地司令（写真中央）へ加賀
谷常務理事（写真右）から日本水難救済会会長
感謝状と事業功労有功盾を贈呈しました。

■陸上自衛隊練馬駐屯地 様

　平成30年11月7日、陸上自衛隊練馬駐
屯地において、佐藤司令（写真中央）へ加
賀谷常務理事（写真左）から日本水難救済
会会長感謝状と事業功労有功盾を贈呈し
ました。

■明治大学付属中野八王子中学高等
　学校生徒会福祉委員会 様

　平成30年11月22日、明治大学付属中
野八王子中学高等学校において、生徒会福
祉委員会の皆様へ加賀谷常務理事（写真
左）から日本水難救済会会長感謝状と事業
功労有功盾を贈呈しました。

■ＳＧホールディング株式会社 様

　平成30年11月15日、ＳＧホールディン
グ東京事務所において、同社取締役（管
理・統制担当）笹森様（写真右）へ加賀谷常
務理事（写真左）から日本水難救済会会長
感謝状と事業功労有功盾を贈呈しました。

■鹿島建設株式会社 様

　平成30年11月20日、鹿島建設株式会
社東京土木支店において、同社常務執行役
員・支店長 風間様（写真中央）へ加賀谷常
務理事（写真右）から日本水難救済会会長
感謝状と事業功労有功盾を贈呈しました。

■東洋建設株式会社 様

　平成30年12月5日、東洋建設株式会社
本社において、同社代表取締役社長 武澤
様（写真中央）へ加賀谷常務理事（写真左）
から日本水難救済会会長感謝状と事業功
労有功盾を贈呈しました。
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