ハハトコ東北基金 2013年～2018年9月30日時点での基金使用報告
項目

基金総額： 74,114,156円

年月
2013.5

内容
大船渡仮設住宅、全1800世帯
お母さんへのプレゼント代の一部として

喜びの声
備考
仮設住宅支援員の方より（お葉書抜粋）
住人の方は「今年もいただけるの？！」と言って大変喜んでいま
した。今、仮設住宅に赤い色を誇らしげに凛と咲いています。
1,315,747円 住民の方より（お手紙抜粋）
当日の様子
やっと私の感謝の気持ちをつたえる事が出来ました。 ほんとうに
ありがとうございました。今年は5月8日にカーネーションが届きま
した。皆様もお体を大切にしてください。

プリザーブドフラワー
プレゼント

2013.4

育児サロンへ参加された お母さんへ
プリザーブドフラワーをプレゼントしました

「こそだてシップ」育児サロン参加の方々より
ママ達からは「玄関に飾ったら、家族が匂いに気づいてくれた」
137,254円
当日の様子
「アロマが好きなのでうれしいです」「こういうの好きだからうれしい
～」 などの感想をいただきました。

テント
プレゼント

2013.5

ベビースマイルさんへテントをプレゼントしまし
た

「ベビースマイル石巻」荒木代表より
イベント用テントをいただき、誠にありがとうございます。今回は
531,562円 一般社団法人ジェスペールさんからのご紹介で、千趣会さんと
一緒に「スマイルサポートフェス！in石巻」を開催でき大変うれ
しく思っています。

カーネーション
プレゼント

基金使用額

当日の様子

手作りキット
プレゼント

2013.5

スマイルサポートフェスを実施、参加されたお
母さんたちへ手作りキットをプレゼントしまし
た

スマイルサポートフェス 参加者の方々より
・日頃の育児の息抜きになり良かったです。
親切に指導してくださってありがたかったです。
96,000円 ・まずは今回このような取り組みをしていただき感謝を伝えたい 当日の様子
です。 ありがとうございます。ぜひ仮設などでもこのような取り組
みを どんどんして地域を元気づけてほしいです。

ベビースマイル石巻様への
寄付金

2013.7

宮城県石巻市のＮＰＯ法人「ベビースマイ
ル石巻」様への活動支援として寄付しまし
た

千趣会へのメッセージ（荒木様より）
東日本大震災後、地元石巻市で子育て支援の活動をしてい
ますが、いまだに運営資金や支援人材の確保が難しい状況が
続いています。千趣会様と今年5月に開催させて頂いた『 スマ
イルサポートフェスin石巻 』では、手作り教室を行うことで、被
災地で日ごろ育児奮闘をしているママたちに、笑顔になれる、ひ
160,000円 とときの楽しみをプレゼントできました。
ベビースマイル
こころの元気が復興には一番重要だと考えています。被災地
へ目を向け、確かな支援活動をしてくださる千趣会様と共に活
動できることが大変うれしく感じますとともに、今後もぜひ、石巻
のママ達に長期的に寄り添っていただけることをお願いしたいと
思っています。

ジェスペール様への寄付金

2013.7

一般社団法人「ジェスペール」様への活動
支援として寄付しました。また千趣会イイハ
ナより発売された「母の日」協賛商品募金
の40,000円も寄付しました

母の日協賛商品
「プリザーブドセッ

2013.12～東北4県で産まれた赤ちゃんにおくるみを
プレゼントしています
おくるみプレゼント

手作りキット
プレゼント

ジェスペール様への寄付金

母の日協賛商品
ベビースマイル石巻様への寄付金

母の日協賛商品
ベビースマイル石巻様への寄付金

母の日協賛商品
ベビースマイル石巻様への寄付金

2014.3～ 母と子のサロン いずみ助産院様を通じて
プリザーブドフラワーやレジンキラキラ小物手
作りキットをプレゼントしました

2014.7

2014.7

2015.3

2016.3

千趣会へのメッセージ（宗様より）
震災直後から、被災地の助産師が中心となり妊産婦支援を
続けてきました。母子支援が後回しにされる中、私共の活動に
千趣会様が目を向け、支援のお申し出をして下さいました。
被災地のママと赤ちゃんに笑顔を、という千趣会様のスローガ
ンに沿った多様な支援から、被災地には多くの笑顔が生まれて
2,040,000円
ジェスペール
います。全国の千趣会会員の皆様が、震災から数年を経た今
でも被災地のママに思いを寄せて下さる姿に、千趣会様の影
響力の大きさを感じずにいられません。
子を産み、育てる母親を大切にしたいという私達の活動は、千
趣会の皆様に支えられています。心より感謝申し上げます。
気仙沼市の森産婦人科様より（お手紙抜粋）
素敵なおくるみありがとうございました。お陰様で息子も７ヶ月を
迎えることができました。いただいたおくるみは最近は抱っこひも
60,711,219円 に留めて散歩時に活躍しています。
当日の様子

いずみ助産院 佐藤美代子様より
ブリザードフラワーに興味を持って、私も実際にママ達と
146,658円 一緒にしてみました。すごく楽しかったです。
器用なママはぱっぱっと作りますし、慎重なママは
夜、じっくりやってみますともって帰りました。

一般社団法人「ジェスペール」様への活動
支援として寄付しました

2,000,000円

「ベビースマイル石巻」様への活動支援とし
て寄付しました

500,000円

「ベビースマイル石巻」様への2015年度、
活動支援として寄付しました

「ベビースマイル石巻」様への2016年度、
活動支援として寄付しました

当日の様子

ジェスペール

ベビースマイル

1,200,000円

贈呈の様子

1,200,000円

ベビースマイル

ジェスペール様への寄付金

2016.4

母の日協賛商品
「いしのまき子そだてフェスタ２０１６」運営
2016.5
費

一般社団法人「ジェスペール」様への活動
支援として寄付しました
「ベビースマイル石巻」様が主催する6月5
日の『いしのまき子そだてフェスタ２０１６』
の運営費として使用しました

母の日協賛商品
「子育てフェスin大槌町２０１６」運営費
2016.11 大槌町で働く若者や子育て世代を支援す
る任意団体「tsubomi」が主催する『子育
てフェスin大槌町２０１６」の運営費とし
て使用しました

ジェスペール様への寄付金

2017.4

一般社団法人「ジェスペール」様への活動
支援として寄付しました

母の日協賛商品
「いしのまき子そだてフェスタ２０１７」運営
2017.5
費

「ベビースマイル石巻」様が主催する5月14
日の『いしのまき子そだてフェスタ２０１７』
の運営費として使用しました

母の日協賛商品
ベビースマイル石巻様への寄付金

「ベビースマイル石巻」様への2017年度、
活動支援として寄付しました

2017.5

母の日協賛商品
「ママフェス２０１７ in
陸前高田」運営費 2017.11 【ママのぱわーすぽっと陸前高田】様が主催
した子育て支援イベント参加の運営費とし
て使用しました
母の日協賛商品
「いしのまき子そだてフェスタ２０１８」運営
2018.6
費

「ベビースマイル石巻」様が主催する6月24
日の『いしのまき子そだてフェスタ２０１８』
の運営費として使用しました

母の日協賛商品
ベビースマイル石巻様への寄付金

「ベビースマイル石巻」様への2018年度、
活動支援として寄付しました

2018.9

合計

300,000円

ジェスペール

171,608円

いしのまき子そだ
てフェスタ２０１６

194,444円

子育てフェスin大
槌町2016

300,000円

ジェスペール

160,218円

いしのまき子そだ
てフェスタ２０１７

1,200,000円

ベビースマイル

178,126円

ママフェス２０１７
in 陸前高田

122,068円

いしのまき子そだ
てフェスタ２０１８

1,200,000円
73,864,904円

ベビースマイル

グリーン基金 2013年～2018年9月30日時点での基金使用報告
項目
年月
内容
日本自然保護協会 赤谷プロジェクト様へ寄 2014.10～ 2007年から支援を行っている【AKAYAの森プロ
付
ジェクト】様への活動支援として寄付しました。
グリーンパワー教室授業

2015.5～ 2014年度から、全国の小学校にて、【グリーン
パワー教室】を実施しています。

基金総額：17,994,349円

基金使用額
500,000円

備考
日本自然保護協会

8,986,467円 グリーンパワー教室授業の様子

日本自然保護協会 赤谷プロジェクト様へ寄 2016.12～ 2007年から支援を行っている【AKAYAの森プロ
付
ジェクト】様への活動支援として寄付しました。

300,000円

グリーンパワー教室授業
大阪特別授業

2017.3.26 親子一緒にエネルギーや発電について考えるグ
リーンパワー教室を大阪で実施しました。

869,498円 グリーンパワー教室授業の様子

「学びのフェス２０１７夏」
グリーンパワー教室出展

2017.8.2 親子参加の特別授業を東京「学びのフェス
2017夏」イベントに出展しました。

465,867円

「学びのフェス2017夏」グリーン
パワー教室授業の様子

400,000円

日本自然保護協会

日本自然保護協会 赤谷プロジェクト様へ寄 2017.11～ 2007年から支援を行っている
付
【AKAYAの森プロジェクト】様への活動支援とし
て寄付しました。
親子でいっしょにエコ活動！
『ちきゅうさんありがとう』出展
大阪:7/20-21 東京:8/4-5

2018.7.

合計

豊田弘治氏とｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝによるCSR活動。 ﾍﾞ
ﾙﾒｿﾞﾝでの“エコモン”ｷｬﾗｸﾀｰの初商品化販売
と、親子で参加できるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催。

1,022,025円
12,543,857円

日本自然保護協会

親子でいっしょにエコ活動！
『ちきゅうさんありがとう』

熊本地震募金 2016年4月22日～2018年6月24日の寄付報告
募金総額：14,432,661円
2016年4月に発生した「熊本地震」被災地支援として、4月22日（金）から6月20日（月）まで義援金募金活動を実施しました。
皆様からご支援いただいた熊本地震 募金であるクリック募金、ベルメゾン募金、ポイント募金につきまして、寄付をいたしました。
詳細は以下表をご確認ください。
たくさんのご支援をいただき誠にありがとうございました。
項目

日本赤十字社「平成28年熊本地震災害義援金」へ寄付

特定非営利活動法人ＪＥＮ「熊本地震緊急募金」へ寄付

合計

募金使用額

備考

5月17日：6,322,935円
6月22日：5,980,426円
12月20日： 129,300円

日本赤十字社 「平成28年熊本地震災害義援金」

2,000,000円

JEN「熊本地震緊急募金」

14,432,661円

また別途、当社・グループ会社の従業員による義援金5,000,000円を、同じく日本赤十字社「平成28年熊本地震災害義援金」に寄付いたしました。

