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この社協だよりの発行は、赤い羽根共同募金の支援を受けています
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 1211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211211212015
03.01 No.   

特集
ここが変わる！
小地域ネットワーク活動推進事業

特集
ここが変わる！
小地域ネットワーク活動推進事業

[発　行]

[事務局]

[ＴＥＬ]

[ＦＡＸ]

[ m a i l ]

[Ｈ　Ｐ]  

[発　行]

[事務局]

[ＴＥＬ]

[ＦＡＸ]

[ m a i l ]

[Ｈ　Ｐ]  

社会福祉法人　登別市社会福祉協議会社会福祉法人　登別市社会福祉協議会

0143-88-0860 

0143-88-4546

info@kizuna-shakyo.main.jp

http://kizuna-shakyo.main.jp/

0143-88-0860 

0143-88-4546

info@kizuna-shakyo.main.jp

http://kizuna-shakyo.main.jp/

登別市片倉町6-9-1 登別市総合福祉センターしんた21内登別市片倉町6-9-1 登別市総合福祉センターしんた21内



noboribetsu shakyo dayori3 noboribetsu shakyo dayori3 noboribetsu shakyo dayori 2noboribetsu shakyo dayori 2noboribetsu shakyo dayori 2

小地域ネットワーク活動推進事業小地域ネットワーク活動推進事業小地域ネットワーク活動推進事業小地域ネットワーク活動推進事業
ここが変わる！

緊急時に必要なのは日頃からの関係づくり

小地域ネットワーク活動推進事業小地域ネットワーク活動推進事業小地域ネットワーク活動推進事業小地域ネットワーク活動推進事業小地域ネットワーク活動推進事業
ここが変わる！ここが変わる！特集

2012年の暴風雪による大規模停電では、多くの住民が力を合わせて安否確認や支援活動を行い、
その結果、「いざという時には日頃からのつながりが大切」との声が多く聞かれました。
地域住民の代表者で構成する「きずな推進委員会」では、停電時の教訓と「町内会の福祉活動調査」
等の結果をもとに、地域住民の福祉意識、防災意識を
高めつつ、地域の関係団体等が連携する仕組みづくり
を検討してきました。
本会では、連合町内会、民生委員児童委員協議会及
び市と協力して、災害や緊急時を意識した日頃からの
見守り、たすけあい活動を全市に広げるため、対象世
帯の把握と連絡体制の整備を目指します。

▲きずな安心セットときずなづくり台帳
※写真はイメージです

住み慣れた登別を誰もが安心して暮らせるまちにするため、ご近所同士の見守りや支え合い活動を応
援する「小地域ネットワーク活動推進事業」を平成27年度からリニューアルします。そこで今回の特集
では、新しくなるポイントを一部ご紹介します。

きずな安心キット を配布
住民の福祉意識や防災意識を高めるとともに、自ら地域への参加を意思表示できる仕組みを整
えるため、日頃から見守りや声かけが必要な世帯を対象に、透明な筒に登別オリジナルの「きず
なづくり台帳」（複写式）などをセットにした「きずな安心キット」を町内会の福祉委員等を通
して配布します。
キットを活用することにより、定期的な訪問のきっかけづくりなど地域の支え合い活動が行い
やすくなります。

▲きずな安心セットときずなづくり台帳

きずな安心キットの使い方
きずなづくり台帳に名前や緊急連絡先など
を記入し、処方薬の情報などと一緒に筒の中
に入れておきます。筒をすぐ取りだせる場所
に保管しておくことで、いざというときに、
異変に気付いた人が中身を確認し、迅速な救
急活動へつなげることができます。
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誰もがつながるまちづくりを目指して

サロンサポーター養成研修会のご案内

きずなづくり台帳に記入された情報は、同意をいただいたうえで、地域の世帯把握や見守り・
支え合い活動に活用されるほかに、市が作成する「避難行動要支援者名簿」にも登録されます。
また、民生委員児童委員や地域包括支援センター等の福祉関係者と日頃から情報を共有する体
制をつくり、多くのつながりをもつことで、さらに充実した支
援ができるようになります。
これまでよりも地域のつながりを強くすることにより、支援
を必要とする人を、地域住民と福祉関係者が一丸となって見守
る体制づくりを目指します。

小地域ネットワーク活動の１つである、ふれあい・いきいきサロン（詳細は社協だより120号に掲載し
ております）を通じて高齢者の生きがいづくりと仲間づくりのお手伝いをするサロンサポーターを養成す
る目的で、研修会を行います。

 ご興味がある方は、本会地域福祉課までご連絡ください！（Tel　８８－０８６０）

日　　時／３月１０日（火）　１０：００～１６：００
場　　所／登別市民会館　中ホール　　　　参加費／無料
申込締切／３月４日（水）
対　　象／これからふれあい・いきいきサロンづくりをしたいと思っている方　など
研修内容／よりよい人間関係をつくるコツなどを学びます。
　　　　　講師：NPO法人　北海道総合福祉研究センター　理事長　　五十嵐　教行　氏
そ の 他／昼食につきましては、各自でご用意ください。

これからのうごき
事業申請等については、平成27年4月以降に町内会を通してご
案内予定です。
また、各小学校区に設置している校区きずな推進委員会が行う
「住民座談会」等を通して説明会を実施するほか、町内会毎にも
説明会を開催することができますので、気軽にご相談ください。

本会では、地域での支え合い活動を応援します。今回のリニューアルをきっかけに、
住民主体による地域づくりを進めるため、みなさまのご協力をお願いいたします！
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赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

　10月1日から12月31日までの期間に実施した共同募金運動
に市民の皆様からたくさんの募金をいただき、誠にありがとう
ございました。各町内会をはじめ、企業・篤志家・ボランティア団
体等の皆様により集められた「赤い羽根共同募金」と「歳末たす
けあい募金」の実績を報告します。

※各種募金にご協力をいただいた皆様は P.5 ～ 7 に順不同・敬称略で掲載しております。

▲登別温泉町内会婦人部による街頭募金活動

戸別募金 ５，３０４，２６８円…町内会を通じて各家庭に寄付を呼びかけ集まった募金です。
街頭募金 　　１８３,４４８円…ボランティアの皆様が街頭に立ち、寄付を呼びかけ集まった募金です。
職域募金 　　　６８,７３９円…会社などで働いている人に寄付を呼びかけ集まった募金です。
法人・篤志家募金 １，１１０，４０４円…募集委員や企業や商店、篤志家を訪問して集まった募金です。
イベント募金 　　　５５,７３７円…市内でおこなわれる行事などで集まった募金です。
募金箱設置協力店 　　　７２，２６１円…商店などに設置した募金箱によって集まった募金です。
募金型自動販売機 　　　４２,４８９円…購入した商品（飲料水）売り上げの一部が募金されます。
寄付金付き商品 　　　２４,６１４円…購入した商品の製作費を除いた一部が募金されます。
　合　　　計 ６，８６１，９６０円

戸別募金 ５，２４０，３９９円…町内会を通じて各家庭に寄付を呼び掛けて集まった募金です。
戸別募金以外 　　　５９,９１８円…企業・団体・篤志家などから集まった募金です。
合　　　計 ５，３００，３１７円

＜お問合せ＞

（本会事務局内
）

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金への
ご協力ありがとうございました！

平成26年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金　総額　１２，１６２，２７７円

▼登別更生保護女性会による街頭募金活動
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町内会名 赤い羽根
募 金 額

歳　　末
募 金 額 町内会名 赤い羽根

募 金 額
歳　　末
募 金 額 町内会名 赤い羽根

募 金 額
歳　　末
募 金 額

登別温泉日和山町内会 17,600 15,800 千歳団地町内会 2,000 1,600 若緑町内会 57,000 56,900
登別温泉湯の滝町内会 3,200 1,500 緑ヶ丘町内会 125,055 30,000 あかしや町内会 70,000 30,000
登別温泉湯の花町内会 15,900 16,000 南千歳町内会 103,200 111,300 若山団地町内会 36,338 34,500
登別温泉青山町内会 9,500 15,300 ニナルカ町内会 36,500 35,051 大和町内会 15,000 15,000
登別温泉紅葉谷町内会 39,400 43,400 常盤町内会 175,325 183,000 汐平町内会 25,877 26,700
新登別町内会 3,000 2,000 中央栄町内会 49,000 10,000 若葉町内会 51,100 45,901
中登別町内会 10,200 44,000 中央町駅前町内会 15,300 12,400 富岸町内会 60,000 60,000
登別東町一町会 26,900 31,930 中央町十字街町内会 36,300 32,100 富浜町内会 62,967 62,521
登別東町２町会 69,020 65,000 中央町三丁目町内会 25,100 24,850 新生町内会 121,500 118,143
登別東町第三町会 86,864 95,419 中央新生町内会 15,000 15,000 新生団地自治会 8,400 8,400
登別東町第４町会 81,500 73,480 中央町内会 8,400 8,400 新生町2丁目町会 84,069 83,291
登別東町第五町会 121,306 127,500 中央東町内会 15,000 15,000 新生北町内会 152,631 150,000
登別本町会 50,688 50,895 柏木町内会 170,998 166,425 新生町三丁目町会 52,050 53,250
登別本町２町会 103,171 101,902 柏木団地町内会 29,231 27,066 新生町望洋町内会 123,500 126,700
登別東町団地町内会 23,250 20,000 曙町内会 58,950 50,650 はまなす町内会 15,510 21,700
カルルス温泉町内会 6,022 11,717 プレハブ町内会 30,000 39,000 ありあけ町内会 35,500 37,441
紀文台町内会 1,200 2,000 新和会 236,586 237,985 はまわし町内会 18,500 17,600
富浦町会 42,520 33,825 山手町内会 20,900 21,800 鷲別1丁目町内会 10,000 43,800
すずらん団地町内会 38,100 41,150 新川町内会 69,600 71,400 鷲別2丁目町内会 91,800 93,000
幌別第一町内会 6,000 6,000 新川第二町内会 131,477 129,555 鷲別3丁目町内会 73,250 82,096
幌別第二町内会 14,100 14,900 香風町会 70,850 72,900 鷲別町4丁目町内会 74,376 75,810
幌別第３町内会 14,400 14,900 望洋団地町内会 17,700 19,400 鷲別町6丁目町内会 65,200 60,300
幌別鉄南第５町内会 6,000 6,000 片倉町内会 136,681 136,210 ひまわり町内会 68,400 73,051
幌別鉄南第６町内会 6,800 6,930 西団地町内会 16,308 15,016 若草町内会 388,150 395,256
幌別鉄南第７町内会 68,500 71,350 鉱山町内会 4,000 4,000 若草第二町内会 226,767 231,099
幌別鉄南第八町内会 61,450 63,110 来福町内会 39,125 36,034 美園南町内会 134,000 136,600
東札内町内会 1,500 1,500 さくら団地自治会 38,930 39,260 旭ヶ丘町内会 76,800 78,600
中札内町内会 4,500 4,500 桜木団地町内会 7,300 6,057 美園町会 174,510 176,409
西札内町内会 3,000 5,000 西川上町内会 160,386 170,862 美不二町会 16,400 8,200
東来馬町内会 1,300 1,300 新登津町内会 67,750 64,931 桜ヶ丘町会 5,000 5,000
新栄町内会 8,100 7,221 緑町団地町内会 13,700 11,300
千歳町内会 37,030 38,050 青葉町青嶺高町内会 1,000 1,000

登別市共同募金委員会では、寄付者一人ひとりの気持ちを大切
にするために封筒募金を推進しています。各町内会の皆様にはご
負担をお掛けしますが、今後ともご理解とご協力をお願いします。

ダイナム登別店、㈱パロマ工業北海道工場、
パーラーロイヤル登別店、社会医療法人友愛
会恵愛病院、日本企業観光株式会社、ホーマッ
ク㈱若草店、陸上自衛隊幌別駐屯地、ドーピー
建設工業㈱幌別工場、北海道曹達㈱幌別工
場、興和工業㈱、北海道コンクリート工業㈱、
㈱北海道マリンパーク、特定医療法人社団千
寿会三愛病院、独立行政法人地域医療機能推
進機構登別病院、登別万世閣、のぼりべつク
マ牧場、㈱第一滝本館、ホテルまほろば、㈱
登別グランドホテル、㈱ラルズホームストア
幌別店、協同組合登別中央ショッピングセン
ター、室蘭信用金庫幌別支店、北海道銀行登
別支店、登別市社会福祉協議会

【協力団体】日本赤十字奉仕団片倉分団、登別温泉町内会婦
人部、布の絵本ボランティアの会、立正佼成会室蘭教会東支
部、鷲別婦人会、富浜町内会婦人部、日本ボーイスカウト登
別第一団、登別婦人会、登別市老人クラブ連合会、日本赤十
字奉仕団登別分団、のぼりべつ飛炎乱舞、青少年ボランティ
アTEAMpocke、登別手話の会、在宅福祉ボランティアとわ
の会、ボランティア花つなの会、登別更生保護女性会、登別
ノルディックウォーキング愛好会、登別朗読ボランティアの
会
【実施協力場所】コープさっぽろのぼりべつ東店、イオン北
海道㈱イオン登別店、協同組合登別中央ショッピングセン
ター、㈱ラルズホームストア幌別店、コープさっぽろのぼり
べつ桜木店、㈱サンワドー登別店、スーパーセンタートライ
アル登別栄町店、登別温泉地獄谷入口

≪赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金≫

≪赤い羽根共同募金≫ ≪赤い羽根共同募金≫

戸別募金

街頭募金 職域募金

町内会実績表 （単位：円）

戸別募金封筒募金実施町内会数　赤い羽根共同募金73町内会／歳末たすけあい募金73町内会

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

　10月1日から12月31日までの期間に実施した共同募金運動
に市民の皆様からたくさんの募金をいただき、誠にありがとう
ございました。各町内会をはじめ、企業・篤志家・ボランティア団
体等の皆様により集められた「赤い羽根共同募金」と「歳末たす
けあい募金」の実績を報告します。

※各種募金にご協力をいただいた皆様は P.5 ～ 7 に順不同・敬称略で掲載しております。

▲登別温泉町内会婦人部による街頭募金活動

戸別募金 ５，３０４，２６８円…町内会を通じて各家庭に寄付を呼びかけ集まった募金です。
街頭募金 　　１８３,４４８円…ボランティアの皆様が街頭に立ち、寄付を呼びかけ集まった募金です。
職域募金 　　　６８,７３９円…会社などで働いている人に寄付を呼びかけ集まった募金です。
法人・篤志家募金 １，１１０，４０４円…募集委員や企業や商店、篤志家を訪問して集まった募金です。
イベント募金 　　　５５,７３７円…市内でおこなわれる行事などで集まった募金です。
募金箱設置協力店 　　　７２，２６１円…商店などに設置した募金箱によって集まった募金です。
募金型自動販売機 　　　４２,４８９円…購入した商品（飲料水）売り上げの一部が募金されます。
寄付金付き商品 　　　２４,６１４円…購入した商品の製作費を除いた一部が募金されます。
　合　　　計 ６，８６１，９６０円

戸別募金 ５，２４０，３９９円…町内会を通じて各家庭に寄付を呼び掛けて集まった募金です。
戸別募金以外 　　　５９,９１８円…企業・団体・篤志家などから集まった募金です。
合　　　計 ５，３００，３１７円

＜お問合せ＞

登別市共同募金
委員会

（本会事務局内
）

電話８８－０８
６０

FAX８８－４５
４６

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金への
ご協力ありがとうございました！

平成26年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金　総額　１２，１６２，２７７円

▼登別更生保護女性会による街頭募金活動

全町内会にご協力頂きました！
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30,000円 ㈲花善
20,000円 登別温泉㈱、光明寺、特別医療法人社団千寿会三愛病院、社会医療法人友愛会恵愛病院
15,000円 大英寺、真宗寺
10,000円 トーホウリゾート㈱ホテルまほろば、㈱登別グランドホテル、㈱第一滝本館、㈱アール･アンド･イー、北海道コンクリー

ト工業㈱、㈱ケイダイ、㈱ビケンワーク、㈲さんぱい、伊奈昭夫、㈱東測、宮武歯科医院、㈱草塩建設、医療法人社
団楽生会皆川病院、登別建設協会、なかがわ歯科医院、早川歯科医院、㈲ユートピア牧場、司法書士伊奈綾、むらか
み薬局、千光寺、平成斎場幌別記念ホール、社会福祉法人登別さいわい福祉会、上田商事㈱、㈱上田商会、医療法人
登別すずらん病院、あらい内科医院、石田テンレイ㈱、法栄寺、透禅寺、遠藤秀雄

5,300円 株式会社ステア
5,000円 ㈱登別温泉観光ホテル滝乃家、御やど清水屋、野口観光㈱石水亭、野口観光㈱望楼NOGUCHI、登別温泉ケーブル㈱、

ホテルゆもと登別、恩泉寺、千葉正俊、㈲北欧冷機工業、了英寺、興和工業㈱、㈱望月製麺所、㈱明北電機工業、㈲
貝澤組、東洋興業㈱、磯松建設㈱、医療法人社団堀尾医院、㈲邦商、オートバックス登別室蘭インター店、室蘭信用
金庫幌別支店、㈱カナザワ、法華寺、㈲勝また、㈲エムアンドエス、本晃寺、刈田神社、千葉板金工業㈱、守屋建装㈱、
㈱ヤマトマシーン、北硫建設㈱、㈲山道テント工業所、㈱光輪ロジスティクス、エラ自動車工業㈱、㈱室蘭典礼社平
成斎場、黒田武人

3,000円 花鐘亭はなや、のぼりべつトラベルコンダックス、貴泉堂本店、玉川本店、藤崎商店、㈲木舎、山瀬隆幸、宮下貢三、
㈲ヤママル橋本漁業、セブンイレブン登別東町店、山崎整骨院、吉原裕子、登和石油㈱、ビューレックス詩望麗、い
ぶり中央漁業協同組合本所、やきとりの一平登別店、登別駅構内立売商会、徳満歯科医院、成田商店、㈱大和石材、
小林興業㈱、かただ歯科医院、宮武和子、㈱北海道マリンパーク、飯渕歯科医院、古内燃料店、㈱でんきのシマムラ、
福島建設㈱、㈱藤田設備工業、日本工学院北海道専門学校、脇　俊昭、井野知弘、伊藤運輸㈱、伊藤石油㈲、登別観
光バス㈱、㈲いずみ亭、川口興業㈱、道南平塚食品㈱、室蘭民報山本新聞店、㈲對馬工業、㈱東亜・ソロ・リフォーム、
川田自動車工業㈱、㈱ポットエイト、㈲曹栄ロジデック、清水商会㈱、オール設備㈱、中村燃料、㈱ラパンノワール、
ひとみ美容室、㈲笠間工務店、㈱高砂機鋼、㈱吉野電気商会、川端エツ、㈱相内建設、柴山税理士事務所、㈱荒川設備、
日登機械㈱、筑野　章、荒関塗装工業㈱、高橋塗装店、ファーストキッチンのせ、㈱乾商店、雨洗家具建具店、㈱山
田鋼業、佐藤精肉店、㈲道新鷲別販売店、㈲三木田板金、㈱林田建設、渋谷イツ子、㈲しぶた食品、㈲御菓子司かわ
むら、中原義勝、社会福祉法人恵愛会特別養護老人ホームわかくさ、大内建設㈱、長沢貢一、鈴木旅館、㈱ホテル岩井、
岩井　渡、㈲カルルス温泉、湯元オロフレ荘

2,100円 筑野武志
2,001円 木村電機工業㈱、山岸商店、㈲しまだサンクス幌別２丁目店、田渕利男
2,000円 滝本イン、第一観光事業㈱、平塚商店、㈲蔵観光、高野水産、磯田　保、中野順子、田代健二、工藤昭彦、北村久子、

坂本トシ子、味の美和、若木日出男、髪工房三春、竹中新聞店、室蘭信用金庫登別支店、㈲佐々木板金工業所、黒政玉男、
㈲サンチャイルド、三原一英、竹中洋子、山田正幸、㈲第一工芸社、㈲デザインワーク・エージ、㈲とかじ木材、㈱
ワシザワ商事、マリン釣具、㈱ゴウダ、三浦良信、平田誠治、中山憲三、昭和生コン㈱、㈲ダイワガス住設、タカセ
理容所、㈱ホンダプリモ札幌西、サンクス登別栄町店、奥山正義、小林　誠、㈲北海自動車整備センター、川島枝美子、
南　行雄、長谷川利子、沼倉正明、紙谷秀郎、長谷川好見、西陰貞子、木村三郎

1,000円 共栄ガス、渡部末夫、みずい洋品店、ふくやみやげ店、梅野天生堂、千葉謙司、ベア観光㈱、大黒屋プラザ、ミルキー
ハウス、相澤理美容室、大黒屋民芸店、㈲フォートカラー登別、湯の華本舗、平　フミ、藤田勝博、根岸清一、㈲ま
るまん岩島水産、田村幸子、三浦アヱ、渡辺金物店、うえの薬粧㈲、エネルギーショップ㈱東川、嶋田良子、中川信
市、いずみヴィラ、穴釜　隆、藤川康司、森々亭、小林商店、㈱のぼりべつ酪農館、山下　篤、伊清淳彦、上水清氏、
泉田　覚、田中芳郎、近井一夫、長谷川真理、逢坂裕明、登別オフロードパーク、乗馬バンダナ、近井健一、大平幸司、
小野寺里絵、登別ホースパーク遊駿、㈱道南商事、其田国男、秋山勝利、㈱北信建設、片岡治療院、オートサービス
とよしま、小原製麺㈱、ミライフ北海道㈱合田店、㈲大橋屋、千葉ふとん店、橘　定、森田平久、添田己之吉、長堀
益久、北林昭市、大塚啓一、池野勝昭、鈴木　稔、中西　清、高橋政幸、木田恵子、太田　通、森満元子、菊地啓志、
工藤章造、中村征夫、千成青果店、小関デンキ商会、山地鉄工所、星野康成、えぞや菓子舗、相良欣一、千葉　明、
石本繁雄、小沢裕美子、大野菊男、東洋医学研究センター、矢野政博、鈴木尚美、山田フミ子、堀川克己、佐藤貴晴、
尾形優子、立野勝人、石本重吉、介護支援センターなのはな、石山貞三、坂本正敏、山田紀代司、田村美保子、小武
海由美子、鈴木テツ子、松本信子、伊藤信一、近藤トシ子、田渕純勝、佐藤勝明、粂井孝子、㈲川尻自工、㈲布施野
鉄筋、今村征利、㈲亀山組、木村　孝、田中光学技研、堀尾政江、前田文彦、福永晃一、楡井政治、小野寺俊幸、山
口富美、加藤敏明、菅井博昭、八重樫一男、有野國男、熊本幸一、まるやま薬局、海老名庄三郎、江口武利、二木哲
成、鎌戸希一、野田光彦、小田則子、林　典子、廣瀬　博、いとう整骨院、柏木修吉、伊藤清市、鈴木信義、小林靖親、
中垣徳一、山本宏子、鐙　年子、名波俊昭、藪　竹光、大戸正弘、花野正則、秋葉　薫、熊谷秀子、高橋恒夫、山形
貞子、高橋幸子、山静館

詳細については、
赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください。

『http://hanett.akaihane.or.jp/』

皆様から集められた募金は、登別の
地域福祉活動のために活用されます。

≪赤い羽根共同募金≫

法人•篤志家募金
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≪赤い羽根共同募金≫

イベント募金一覧
≪赤い羽根共同募金≫

寄付金付商品

≪赤い羽根共同募金≫

募金型自動販売機

≪歳末たすけあい募金≫

戸別募金以外

≪赤い羽根共同募金≫

募金箱設置協力店 登別中央飲食店組合（味の大王幌別店、和風スナックふる里、辰
巳寿司、居酒屋どんまい、スナックニューダーリィ、喫茶栞、
ＤartsbarＫ、スナックいい女、箸遊佳乃、スナックGEN太、Haruka

－遥ー、味処一心太助、マリオネット、まみ姉え、スナック赤、エストパートⅡ、寿パートⅡ、ぐうちょきぱ、さぬきう
どん登別店、福来軒、ＮＢＡスナックサイセリヤ、華ya華、飲み放題パブ祭、ディオール、喫茶ん、つぼ八幌別店、南や、
味のいとう、三幸食堂、やきとり一平幌別店、旬の華和か菜、ステラ、ジュライ、エクセレント）、味鳥、登別温泉株式
会社夢元さぎり湯、登別市母子寡婦の会市役所内売店、職業訓練法人登別職業訓練協会、登別商店会（味壷、ビューレッ
クス詩望麗、小林商店、セイコーマートなりた、セブンイレブン登別東町店、やきとりの一平登別店、うえの薬粧㈲、お
しゃれ広場たまがわ、登和石油㈱、㈱でんきのシマムラ、鬼なびステーション登別、フラワーショップ大昭和演芸登別店、
川西燃料店、伊藤石油㈱、かただ歯科医院）川田自動車工業株式会社、室蘭・登別心身障がい者職親会、博多、ヘアーサ
ロンＭＡＳＵＩ、食事処天や、就労継続支援施設月とらいおん、日本工学院北海道専門学校、NPO法人ゆめみ～る、ツル
ハドラッグ登別中央店、ツルハドラッグ登別若草店、ツルハドラッグ登別富岸店、ツルハドラッグ幌別店、ななかまど調
剤薬局、イオン北海道㈱イオン登別店、マックスバリュ北海道㈱登別店

【イベント名（実施団体）】きずなシンポジウム（登
別市共同募金委員会）、わくわく広場のぼりべつ
2014（わくわく広場のぼりべつ実行委員会）、地域
型ボランティアセンター（登別市共同募金委員会）、
あかしや町内会夏祭り（あかしや町内会）、鷲別納涼
ビールまつり（鷲別商店会・ふるさと鷲別を考える
会）、第51回登別地獄まつり（登別市共同募金委員
会）、ふれあいフェスティバル2014のぼりべつ（登
別市共同募金委員会）、胆振地区少年軟式野球大会
（登別市共同募金委員会）、技能祭（職業訓練法人登
別職業訓練協会）、第8回寄酔祭～秋の陣～（登別中
央飲食店組合）、第8回鷲別海岸海洋浴ウォーキン
グまつり（鷲別海岸イベント実行委員会）、第37回
鷲別地区チャリティー市民演芸会（鷲別地区チャリ
ティー市民演芸会実行委員会）、第37回登別地区チャ
リティー市民演
芸会（登別地区
チャリ ティー市
民演芸会実行委
員会）、登別消
費生活展示（登
別市ボランティ
アセンター）

【北海道共同募金会製作】
　マイメロディ各種グッズ
　　（クリアファイル、メモ帳、マグカップ等)
　北海道限定募金バッチ(シマエナガ)　１個　500円
　北海道限定募金バッチ(初音ミク)　　１個　500円

【設置企業・団体(設置場所)】ホテルゆもと登別（ホ
テルゆもと登別従業員用）、登別市社会福祉協議会（登
別市総合福祉センターしんた21）

日本詩吟学院室蘭支部、まるやま薬局、海老名庄三郎、
熊本幸一、NPO法人こだま、なの花薬局登別温泉店、
はまなす町内会チャリティーもちつき、北海道大谷室
蘭高等学校インターアクト部、遠藤秀雄、山崎幸一

共同募金限定のご当地バッ

チは、事務所窓口で取扱い

しています！在庫残りわず

かです！

　（※シマエナガのみ）

会　長 横尾　逸郎
副会長 池畠　泰彦、山田　正幸、竹内　芳郎

理　事
辻　　　勲、原　小百合、大野　　薫、太田　　通、田代　健二、秋葉　　薫、岩井　　渡、
中川　信市、伊清　淳彦、竹中　脩嚴、三浦　忠夫、田渕　純勝、八重樫一男、江口　武利、
雨洗　康江、南　　行雄

監　事 本巣　松美、前田　文彦

評議員

須賀　武郎、松宮登美子、嶋田　良子、秋山　恵教、竹中　洋子、田渕　利男、中山　　登、
橘　　　定、村井　寿行、工藤　章造、亀山　　聖、平田　誠治、二木　哲成、山道　春秋、
海老名庄三郎、熊本　幸一、鈴木　信義、川島　芳治、伊藤　秀男、岸　　正治、日野　安信、
森　　忠義、秋山　勝利、山口　　登、小沢裕美子、伊藤　信一、堀尾　政江、山道知衣子、
長澤　汀子、高橋　幸子、中原　義勝、萩原　純子、花野　正則、浅見　郁子、鹿原　徳子、
辻　　君予、播磨　淳子、長谷川正恵、小林　藤子、菅野　正一、對馬　敬子、廣瀬　淑子、
直野　勝美、金子　健二、相馬　裕一、大塚　雅春、堀川千恵子、近藤トシ子、工藤倶二雄、
筑野　栄子

▲胆振地区少年軟式野球大会での募金活動

寄付金付商品寄付金付商品

登別市
共同募金委員会
役員・評議員の
ご紹介
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受領年月日 寄付者名 寄付の目的 寄付金額

26.10. 3 登別市母子寡婦の会市役所内売店 愛の小箱 4,718
26.10.13 松緑神道大和山チャリティーバザー室蘭実行委員会 第23回大和山チャリティーバザー室蘭開催における益金の一部を社会福祉のために 50,000
26.10.24 登別商工会議所女性会 チャリティーパーティー開催における益金の一部を社会福祉のために 50,000
26.10.20 マル惣　志賀商店 愛の小箱 3,272
26.11.12 小林　寛 講演会での講師謝金を社会福祉のために 5,000
26.11.26 若松ユキ 社会福祉のために 10,000
26.11.27 わしこうＤ愛好会 第 7回ダンスパーティーでの益金を社会福祉のために 10,000
26.11.28 マックスバリュ北海道株式会社　マックスバリュ登別店 「黄色いレシートキャンペーン」で集まったお金を社会福祉のために 34,700
26.12. 2 いずみ亭 愛の小箱 21,940
26.12. 3 川島友蔵 社協でお世話になった意を込め、一日一円募金を10年間続けて集まったお金を社会福祉のために 11,347
26.12. 3 登別ライオンズクラブ 第2回チャリティパーティー開催における益金の一部を社会福祉のために 30,000
26.12.10 幌別地区チャリティー市民演芸会 愛の小箱 1,210
26.12.15 株式会社　第一滝本館 愛の小箱 17,507
26.12.20 老人クラブ　寿楽会 愛の小箱 5,134
26.12.25 宗教法人　登別市中央福音教会 登別市民クリスマス会で募った募金を社会福祉のために 43,617
27. 1 . 6 若松ユキ 社会福祉のために 20,000
27. 1 . 9 鷲別支所 愛の小箱 4,839
27. 1 .12 カレンダーリサイクル市 アーニス＆本会で共催したカレンダーリサイクル市の益金を社会福祉のために 50,077
27. 1 .14 田村リツヱ 社会福祉のために 3,000
27. 1 .21 株式会社　第一滝本館 愛の小箱 2,232
27. 1 .27 食事処　天や 愛の小箱 1,079
27. 1 .30 協同組合登別中央ショッピングセンター 愛の小箱（ガチャガチャ設置） 13,400

社協寄付金 （平成26年10月1日～平成27年1月31日） （敬称略／単位：円）

初コラボ

アーニス＆登別市社協

カレンダーリサイクル市 を開催しました！
1月12日（月・祝）、中央町のショッピングセンター
「アーニス」にて、同施設と本会の共催による、カレ
ンダーリサイクル市を行いました。このイベントで
は、地域の方々や企業から募集した約1,600冊のカレ
ンダーを、１冊につき100円以上の募金で提供し、当
日は多くの方で賑わいました。また、初の試みとして
企業等から協賛いただいた景品と本会特製おみくじが
入った「新年運だめしガチャガチャ」も実施し、幅広
い年代の方々に楽しんでいただきました。
これらの益金は、本会への寄付として大切にお預か
りし、市内の地域福祉活動等に活用されます。ご協力
いただきました皆様、ありがとうございました。

(内訳:カレンダー 47,577円   ガチャガチャ 2,500円)

好評につき、「運だめ
しガチャガチャ」を
アーニス１階サービ
スカウンター付近に
て引き続き実施中！
ぜひ足をお運びくだ
さい。

寄付総額 ５０,０７７円

心のこもったあたたかい善意、 誠にありがとうございます！


