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社協の事業は、皆様の「賛助会費･特別会費･寄付金」などによって支えられております

10月1日より展開された赤い羽根共同募金運動は、12
月末をもって終了しました。この募金運動に寄せられた
皆さまの温かい善意に厚くお礼申し上げます。
お寄せいただいた募金は、北海道共同募金会配分委員会
により、平成26年度の事業に対し、全道広域助成と市
町村地域助成の二通りの方法で助成されます。

歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金 自治会・町内会 1,781,250円

街頭募金 166,674円

法人募金 864,350円

職域募金 98,344円

学校・老人クラブ 165,818円

イベント募金ほか 166,304円

 （1月17日現在）

【
内　

訳
】

募金期待額　　4,000,000円

募金実績額　　3,242,740円

募金期待額　　2,000,000円

募金実績額　　1,502,467円

歳末たすけあい見舞金
（233世帯×6千円）

1,398,000円

■全道広域助成
　北広島市で寄せられた募金のうち2,708千円(人口割りなどで決められた額)が、北海道内全域を対象と
した、社会福祉法人・福祉施設・各種団体の申請によって、福祉車両や機器購入費などに活用されます。
　平成26年度事業として、市内3法人が車両や機器購入のため3,940千円を申請中です。

■市町村地域助成
　北広島市内の福祉活動を行う団体への助成や障がい児・者クリスマス会などの事業、募金委員会事
務費などに活用されます。北広島市でお寄せいただいた募金のうち、全道広域助成に充当される金額
を除いた534,740円が、申請により助成される見込みです。

次のとおり助成しました。

　歳末たすけあい募金運動は、11月21日から12月20日まで市内各自治会や企業等のご
協力のもとに展開されました。
　皆さまから寄せられました温かい募金は、ひとり親・障がい者・高齢者の低所得世帯に
「歳末たすけあい見舞金」としてお届けいたしました。皆さまのご協力に感謝申し上げます。

北広島市共同募金委員会
　　赤い羽根・歳末たすけあい募金
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（敬称は略させていただきました）

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金に
ご協力いただいた自治会・法人・企業名など

東　

部　

北　

地　

区

東　

部　

南　

地　

区

北の里第一町内会

裏の沢町内会

共栄町内会

北の台町内会

親和町内会

東共栄第１自治会

東共栄第２自治会

東共栄第３自治会

東共栄第４自治会

東共栄第５自治会

東共栄第６自治会

東共栄第７自治会

共栄第２公住町内会

美咲き野町内会

秋津道路㈱道央事業所

旭イノベックス㈱

医療法人社団山中整形外科医院

医療法人やわらぎ

エルム建設㈱

環境開発工業㈱

北栄運輸㈱

北広島市シルバー人材センター

北ひろしま福祉会

キャンピングレンタサービス工業㈱

協業組合エクセル三和

光顕寺

ダスキン道協北広島支店

谷口板金工作所

チャームサロンユウ

勤興成業㈱

道路建設㈱札幌工事事務所

日栄興業㈱

はまなす食品㈱

ピーエス工業㈱

ピーエス㈱北海道支店

ビューティーサロン　まえたに

美容のまちこ

ヘアーサロンすみだ

豊国工業㈱北海道支店

ホクサン㈱

丸一鋼管㈱札幌事務所

ミスタータイヤマン北広島店

稔造機㈱

ミノリ工業㈱

無碍光寺

ヤクハン製薬㈱

㈱ヤマキ鈴木商店

山田石油㈱

ラーメンのよしみ

理容のいしかわ

ワイディープラスチックス㈱

㈱オートパル

㈱シオン

㈱トウペ北海道営業所

㈱巴コーポレーション札幌工場

㈱ミツウロコ札幌支店

㈱ワテックス北海道

㈲カージャストワタナベ

㈲喜見ローソン広島北の里店

㈲松村商会

㈲良寿し

広島中央町内会

元町町内会

広島団地町内会

中の沢町内会

中の里町内会

富ヶ岡８－２町内会

新富町東２丁目自治会

新富町西１・２丁目自治会

新富町西３・４丁目町内会

高台本町町内会

南の里９町内会

南の里19町内会

稲穂町東第１町内会

稲穂町東第２町内会

稲穂町東４丁目町内会

稲穂町東８・９丁目町内会

稲穂町東10・11丁目町内会

稲穂町西２・６丁目町内会

稲穂町西３丁目町内会

稲穂町西４・６丁目町内会

稲穂南町内会

朝日町第１町内会

朝日町第２町内会

美沢町内会

リブウェル北広島エルフィンターミナル町内会

竹山町内会

ＪＲ北広島駅

アイウォッシュパーク カーウォッシュ新富

あさひ整形外科医院

あさひファミリー歯科

あすか動物病院

医療法人社団 北広島小児科

えくぼ鍼灸整骨院

エルフィン通り歯科

えるむ矯正歯科クリニック

お菓子の安寿真

北広さいとう歯科

北広島市建設業協会

北広島市建設事業共同組合

北広島商工会

北広島道路維持協同組合

コープさっぽろ広島店

サンワドー北広島店

伊藤　勲  司法書士  土地家屋調査士事務所

ショッピングつむら

セブンイレブン北広島美沢店

たかつ歯科クリニック

たちばな法律事務所

田辺薬品

達磨寺

天使の園

JA道央農業協同組合北広島支所

東部さくら眼科医院

藤山建設㈱

中戸川薬品

美容室アルテファーレ

広島動物病院

広島冨田造園㈱

フォトアニバーサリー

福田商店

不二家FC北広島店

古谷商店

マックスバリュ北広島店

美正縫製

リバーサイドヒルズ

龍仙寺

理容のいわお

㈱北広造園土木

㈱児玉工務店

㈱竹村商店

㈱ホクリョウ札幌農場

㈱丸開工業

㈱メモリアルむらもと北広島斎場

㈱もりた

㈱薮中硝子

㈲うえはら生花店

㈲シック

㈲タニグチ

㈲藤川葬儀社

アンエイット

㈲Kcマネジメント
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西
の
里
地
区

大　

曲　

地　

区

農場自治会

大曲南ヶ丘町内会

大曲東町内会

大曲北新町内会

大曲すずらん町内会

大曲みどりの里町内会

大曲水明町内会

大曲かえでが丘町内会

大曲幸町内会

大曲北都町内会

大栄町内会

大曲中央町内会

大曲桜ヶ丘町内会

大曲西通町内会

柏葉台町内会

末広２丁目町内会

末広３丁目町内会

大曲東栄町内会

大曲緑新町内会

サーム並木町内会

大曲光の街町内会

フローラル柏葉台町内会

ＭＰアグロ㈱

ＴＯＰマート大曲

アインズ大曲店

秋山物流サービス㈱

あだち耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック

荒井養蜂場

石狩大曲簡易郵便局

医療法人社団　川島内科クリニック

医療法人社団 道央病院

医療法人社団 湯田歯科医院

医療法人社団秀峰会小屋デンタルクリニック

医療法人社団哲栄会　順天病院

医療法人社団慈想歯会　セリオ歯科

医療法人大曲ファミリークリニック

大西基礎工業㈱

大橋洋品店

お菓子の安寿真大曲店

居酒屋　風来坊

開運興産㈱

カインズホームＦＣ大曲店

カットハウス　タケダ

北英電工㈱

北川自動車工業㈱

北広島仏教会

國田商店

くりはら薬局

グループホーム里の家大曲

くるるの杜

ケーズデンキ

合同会社ｐｅｇａｄａ

興徳寺

コーヒー＆お食事キャロット

コスモス保険薬局大曲店

コマツ教習所㈱北海道センタ

札幌トヨタ自動車㈱大曲店

札幌パークランド

ジョイフルエーケー大曲店

整形外科ひとしクリニック

大曲皮フ科

大丸北海道陸送㈱

たばた歯科クリニック

手打ちそば味処　太一

道央農業協同組合大曲支店

日産プリンス札幌販売㈱大曲支店

日本板硝子北海道㈱

庭木流通センター福住造園㈱

ＢＡＲＢＥＲ　ＰａＰａ

花浪漫

美容室サロン・ド美技

廣瀬清香園

理容・美容ファミリーサロンヨネヤ

福永工作所㈱

ふるだて鍼灸整骨院

ヘアーサロンおさむ

ホクレン

ホクレン札幌農機総合部品センター

北海スターチック㈱

北海道川重建機㈱

北海道熊さん㈱

北海道新聞㈲大曲・四宮販売所 

北海道丸善㈱大曲インターＳＳ

北海広島食品㈱

ほっともっと大曲店

マックスバリュ北海道㈱　ジョイセリオおおまがり店

ミスタータイヤマン大曲店

三井アウトレットパーク札幌北広島

三菱食品㈱

よしき内科消化器クリニック

らーめん味一番

来広寺

らん美容室

理容の青柳

レストランぐん平

㈱アールアンドイー

㈱暁運輸大曲営業所

㈱ウィング

㈱植田アルミガラス工業

㈱大宮ホーロー北海道製作所

㈱カネトアキホ大曲工場

㈱北基サービス

㈱興発スパイラル製作所

㈱佐藤ゴム商店札幌出張所

㈱滝川自工広島工場

㈱北海道日刊スポーツ印刷社

㈱毎日新聞北海道センター

㈱見方

㈱三上土建工業

㈱道新総合印刷

㈱ラルズ　スーパーアークス大曲店

㈱ワールド山内大曲工場

㈲新整自動車工業

㈲岩崎園芸

㈲内田自動車工業

㈲卯野食品

㈲海谷自工

㈲大関自動車工業

㈲キダ造園

㈲佐藤鋼業

㈲寿し処 福長

㈲伸興燃料

㈲本と文具のみなみ

㈲松波産業

西の里６－１町内会

西の里広栄町内会

西の里自治会

西の里中央町内会

西の里白樺町内会

虹ヶ丘１・５・８町内会

虹ヶ丘２・４町内会

虹ヶ丘３・６・７町内会

ＪＲ上野幌駅

いとう歯科クリニック

医療法人社団　西の里恵仁会病院

丘理容室

おくだ歯科医院

かわい歯科医院

木川歯科医院

北誠畠山工業㈱

彩花園㈲

ササキ薬局

佐藤整骨はりきゅう院

島田金物店

スパー西の里店 ㈲マルカツ中野商事

セイコーマート西の里店

聖芳園

田島工業㈱

道央解体工業㈲

同福堂

西の里自工

花萌園

馬場牧場

光源舎オートプロダクツ㈱

北海道リハビリー

湯処ほのか

ローソン北広島西の里店 

㈱新札幌自動車学園

㈱山根園ウエストヒル

㈲サトウファームワークス 佐藤商会

㈲道央ワークス

㈲アネザキカンパニー

㈲エム．エスジ
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北　

広　

島　

団　

地　

地　

区

西　

部　

地　

区

大　

曲　

地　

区

㈲ミウラ家電

㈲みやはら理美容院

㈲矢口園芸

仁別町内会

三島11町内会

島松中央町内会

島松21町内会

輪厚町内会

しらかば町内会

輪厚中央３丁目町内会

輪厚新生町内会

輪厚中央町内会

輪厚再起町内会

上輪厚町内会

輪厚中央４・５丁目町内会

希望ヶ丘町内会

医療法人社団翔仁会　輪厚三愛病院

エスポワール北広島

北広島リハビリセンター

クラークカントリークラブ

札幌国際カントリークラブ島松コース

札幌八幡宮

四恩園

社団法人札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース

セイコーマートはら

そば天国松乃家輪厚店

照道寺

東和コンサルタント㈱北広島出張所

ヘアーメークヴェルジェ

北海道土地改良事業団体連合会道央事務所

丸五石材工業㈱

丸紅建材リース㈱札幌工場

丸吉運輸機工㈱

木本商会

ローソン広島輪厚店

㈱廣済堂札幌カントリー倶楽部

㈱鈴木造園

㈱竹山高原温泉

㈲会田車輌

㈲小川石材工業

㈲テムズ緑化企画

㈲畑山塗装店

北進町３・４丁目自治会

北進団地自治会

広葉町１丁目自治会

広葉町２丁目自治会

広葉町３丁目自治会

広葉町４・５丁目自治会

広葉町４丁目道営住宅自治会

広葉町５丁目道営住宅団地自治会

栄町自治会

栄町団地町内会

輝美町第１自治会

輝美町第２自治会

輝美町第３自治会

輝美町第５自治会

ロイヤルシャトー北広島町内会

クリーンリバーフィネス北広島町内会

青葉町１丁目自治会

青葉町２丁目自治会

青葉町３丁目自治会

青葉町４丁目自治会

南町第１自治会

南町第２自治会

白樺町２丁目自治会

白樺町３丁目自治会

白樺Ｆ棟自治会

若葉町団地自治会

高台町１丁目自治会

高台町３・４丁目自治会

高台町５・６丁目自治会

高台町７丁目自治会

高台町Ｅ１棟自治会

里見町１丁目自治会

里見町２丁目自治会

里見町５・６丁目自治会

里見町７丁目自治会

泉町１・３丁目自治会

泉町４丁目自治会

緑陽町第1自治会

緑陽町２丁目自治会

松葉町第１自治会

松葉町第２自治会

松葉町５丁目自治会

山手町１丁目自治会

山手町２丁目自治会

山手町３丁目自治会

山手町４丁目自治会

山手町５丁目自治会

山手町６丁目自治会

山手町７・８丁目自治会

松葉町６丁目パークヒルズ北広島自治会

あつこ美容院

新井薬局

鮮味亭ふなこしや

泉調剤薬局

医療法人社団　加々見歯科

医療法人社団　北広島眼科医院

医療法人社団　さいとうクリニック

医療法人社団　吉田歯科医院

医療法人社団広仁会　高台内科クリニック

医療法人社団北進歯科クリニック

医療法人社団北進内科胃腸科クリニック

ウェディングプラザ入舟

栄デンキ㈱

越前屋試錐工業㈱

大上商店

小笠原美容院

尾崎鍼灸整骨院

北広島おぎの眼科

北広島調剤薬局

京呉服　㈱ゑり万

コープさっぽろエルフィン店

さち美容室

山海亭

社会医療法人社団即仁会　北広島病院

ショッピング北広山手店

炭火居酒屋炎北広島店

セイコーマート高台店

ソラリス薬局

田中整骨院

てのひら鍼灸院・整骨院

なかじま歯科診療室

ナラサキ石油㈱北広島団地ＳＳ

能登原歯科医院

伯仁堂鍼灸院

愛美容室

藤川歯科医院

ヘアーショップ　ドルフィン

北洋銀行北広島中央支店

北海道銀行北広島支店

まんぷく

みよしレディースクリニック

森崎重機㈱
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北　
広　
島　
団　
地　
地　
区

学
校
・
団
体
な
ど

やきとり居酒屋ほろろ

焼鳥キッチンあじと

やすだ動物病院

やまと皮膚科クリニック

横井歯科医院

横尾歯科医院

読売新聞ＹＣ北広島

リフォームショップたかはし

理容のタカハシ

和田皮膚泌尿器科医院

㈱ショッピングきたひろ駅前店

㈱スミタ  ビア・レストランぱる亭

㈲岡崎工務店

ビューティーバンバン美容室

㈲かねいわ鈴木商店

㈲ビューレックそよ風理美容室

㈲北海道新聞南販売所

アオサギの会

エルフィンパーク市民サービスコーナー

北広島広葉郵便局

北広島里見郵便局

北広島市芸術文化ホール

北広島市消防本部

北広島市総合体育館

北広島市中央公民館

北広島市図書館

北広島市役所

北広島市老人クラブ連合会

北広島団地住民センター

北広島中央六郵便局

北広島西の里郵便局

北広島西郵便局

北広島元町郵便局

北広島郵便局

こども発達支援センター

市内小中高等学校

市内地区奉仕分団員

すみれ保育園

西部出張所

大曲出張所

西の里出張所

夢プラザ

輪厚郵便局

　中央共同募金会運動奉仕功労者として1名、北海道共同募金会会長表彰永年
勤続奉仕者として7名の方が表彰されました。永年にわたり奉仕分団員として
活動に従事し、地域福祉のため率先してご協力いただいています。 （敬称略）

中央共同募金会顕彰　 第3住区分団　　伊藤　清　

北海道共同募金会顕彰
西の里分団　　内田康弘、石川義行、岡田信雄、島崎礼子、梨本和志、横野敏子
大 曲 分 団　　佐々木光雄

● 平成25年度中央共同募金運動奉仕功労者・北海道共同募金会会長表彰永年勤続奉仕者 ●
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災害にも強い福祉のまちづくりを目指してH25
ボランティア
センター
研修会 避難所運営ゲーム避難所運営ゲーム

｢ＨＵＧ｣体験｢ＨＵＧ｣体験大規模災害が発生した場合、数多くの被災者
が避難所に集まり避難生活を送ることが予想
されます。もし避難所の運営をしなければな
らないとき、どう対応したらよいのかを疑似
体験できるのが｢ＨＵＧ｣です。ゲームを通し
て避難所の運営を学びましょう！！

定　　員：先着50名（事前に申し込みが必要です）
参 加 費：無料
申込み先：北広島市ボランティアセンター
　　　　　住所：北進町1-5-2（福祉センター内）
　　　　　電話：372-1698

※HUG　H(避難所）U(運営）G(ゲーム）
　静岡県が開発した模擬ゲームです。

《講師》
北海道地域防災マスター
防災士

　　奥村 孝親 さん

2月25日（火）2月25日（火）13時30分～16時13時30分～16時

福祉センター・２階会議室福祉センター・２階会議室

集まれ集まれ

ボランティア!!ボランティア!!
趣味でやっている趣味でやっている
手品を披露できる手品を披露できる
ところありますかところありますか

定年退職したけれど定年退職したけれど
なにか手伝いできるなにか手伝いできる
ことありますかことありますか

そう思ったら…そう思ったら…
ボランティアセンターにボランティアセンターに
いらしてください。いらしてください。

素敵な出会いがあるかも素敵な出会いがあるかも
しれませんよ。しれませんよ。

楽しい時間になるかも　楽しい時間になるかも　
しれませんよ。しれませんよ。

連絡先

北広島市
ボランティアセンター
北進町1-5-2 福祉センター内
☎ 372-1698

私になにかできる私になにかできる
ことないかしらことないかしら

ボランティアボランティア
についてについて
知りたいな知りたいな

ボランティアボランティア
センターってセンターって
どこにあるのどこにあるの
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日本赤十字社 

大曲・西部地区
丸利伊丹車輛株式会社
来広寺
㈱三上土建工業北広島営業所
医療法人社団哲栄会順天病院
医療法人社団道央病院
小児科大曲こどもクリニック
北海道熊さん㈱
湯田歯科医院
大曲ファミリークリニック
興徳寺
北海道新聞㈲大曲販売所
小屋デンタルクリニック
大曲皮膚科
川島内科クリニック
くりはら薬局
きむら歯科クリニック
福永工作所㈱
スーパーアークス大曲店
カインズホームＦＣ大曲店
㈱北海道日刊スポーツ印刷社
㈱ターフテック
㈱北基サービス
日本ペイント販売㈱札幌営業所
㈲夘野食品
㈱大宮ホーロー北海道製作所

北都交通㈱バス事業部
日本板硝子北海道㈱
北海道川重建機㈱
㈱見方
北広プラント工業㈱
㈱ニッカ
レストランぐん平
スモークカフェ燻
ほっともっと大曲店
㈲健メディカルサポート
たばた歯科クリニック
國田商店
佐々木商会
麺や翔
理美容ヨネヤ
㈲寿し処　福長
シャルレ石岡
荒井養蜂場
北海道丸善㈱大曲インター
　　　　サービスステーション
大塚整骨院
ヘアーサロンおさむ
マナのパン工房
さいわいデンタルクリニック

東部地区
㈱広谷工務店

㈲喜見ローソン広島北の里店
環境開発工業㈱
協業組合エクセル三和
加藤産業㈱北海道支社
北広島中央クリニック
あさひ整形外科医院
北広島緑ヶ丘内科
あさひファミリークリニック
マイス歯科クリニック
東部さくら眼科医院
大谷木材産業㈱
北広島医師会高畠博光
医療法人社団水本歯科医院

団地地区
北広島病院
さいとうクリニック
加々見歯科

西の里地区
㈱三和重機
㈲アネザキカンパニー
㈲サトウファーム・ワークス
㈱山根園ウエストヒル
㈲北原園芸
㈱新札幌自動車学園
㈲マルカツ　中野商事

㈱レッツ
ササキ薬局
㈲道新小谷販売所
㈲それいゆ
光源舎オートプロダクツ㈱
田島工業㈱
中谷運輸㈲
木川歯科医院
いとう歯科クリニック
おくだ歯科医院
佐藤整骨はりきゅう院
居酒屋Ｍ
同福堂
西の里恵仁会病院
カークラフト
Ｒ２７４
北広島西の里郵便局
ローソン　北広島西の里店
㈱デントサービス札幌
㈲博陽
ボディショップスプレッド
ゴルフ２７４北広島
西の里パーククラブ
コーセー電器
㈲エム・エム・ジー

赤十字活動資金にご協力いただいた企業・法人等赤十字活動資金にご協力いただいた企業・法人等

自治会町内会並びに法人等、多くの皆さまのご協力に厚くお礼申し上げます。

松本　敬司　　東部北地区社会福祉委員会 （再）
中田　政實　　東部南地区社会福祉委員会 （新）
杉本　清二　　大曲地区社会福祉委員会 （再）
阿知良信夫　　西部地区社会福祉委員会 （再）
植田　良司　　第一住区地区社会福祉委員会 （再）
河部　繁男　　北広島団地第二住区自治連合会福祉部 （新）
髙道　晏雄　　第三住区地区社会福祉委員会 （新）
荘司　博俊　　第四住区地区社会福祉委員会 （再）
杉山　節子　　北広島要約筆記サークル （新）
山口　昭一　　北広島市無線赤十字奉仕団 （新）
谷内　　繁　　北広島市民生委員児童委員連絡協議会 （新）
佐々木　隆　　北広島市民生委員児童委員連絡協議会 （再）
松尾多加正　　稲穂町自治連合会 （新）
梨本　　健　　西の里連合町内会　　　　 （再）

後藤　豊美　　富ヶ岡連合町内会　　　　 （新）
小澤　　強　　大曲地区連合町内会　　　 （再）
長澤　　隆　　西部地区連合町内会　　　　 （再）
志田　　学　　北広島市老人クラブ連合会　 （再）
本間　昭吉　　北広島市身体障害者福祉協会　 （再）
大橋　裕子　　西の里きらきら保育園　　　 （新）
奥野　　章　　北広島市シルバー人材センター　 （再）
山本ウメ子　　北広島市母子寡婦ニレの会　　 （新）
増田　良一　　北広島市文化連盟　　　　　　 （新）
奥田　　誠　　北広島ライオンズクラブ　　　 （新）
島谷　清張　　北広島市介護サービス連絡協議会　 （再）
髙田　信夫　　北広島商工会　　　　　　　　 （再）
若山　　真　　北広島市小中学校校長会　　　 （再）

北広島市社会福祉協議会　新評議員 評議員の任期満了により次の方々が新しく選任されました。任期は、平成
26年1月1日から平成27年12月31日までの２年間になります。 （敬称略）

北海道支部北広島市地区
【事務局 / 北広島市社会福祉協議会】

（敬称略）

赤十字活動資金並びに義援金へのご協力に感謝申し上げます赤十字活動資金並びに義援金へのご協力に感謝申し上げます

■平成25年度北広島市内の活動資金（社資）の状況 
　（活動資金は北海道支部に収められ、地区には活動費が還付されます。）

■東日本大震災義援金の状況 
　（義援金は北海道支部を通じて被災地へお届けしています。
　　平成26年３月31日まで受け付けています。）

一般社資 1,888,630円
法人社資 447,850円

 23,189,825円

（1月22日現在）

（1月22日現在）
東日本大震災
義援金
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心配ごと・悩みごと  ありませんか？
身の回りで困ったこと、悩みごと、心配ごと一人で悩んでいませんか？

ささいなことでもお気軽にご相談下さい。
相 談 日　毎週火曜日・木曜日（祝日を除く）
時　　間　13時～16時
相談方法　来所又は電話（福祉センター１階相談室　372-1640）

社会福祉協議会
ボランティアセンター（福祉センター内）

北
進
通

→
至 

札
幌

千
歳 

至
←

●消防署

●セイコーマート
●中央バス車庫

夜間急病
センター

北進町団地

ＪＲ北広島駅
　　　　西口

社会福祉協議会ご案内

声
の
広
報

社
協
の
広
報
紙「
明
る
い
ま
ち
」を
読
む
こ
と
が
不
自
由
な
方
に
は
、カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を

貸
出
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
貸
出
し
）

東部小学校　車いすの寄贈 北広島高校生徒会　寄付 北の台小学校　リングプル寄贈 ㈲菱畜フーズ　鶏もも肉寄贈

寄　　贈　　品　（1月22日現在）（敬称略）
◆リングプル◆
北広島市立北の台小学校児童会(143.0㎏)/団地地区民生委員児童委員
協議会(1.1㎏他、使用済みバスカード等・使用済み切手多数・ベルマー
ク多数)/大曲・西部地区民生委員児童委員協議会(6.1㎏)/北進団地自治
会(3.2㎏)/朝日町第2町内会(2.7㎏)/栄町団地町内会(2.9㎏)/大東電材
㈱札幌工場(5.0㎏)/マックスバリュセリオ大曲(29.0㎏)/コープさっぽ
ろ北広島店福祉の会(0.2㎏)/あすか動物病院(0.3㎏)/明治安田生命北広
島営業所(1.9㎏他、使用済み切手多数)/エルフィンパーク市民サービス
コーナー (30㎏)/青空奉仕団(2.0㎏他、使用済み切手多数)/アオサギの
会(3.8㎏他、使用済みバスカード等102枚)/札幌年金受給者協会北広島
支部(2.4㎏)/北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園(6.7㎏他、使用済
み切手多数)/北広島市クリーンセンター (5.2㎏他、使用済み切手多数)/
老人クラブときわ会(7.5㎏)/老人クラブ老相会(8.0㎏)/阿部信一(2.0
㎏)/佐藤紀子(0.1g)/夏目政則(0.7㎏)/浅利竜二(3.9㎏)/沢崎真智子
(2.2㎏他、使用済み切手307枚、使用済みバスカード等38枚)/皆川京子
(8.0㎏)/藤巻功悦(1.1㎏)/本田佳恵(5.5㎏他、使用済み切手・バスカー
ド等多数)/杉山節子(1.4㎏)/中川久夫(5.3㎏)/谷浦寛茂(0.3㎏)/増田和
夫(6.5㎏)/匿名5名(4.8㎏他、使用済みバスカード等60枚、使用済み切
手多数、ベルマーク多数)/匿名1名(1.5㎏他、使用済みバスカード等50
枚、使用済み切手10枚)
◆車いす◆　※リングプル収集活動による
北広島市立東部小学校児童会(1台)/北広島市立大曲小学校児童会(1台)
◆使用済み切手◆
水土里ネット北海道道央事務所(多数)/北広島西郵便局(多数)/日本詩
吟学院樽前岳風会所属北広島支部(4,330枚他、リングプル0.1㎏)/大
曲出張所(多数他、使用済みテレホンカード等6枚)/匿名1名(11枚他、
リングプル0.1㎏・使用済みカード2枚)
◆使用済みプリペイドカード等◆
亀岡聖善(130枚)/齊藤好江(55枚)/匿名1名(80枚他、使用済み切手多数)/匿名1名(343枚)
◆紙オムツ◆　
安藝義勝（2袋他、尿取りパット2袋、リングプル0.1㎏、使用済み切手多数）
匿名1名(3袋他、オシリ拭きウェットシート5ヶ )/匿名1名(4袋)

◆玄　米◆　
匿名1名(30㎏)
◆手作りひざ掛け◆　
コープさっぽろ北広島店北広島福祉の会(10枚)/国際ソロプチミスト北広島(19枚)
◆雑　巾◆　
老人クラブ幸福会(70枚)/ロイヤルクラブ(83枚他、新品タオル15枚、
リングプル0.7㎏、使用済みテレホンカード等7枚、使用済み切手多数)
◆清涼飲料水◆　※天使の園、ふくじゅ園に寄贈
北海道コカ・コーラボトリング㈱(10箱)
◆鶏骨付きももレック◆　※天使の園、ふくじゅ園に寄贈
㈲菱蓄フーズ(40.8㎏)
◆新品タオル◆
匿名1名(10枚)
◆高齢者疑似体験セットまなび体用ひざサポーター◆
社団法人生命保険協会札幌生命保険協会(Sサイズ6セット、Mサイズ7セット)

寄　　付　　金　（1月22日現在）（敬称略）
アオサギの会（創立35周年を記念して） 20,000円
社協カウンター募金 5,332円
カラオケ緑声会（第25回社会福祉活動基金チャリティー） 150,000円
コープさっぽろ北広島店北広島福祉の会（古本募金として） 20,000円
北広島市消防本部職員一同 3,500円
北広島市仏教会 44,000円
北海道北広島高等学校生徒会（うちわ売上金の一部として） 37,230円
㈱クラーク自動車 20,000円
（一財）札幌信用金庫社会福祉基金（平成25年度助成金として） 70,000円
北海道中央バス㈱労働組合札幌支部 81,062円
北海道新聞㈲大曲販売所（古紙回収代金として） 28,983円
匿名7名 12,207円

皆様の温かい心 ありがとうございます さまざまな福祉の充実に幅広く活用しています

北広島市社会福祉協議会 臨時職員の採用募集
対 象 市内にお住まいで、普通自動車免許を持ち、パソコン（ワードやエクセルなど）が使える方
募 集 人 数 １人
勤 務 場 所 北広島市社会福祉協議会
業 務 内 容 福祉センターの使用申請受付等の窓口業務や一般事務補助
採 用 期 間 平成26年４月１日から１年間（勤務成績により更新あり）
勤 務 時 間 午前８時45分～午後５時15分
休 日 土・日曜、祝日、年末年始（年数回の土・日曜日勤務あり）
賃 金 日額6,300円と通勤手当、時間外勤務手当
社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険に加入
申 込 み 2月21日までに履歴書（写真付き）を社会福祉協議会まで提出してください。
選 考 方 法 １次審査…書類審査　　２次審査…面接（日程は後日連絡）※採用後の兼職はできません。履歴書はお返ししません。（担当　向

むこうじま
島）

『特別会員』としてご協力ありがとうございます （敬称略）（9月18日～1月16日取扱分）
㈱ヤマキ鈴木商店
丸開工業㈱

うえはら生花店
㈱広谷工務店

沿岸バス㈱札幌営業所
㈱興発スパイラル製作所

北海道新聞(有)大曲販売所
丸五石材工業㈱

㈲GOTO
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