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平成26年12月21日（日)tこ託老事業のクリスマス
会を、平成26年12月23日(!,l.9＇こデイサービスセン
ターいちいのクリスマス会を開催しました。
当日は、 「サクソフォーンカルテット桃李J

のみなさんにクリスマスソングや演歌など、幅
広いジャンjレの曲を演奏していただきました。
普段聞くことのできない、生演奏に、皆さん感
動していました。ステキな演奏を、ありがとう
ございました。
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年頭のご挨拶

毒品会特急誠人審良野常私令鵠私議蟻会

令長~＞ J: 格段
新年明けましておめでとうございます。
市民の皆様には、ご壮健にて新年を迎えられたこととお慶び申しょげます。
日頃より、社会福祉協議会に退かいご文護ご協力を賜り心から埠くお礼

申しょげます。
あの、来日本大震災と福島原発事故により被災され、いまだ多くの方々

が不自由な避難生活の中て4年自の新年を迎えています。また、昨年も台
風などによ IJ大きな災害が発生しました、これらの復興が促進され一日も芋〈安心して生活出
来るようになることを願っています。

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として社会福祉法によリ位置づけされ
ています。その役割を果たすために「ともに支えあう安心・安全・福祉のまちづくりJ を基本
目標に、市民の皆様と共に f誰もが、住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづく lJJ 
を進め、安心と自立を支援するしくみや在宅生活を支える福祉サービスの充実など、皆様に頼
りにされる社協を目指して役戦員一体となって推進してまいリます。
私たちが安心して生活出来るための医療・福祉・介護の持続可能な制度の確立が望まれます

が、少子高齢化がさらに進行するなかで、市民の福祉課題や生活課題が多様化、複雑化してま
いります。そのためにも総合相談体制の充実とともに、地域ての支え合いを深め、行政と地域
そして社協との結びつきをより一層高めて、安心して暮らしていける地域づくリを推進してま
いりますので、市民の皆様の一層のご指導とご協力をお願い申しよげますと共に、皆様のご多
幸と今年一年が穏やかな年になることを祈念して年頭のご挨拶といたします。

副会長 赤塚 健 叉内 繁 有薄 治

理事 山田 明 原因 重え 小野寺明 川村 尚 千葉信夫 青山照道

吾川憲一 桐薄幸子 井上和正 山本幹彦 清本 渉

監事 大§ 克男 山 ロ 悦 子 高知行雄

吉良好常~I司募金4島義令

令長級 事態 久 .fa 
新年、明けましておめでとうございます。
市民の皆様には、平成27年の新年を健やかにお迎えられましたこと、心

からお慶び申し上げます。
咋平成26年の赤い羽根共同募金並びに歳末たすけあい募金運動の推進に

あたリましては、全市民の心温まるご支援、ご協力に支えられ、所期の成
果を挙げることができました。深〈感謝を申し上げる次第でございます。

平成26年度富良野市共同募金委員会の最終実績につきましては、現在、北海道共同募金舎
の段階て取IJまとめ中であリますが、平成26年度も道内ての高い実績は確実であリます。

全国民挙げての『助け合い』を基調とする赤い羽根共同募金運動も、開始以来、平成26年
で68年が経過致しました。
今ここに、この聞の募金実績を辿りまして、富良野市の募金実績（世帯当たリ平均額〉が、

常に金道、全国実績の上位に位置していますことは、市民の皆様の社会福祉に対する理解と関
心の深さによる実現であリます。

この新しい年もまた、誰もが住み慣れた地域で生きがいをもって安心して暮らすことができ
るよう、人々が助け合い支え合う地域社会を築くために共同募金運動を通じ、市民の皆様と共
に『社会連帯の輪』を広げてまいりたいと存じます。

市民の皆様の変わらぬご指導、ご支援をお願い申しょげ、年頭のご挨拶といたします。
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近年「無縁社会」等と言う言葉が生まれ、人間関係の希薄さが話題になりまレた。

住み慣れた主地で、日ごろのつながりを大切に、安I~＼して暮らし続けることを目指し「布

部ふれあいサロン」を平成24年8月にスタートしました。

社協の後押しちあり、独唐及び家族同唐の65歳以上の方約70名を対象としまレた。布部

地区の高齢化率42.7%（富良野市28.0%)4割強以上が高齢者であり、サロン運営の目拙

が今後の地場活動に大きく影響レます。

運営母体は住民ポランティア組織、サポートクラブ「スタッフ代表渡辺勝信様」が担

い、年間6固「2力月に1固」行い、これまで、ふらのオム力レーを頂いたり、昭和30年

頃の「，5，らのの建る情寮Jのビデオを見だり、フロアー力一リング、健康ヨガ教室、ハイラ

ンドふらの食事会等、サロンには常時20名～25名の参加があります。健康で楽レい行事は

参加者の皆さんから好評を受けており、 「やってよかった」と手応えを感じています。

今後は参加者がもう少し増えてくれることと、運営母体「サポートクラブ」のお手伝いス

タッフが多忙のため不足していることや行事のメニューづくりが課題です。

布部ふれあいサロン代表坂口道郎様

蓄音器l~より
なつがしい昔の音楽をさきまし兎

昼食会

’M伺ムカレーをいぬ寺まし五



(4) 

昨年10月から始まりました「赤い羽根共同募金運動」につきまし
て、多くの市民の皆様から沢山の心温まる善意の募金が寄せられまし
たロご協力いただきました皆様に、心より厚くお礼申し上げます。
今年度も、各町内会・農事組合をはじめ、市内の各企業・商店・福祉

団体・老人クラブ・ボランティア・学校関係者・民生児童委員の皆様、
他事くの方々のご協力により、下記のとおり赤い羽根共同募金が集まり
ました。
市民の皆様から寄せられました善意の募金は、北海道の福祉活動をは

じめ、富良野市の在宅福祉・地域福祉・ボランティア活動など、富良野
市の福祉のために有効に使われる予定です。

「自分の町をよくするしくみ」として、今後も赤い羽根共同募金運動
にご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願U申し上げます。

.－~ •阻閤量 掴・通事手持校：it;向均嶋崎向持拘持特向型円．

5唱 闘V （平成6年1羽 26日現在） ~i 

3街頭募金 437,662円 3
3戸別募金 3,033,290円 3
3法人募金 1,643,000円 3
3その他の募金 729, 112円 3
; （窓口・職域・一円募金等）

4剤
、抑制抑制対物抑制抑制対対抑制抑制初旬：-I=・

平成26年度赤い羽砲共同募霊実績
（平成26年12月26日現在）

5,843,064円

側壁関

11月よりご協力のお願いをしておりました「歳末たすけあい募金」につきまして、市民の皆様のご協力に

より、沢山の歳末たすけあい募金が集まりました。ご協力に心より厚くお礼申し上げます。

皆様からの善意の「歳末たすけあい募金」につきましては、市内の生活に困っている方や、重度の寝たき
りの方を介護されている方、児童施設に入所されている富良野出身の児童の方、市内の福祉施設、クリスマ

スケーキ贈呈事業等、下記のとおり配分させていただきました。

市民の皆様の心温まる歳末たすけあい募金、ありがとうございました。

また、富良野市から要援護世帯へ冬期暖房用燃料費の一部として今年度については、一世帯あたり
15,000円を合わせて支給しております。

く〉要媛護世帯配分金（市内の生活困窮世帯へ）

く〉寝たきり老人等介筆者慰労金

（市内の寝たきり老人・重度障がい者を介護している方へ）

く〉施霞入所児童配分金（富良野市出身の施設入所児童へ）

。施盤見舞金（市内の2福祉施設へ）

く〉クリスマスケーキ贈呈事業（歳末対象の子どもに）

147世帯

帯

名

設

個

世

旧

施

沼

7

1

2

1

 

qu 
370,000円
50,000円
60,000円
20,300円

, ,946,300円合計
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10月より開始いたしました赤い羽根共同募金では、様々な募金運動が展開され、様々な方や団
体のご協力をいただきました。心より厚くお礼申し上げます。今年度、赤い羽根共同募金にご協
力いただきました団体をご紹介いたします。 （敬称略－順不同）

街頭募金協力

・富良野西中学校 ・ひまわり会 ・北の峰老友会 ・みのり会 ・中央婦人会 ・扇山老人クラブ ・烏沼老人クラブ烏寿会
・富良野手をつなぐ親の会 ・山部更生保護女性会 ・麻町みなづき会 ・弥生町第1町内会長寿会 ・さくらの会
・サポートステーション栄町 ・瑞穂高齢者クラブ ・たんぽぽの会 ・ラベンダーの郷 ・北の峯学園 ・一位の会
・富良野少林寺拳法スポーツ少年団 ・富良野市柔道スポーツ少年団 ・ボーイスカウト富良野第1団 ・あかつき長寿会
・白菊会 ・富良野無線赤十字奉仕団 ・スプラッシュ富良野 ・富良野身体障害者福祉協会 ・富良野国の子寮 ・桂三豊寿会
・富良野更生保護女性会 ・若草の会 ・五区長寿会 ・北の峯ハイツ ・つくしの会 ・富良野市在宅介護者を支える会
・緑町長寿会 ・上五区老友会 ・学田二区長寿会 ・扇山小学校 ・富良野青少年サークルねーびる ・富良野東中学校
・山部中学校 ・鳥沼小学校 ・富良野小学校 ・山部小学校 ・緑町緑寿会 ・富良野市民生委員児童委員協議会
・富良野看護専門学校

窓口募金・職域募金協力

・藤堂デンタルオフィス ・ファッションハウスさえき ・串てっ ・ミュージックパブミカド ・福寿司
・富良野ナチュラクスホテル ・ホクレン商事側ふらの朝日店 ・新谷菓子店嗣 ・くんえん工房YAMADORI ・フロリダ
・YAMADORI（炭火焼肉） ・エデン ・小出食料品店 ・渡部医院 ・つぽ八富良野店 ・なんまら ・ツルハ掛富良野店
・春ちゃん寿司 ・三番館ふらの店 ・池田屋 ・かとう整形外科クリニック ・こがねちゃん弁当 ・宮田歯科医院
・富良野図書館 ・トピカル ・ローソン若松店 ・若松整骨院 ・ふらのパス鮒駅前案内所 ・富良野観光協会
・高橋歯科医院 ・くまげら ・クリーニング白光舎 ・藤堂整骨院 ・北海道銀行富良野支店 ・居酒屋いちい
・側亀屋斉藤金物店 ・酒菜家 ・水口歯科医院 ・唯我独尊 ・唯我独尊（パン工房） ・桑名園 ・和風スナック愛
・スプラウト ・鉄板焼きまさ屋 ・すぎやま瑚排 ・富川製麺所 ・魔女のスプーン ・甘太郎 ・炉ばた ・居酒屋へそ
・パブスナックミッチ ・焼肉まんぐう ・すずかけ ・そらのくじら ・フクシカメラ店 ・空知商工信用組合富良野支店
・ヘアーサロンナラ ・森高整骨院 ・小玉家本店 ・翠月 ・ビーグル ・紅屋薬局 ・一久庵菓子司惰） ・カラオケ喫茶あした
・ラベンダー ・居酒屋我が家 ・支那虎 ・小玉家支店 ・ラルズマート富良野店 ・富良野物産センター（アルジャン）
・フラノマルシェ（富JI[) ・フラノマルシェ（インフォメーションセンター） ・フラノマルシェ（フラノカフェ）
・フラノマルシェ（パスストップ） ・フラノマルシェ（ファーマーズマーケットオガール） ・ミスタータイヤマン
・かわむら整形外科 ・ステラ調剤薬局 ・麻町美容室 ・熊っ子ラーメン ・高畑歯科医院 ・合田歯科医院 ・ツルハ側緑町店
・マツヤデンキ富良野店 ・ローソン緑町店 ・リカーショップニシノ ・山香食堂 ・石野理容院 ・フラノビジュー
・ホクレン商事掛ふらの春日店 ・富良野農協金融春日出張所 ・ふらの西病院 ・日本調剤桂木薬局
・富良野市スポーツセンター ・ふらのや ・なの花薬局ふらの店 ・市場食堂 ・イエロープリックロード
・ブーランジエリーラフィ ・富良野アミューズメントアエルー ・いんやく小児科クリニック ・内海内科クリニック
・谷成吉思汗 ・とがし歯科医院 ・ノルデン薬局 ・地域福祉センターいちい ・富良野協会病院 ・ローソン富良野協会病院店
・北村石油 ・日本調剤ふらの薬局 ・どろっぷ調剤薬局 ・平間商店 ・畑山理容院 ・はやし耳鼻咽喉科クリニック
・くりの歯科クリニック ・麻町簡易郵便局 ・ベスト電器 ・ホクレン商事側ふらのフォーレスト店
・レストラン四季の恵富良野店 ・ふらのぶどう果汁工場 ・ネッツトヨタ旭川側ふらの店 ・ふらのワインハウス ・北峯舎
・ふらのワイン工場 ・ハイランドふらの ・味処かつみ ・フォーラムフラノ ・プチフルールたけだ
・セブンイレブンふらの北の峰店 ・エーデルヴェルメ ・だうんひる ・ニュー富良野ホテル ・ベルヒルズ ・正直村
・パニエ ・Tuba’s ・北の峰簡易郵便局 ・ヤマサ鮒 ・ぐるぐるめんま堂 ・ラベンダーの郷 ・ビストロルシュマン
・アイム ・新富良野プリンスホテル（十勝） ・新富良野プリンスホテル（パン工房） ・炭焼処きたぐに ・北の峰病院
・ふらのチーズ工房 ・富良野自動車学校 ・鮒コダテ布部札幌軒 ・ホクレン商事側山部店 ・富良野市役所山部支所
・山部郵便局 ・歌謡スタジオチエリー ・CAFt&RESTふらわ ・山部歯科クリニック ・山部ふれあいの家
・山部パークゴルフ場 ・富良野市役所東山支所 ・藤林商店（麓郷） ・とみ川（麓郷） ・グラスフォレストin富良野
・北の国から（拾ってきた家） ・共済農場 ・アンパンマンショップ ・緑豊農場 ・掛コダマ ・JR北海道富良野駅
・北印脚 ・ふらのタクシー側 ・富良野商工会議所 ・あさひ郷デイサービス ・ルンビニ幼稚園 ・掛東洋実業
・北海道労働金庫富良野支店 ・富良野市教育委員会 ・上村オール建材鮒 ・富良野小学校 ・北海道富良野保健所
・サンエービルド工業側 ・胸高崎電気 ・富良野消防署 ・北海道電力側富良野営業所 ・北央貨物
・富良野地方卸売市場側 ・富良野西中学校 ・富良野税務署 ・聖園幼稚園 ・緑峰高校 ・佐川急便富良野支店
・一戸電建掛 ・蜘西川食品 ・富良野学校給食センター ・ふれあいセンター ・勤労青少年ホーム ・ふらのパス鞠
・老人保健施設ふらの ・富良野国の子寮 ・みどり幼稚園 ・鮒那知組 ・闘中央ハイヤー ・鮒増山建設
・マルハニチロ北日本側富良野工場 ・北の峯学園 ・北の峯ハイツ ・新富良野プリンスホテル ・山部商工会議所
・江戸屋富良野店 ・ヤマト運輸富良野営業所 ・富良野消防山部出張所 ・デイサービスセンターやまベ
・山部NPO法人山部まちおこしネットワーク ・養護老人ホーム富良野市寿光園 ・玉手鋼建嗣 ・北の固から（石の家）
• FURANOBAKERY サポートステーション栄町 ・ふらのスパゲティ ・英和信） ・風見鶏 ・北炭販売掛富良野営業所
・野良釜 ・ゴリョウ ・福香園鮫子坊 ・halu
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第2回目のふれあいの集いが扇山小学校、東小学校、富良野小学校、の開催に引き続き、昨年の9月
1 1目的に樹海小学校で開催いたしました。当日は、樹海小学校の生徒と地域の高齢者が楽しくレクリ

エーションや音遊び（おはじき・カルタ・けん玉・福笑い・コマ回し・あやとり・メンコ）などで交流

しました。また、給食を一緒に食べながら生徒と高齢者が楽しく交流するととができ、心温まる時聞を

過ごすことができました。

第3回目の13'＇れあいの集いを昨年12月25目的ニュー富良野ホテルで開催いたしました。当日は、ス

コップ三味線演奏団 fハッピースコップJのみ怒さんによる、八ンドペjレとスコップ三味線の演奏をし

ていただきました。曲目は、演歌以外にも、クリスマスソング砿どを演奏していただきました。

昼食には、お弁当とクリスマスショートケーキをみんなで食べました。毎年、 12月25日のクリスマ

スに、第3回目のふれあいの集いを開催してい宗す。来年もみ怒さんと楽しい時間を過ごせるととを

願って、メリークリスマス！！

都E
省幹

番号



デイザービスセンターいちいに
ザンタがやJ-Cきた！

(7) 

昨年、 12月12日樹に原田武様より、サンタ
クロースの置物をいただきました。デイサービ
スセンターいちいの利用者の皆さんや地域福
祉センターいちいに来られた方に少しでも温か
な気持ちになっていただきたいとの思いでご寄
贈いただきました。本当にありがとうございま
した。

・・－・・・－・E・・・・・－・E・・・・・－・E・・・・・－・E・・・・・－・E・・・・・－・E・・・・・－・E・・・・・－・E・・・・・－・E・－－－． 

．．．．
 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社様よ
り、地域に対する社会貢献活動の一環として、今
年もコカ・コーラ製品をご寄贈いただきました。
毎年クリスマスプレゼントとして道内各地の福

祉施設等にコ力・コーラ製品をご寄贈しており、
今年で4ワ回目となります。
富良野市におきましでも、去る12月刊日に贈

呈式が行われ、富良野市共同募金委員会の飯塚会
長にコカ・コーラ製品が手渡され、富良野市社会
福祉協議会及ひ吉富良野市共同募金委員会を通じ ー

で、市内福祉施設等6団体にクリスマスプレゼン ： 
トとして、 55箱のコカコーラ製品を配らせてい I 
ただき、大変喜ばれました。 I ． ．  

・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 
｜ 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ． 
｜ 

．．．．．．．．．． ．
 
．．
 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

昨年、 12月22日伺）に富良野地方青色申告会連合
会女性郡部長大滝文子様より、タオルとペッ ：
トボトルキャップ 51.15旬、リングプル 9.45胞を ：
ご寄贈していただきました。タオルは、デイサ－ . 
ピス事業や託老事業に活用させていただきます。 ~ 
資源は、地域の社会貢献活動をされている団体に t
努しし、さまざまな形で福祉活動に活かされま ！

． ．  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



(8) 

E猷b~鎖昆申窃む殻砂詮設建見喧菟ヂ ) 

【寄付】

多くの方々 の岨温まる曽窟百匹た吉＠ま吉をつくり、ま吉を室えていまま
棋の方匂からど寄柑をいただきました．皆さんのご厚高に却し、聞から源く癌副申し上げます．

（平成26年9月9日から平成26年12月29固まで） C徴覇軍略｝
民 名 住 所 金 竃 摘璽 民 名 住 所 金 額 摘璽

石川益雄 山部商13鰻S番地 30,000 葬輯こ際して 富田副｜包 南薗郷3 30,000 葬儀に際して

村上博志 西麗山l 30,000 II 佐藤嘉枝 緑町12-26 30,000 " 
大塚久美子 北扇山3 500,000 』7 新田富子 桂木町3-l 50,000 " 
長屋シヅヱ 西町1番80号 30,000 II 本間栄子 山部南町1香10号 50,000 JI 

福 島順一 北薗郷l 20,000 II 入船 豊 若松町8番33号 30,000 II 

本 閥幹章 春日町4番3号 30,000 " 石本由美
語包の鱒園JZ3-8 30,000 " ;ftの峰酉団地12・2

鈴木寿明 弥生町2 135 50,000 』F 中野渡樟代子 中布礼別 100,000 " 
立花 実 錦町13-36 30,000 II 佐々木照美 扇町5番18号 30,000 " 
嶋田 忠和 山部東16鰻II番地 100,000 』F 吉田 基 山部西20-5 30,000 " 
鉾建呑里 山部西町3-37 30,000 II 加藤光子 北の峰町7-7 30,000 JI 

伊 藤和子 若葉町14-3 50,000 II 野昌宏子 本町10番5号 100,000 JI 

富良~音瞳瞳梓弓
弥生町5-l 30,000 社会福祉に 阿部道弘 東町16-13 30,000 ’F 今崎史学生舎一同

鈴 木泰子 山部南町6-43 30,000 葬働ζ際して 榎本 潔 山部商25穣8番地 30,000 " 
永岡 誠 住吉町2-68 30,000 II 武田草子 若松町11番21号 30,000 " 
菊地 昇 末広町23-25 30,000 II 小自然竹園妙妙蓮趨寺 東烏沼1 50,000 社会福祉に

菅原栴美 西扇山l 30,000 II 谷口美佐子 北大沼1 50,000 葬儀に障して

松崎テ1レ子 本町3-17 50,000 II 盛永やす子 瑞穂町1-41 30,000 II 

大内正三 桂木町6-20 50,000 II 

【寄 贈】 民 名 住 所
4・品 摘 • 民 名 住 所 情 晶 摘 贋

操上スミ子 西扇山1 タオル 適所介慢に 荒屋臣広 学国三区 タオル・座布団 社会福祉に

佐藤みよ子 山部北町1-70ソックスカパー 社会福祉に 瑞穂サロン 瑞誼町7-8 お手玉 If 

長谷川真 緑町16-31 タオル 適所介護に 稽副備会長制谷円！真婦週人子. 瑞穂町3-50 タオル If 

谷 井辰男 東町19-23 タオル ， 長久情仲 商学回二区 タオル ，， 

高橋和慶 春日町1556 タオル 膏 小野種子 北の峰町27-9 手踊み靴下カバー 帽

長屋シヅヱ 西町1番80号 紙おむつ他 社会福祉に 遠藤智宏 西町1-30 紙パンツ 曹

目黒英治 麓郷市葡地2紙おむつ、老眼鏡 ， 捧困層子 西町1-78 下 着 If 

岡本恵子 北扇山2 玉ねぎ 180kg 腫 白木孝子 菊町9-2 手編み靴下 If 

遠藤智宏 西町1-30 紙おむつ 9裳 ， 
胃腸施柿色申告企酌量 $rt" ~レ・ Jンtj：グ宇：·＇プlヤ; 玉』レ
宜樹輔畏大法文子

本町7-10 ぺp 、1号、~~プ｝ 唖

布部地区住民 布部 ペットボトlレキャップ 膏 、， .i:~＞

’川町鴛橿5町内貞婦子人会 緑町12-39 リングプル10.20kg ， 長久勝子 西学回二区 タオル If 

市 ↑民 の 曹 帯 ヘ 《福祉はがきのご利用について》

E菌いEすS華就きそま喜8善

島iい鹿ii 年申しる ま

月 上げ御礼ににてはし回堅窓守会一謹室
日ま~i金がもに

阿 度〈御芳志社えでご御に

市民の協力と善意で組織されている社協では、福祉はがきを

準備しております．

福祉はがきは故人の意思または喪主、施主などの家醸の意思

で利用できます．
利用にあたっては、葬儀屋さんか印刷所にご相識下さい．

原則として寄付行為のある方のはがき印刷代は社協で負担いた

します。

発 行 者

社会福祉法人 富良野市社会福祉協議会
富良野市住吉町1番28・号地場福祉センター「いちい」内

839-2215 

「，5，らの社協だより」は赤い羽根共同募金の
配分を受けて発行されています． 9・
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