
 

 
 

 

 

 

 

 

社会福祉事業にと“篤志寄附”をされた方々に対しまして、長沼町社会

福祉協議会（会長：十河義博）から感謝状が贈呈されました。 

 

贈呈された方々をご紹介いたします 
(敬称略) 

【  １区】 矢 田   博 【３０区】 山 﨑 仁 子 

【  ２区】 青 野 政 利 【錦町区】 得 地 美智子 

【  ９区】 浅 沼 善 之 【宮下区】 村 山 末 子 

【１２区】 坂 下 裕見子 【宮下区】 川 邉 惠美子 

【２１区】 中 﨑 ス イ 【札幌市】 田 渕   真 

                                  

                                                                                  

         ご寄贈ありがとうございました 

                                                         

                                        

   

              

 

  

 

 

    

この社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金より発行されています。 

 

 

    

    

“““共共共同同同募募募金金金”””へへへのののごごご協協協力力力大大大変変変ああありりりがががとととうううごごござざざいいいままましししたたた。。。   

                                                               (敬称略) 

     

長沼中央小学校児童会  北長沼小学校児童会  南長沼小学校児童会 

ボランティア委員会       

委 員 長 桃  野  敦  紀  会 長 小 針 令 愛  会 長 岸    楓 珂 

副委員長 田  中  斗  基  副 会 長 上 田 苺 奈  副 会 長 中 川 みやび  

書 記 遠  藤  優  心  書 記 長 北    友 那  書 記 小 坂 穂乃華  

書 記 清  水  咲  那     書 記 上 田 瑶 貴  
 

 

 

  

 

  

 

西長沼小学校  

  

長沼舞鶴小学校児童会 

  

長沼中学校生徒会執行部 

６ 年 生 井  上  ゆらら  会 長 田 辺 星 河  会 長 白 川 翔 梧  

６ 年 生 中  川  真  緒  副 会 長 三 上 沙 紀  副会長 斎 藤 陽 向  
      副会長 鈴 木 萌 未  
      書記長 谷 口 夕 桜  
 

  
 

  書記次長 佐々木 俊 太  

    

 

長沼高等学校生徒会  航空自衛隊 長沼分屯基地  第７２戦車連隊陸曹団 

会 長 村  上  知  輝  司 令 平 本 宏 二  団 長 田 中 正 喜  

Ｓｸﾗﾌﾞ会長 大  庭     心       
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令和元年１２月４日(水)北海道コカ・   

コーラボトリング株式会社様より２３

ケースの清涼飲料水を長沼町社会福祉

協議会に寄贈していただきました。 

 昼食会などのボランティア活動に活

用させていただきます。 



　昨年の１０月１日から１２月末日まで３ヶ月間にわたり実施しました募金運動に、
町内会や法人、職場、学校、団体など多くの皆様のご協力をいただきました。

　皆様の貴重な募金は、地域福祉向上のため大切に活用されています。

(敬　称　略） 単位：円 (敬　称　略） 単位：円 

寄　附　者　名 金　　　額 寄　附　者　名 金　　　額 寄　附　者　名 金　　　額 寄　附　者　名 金　　　額 寄　附　者　名 金　　　額 寄　附　者　名 金　　　額
★　法人募金合計 189,698 ★　個人募金合計 64,000 第　１３　区　 7,800 ★　法人募金合計 225,233 長沼町社協福利厚生会 20,000 第　２２　区　 4,200
長沼自動車整備事業協同組合 5,000 　　６区　　十　河　義　博 10,000 第　１４　区　 16,500 長沼自動車整備事業協同組合 3,000 ★　団体・サークル募金合計 143,900 第　２３　区　 6,150
日豊運輸株式会社 10,000 　２５区　　土　田　孝　幸 10,000 第　１５　区　 17,100 日豊運輸株式会社 10,000 長沼町民生委員児童委員協議会 38,000 第　２４　区　 5,250
タキイ種苗株式会社長沼研究農場 1,698 　１７区　　宇都宮　静　子 2,000 第　１６　区　 26,100 タキイ種苗株式会社長沼研究農場 2,033 長沼町議会議員会 50,000 第　２５　区　 3,450
（有） 石田農園 5,000 　２８区　　杉　本　武　紀 5,000 第　１７　区　 8,700 （有） 石田農園 5,000 長沼更生保護女性会 10,000 第　２６　区　 2,850
長沼鉄建株式会社 10,000 錦町区　　三　浦　あつ子 5,000 第　１８　区　 18,000 北興設備工業株式会社 10,000 長沼町女性連絡協議会ﾏﾇｶﾞｰﾅの集い 10,900 第　２７　区　 4,500
萩工務店 10,000 宮下区　　松　井　栄　吉 5,000 第　１９　区　 8,700 長沼鉄建株式会社 10,000 長沼町カラオケ連合会 30,000 第　２８　区　 4,950
瀬藤冷暖房 5,000 旭町区　　宇　野　美枝子 5,000 第　２０　区　 6,600 山中畜産 5,000 長沼町川柳クラブ 5,000 第　２９　区　 6,750
（株） シーボルト 3,000 曙町区　　穴　田　節　子 10,000 第　２１　区　 21,600 吉田整骨院 5,000 ★　個人募金合計 93,000 第　３０　区　 11,850
（株） 田嶋商店 5,000 あかね町区　　松　下　厚　雄 10,000 第　２２　区　 10,200 瀬藤冷暖房 5,000 　　６区　　十　河　義　博 10,000 第　３１　区　 2,700
（株） かねひろ 10,000 一町民 2,000 第　２３　区　 12,600 （株） シーボルト 2,000 　２５区　　土　田　孝　幸 10,000 北　市　区　 10,650
中野司法書士事務所 5,000 ★　学校募金合計 48,243 第　２４　区　 12,300 ホクレン農業総合研究所 5,000 　２８区　　杉　本　武　紀 5,000 錦　町　区　 36,150
（有） 森下松風庵 5,000 長沼中央小学校 6,719 第　２５　区　 7,200 （有） 舞鶴自工 1,000 　２８区　　成　田　正　夫 10,000 本　町　区　 18,900
吉井調剤薬局長沼店 2,000 北長沼小学校 7,468 第　２６　区　 8,400 （株） かねひろ 10,000 錦町区　　三　浦　あつ子 5,000 栄　町　区　 14,700
長沼町商工会 3,000 南長沼小学校 5,132 第　２７　区　 12,900 （株） 田嶋商店 5,000 錦町区　　斉　藤　せつ子 3,000 中　央　区　 2,700
土岐歯科医院 5,000 長沼舞鶴小学校 5,428 第　２８　区　 13,800 中野司法書士事務所 5,000 宮下区　　松　井　栄　吉 5,000 銀　座　区　 35,250
（株） いわき 10,000 西長沼小学校 1,772 第　２９　区　 17,400 （有） 森下松風庵 5,000 旭町区　　宇　野　美枝子 5,000 東　町　区　 30,750
（株） 長沼振興公社 3,000 長沼中学校 8,656 第　３０　区　 29,400 （有） 桃野石油店 5,000 曙町区　　穴　田　節　子 10,000 宮　下　区　 29,100
ながぬま農業協同組合 20,000 長沼高等学校 13,068 第　３１　区　 6,300 土岐歯科医院 5,000 あかね町区　　松　下　厚　雄 10,000 旭　町　区　 48,000
（株） 池内建設 5,000 ★　興行募金合計 26,590 北　市　区　 28,500 （株） いわき 10,000 一町民 20,000 曙　町　区　 10,950
（株） ＦＡＭＯ長沼 5,000 夕やけ市 12,858 錦　町　区　 91,750 （株） 長沼振興公社 3,000 ★　戸別募金合計 478,050 あかね町区　 40,350
北海道中央農業共済組合 5,000 長沼町秋祭り 13,732 本　町　区　 48,900 長沼町商工会 3,000 第　　１　区　 4,950 しらかば区　 21,150
（株） 加藤建築 5,000 ★　募金箱協力店合計 13,330 栄　町　区　 47,400 ながぬま農業協同組合 40,000 第　　２　区　 4,500 西　町　区　 5,850
（有） 安居企画 5,000 航空自衛隊長沼分屯基地 5,169 中　央　区　 10,200 （株） 池内建設 5,000 第　　３　区　 5,400 錦　農　区　 1,800
（株） 道央カラーデザイン 3,000 マオイの丘公園（道の駅） 845 銀　座　区　 87,600 （株）  ＦＡＭＯ長沼 5,000 第　　４　区　 3,900
（株） 長沼車輌 3,000 りふれ売店 4,072 東　町　区　 30,000 北海道中央農業共済組合 5,000 第　　５　区　 4,350
大一自工株式会社 3,000 ながぬま温泉 520 宮　下　区　 89,100 （株）  加藤建築 10,000 第　　６　区　 5,550
ジュン美容室 3,000 （株）ツルハドラック　長沼店 1,184 旭　町　区　 60,000 （有） 安居企画 3,000 第　　７　区　 5,250
ヒタチ電設株式会社 5,000 長沼町社会福祉協議会 1,540 曙　町　区　 28,500 （株） 道央カラーデザイン 3,000 第　　８　区　 3,300
ながぬま土地改良区 15,000 ★　戸別募金合計 1,122,850 あかね町区　 97,800 大一自工株式会社 3,000 第　　９　区　 6,300
（有）  成田工務店 5,000 第　　１　区　 12,600 しらかば区　 30,000 てらさわ歯科 5,000 第　１０　区　 5,400
こぶし建設株式会社 10,000 第　　２　区　 12,000 西　町　区　 24,000 （有） 成田工務店 5,000 第　１１　区　 7,650
★　職域募金合計 48,500 第　　３　区　 16,800 錦　農　区　 3,600 ながぬま土地改良区 15,000 第　１２　区　 11,850
ながぬま土地改良区職員親睦会 5,000 第　　４　区　 9,600 （株） 長沼車輌 3,000 第　１３　区　 3,150
ながぬま農業協同組合職員組合 5,000 第　　５　区　 12,300 ジュン美容室 3,000 第　１４　区　 6,150
長沼町役場福利厚生会 38,500 第　　６　区　 13,500 ヒタチ電設株式会社 5,000 第　１５　区　 6,300
★　団体募金合計 48,000 第　　７　区　 13,800 岩見沢ヤクルト販売株式会社 1,200 第　１６　区　 10,650
長沼町民生委員児童委員協議会 38,000 第　　８　区　 9,900 ★　職域募金合計 87,800 第　１７　区　 3,600
長沼町議会議員会 10,000 第　　９　区　 19,200 ながぬま土地改良区職員親睦会 5,000 第　１８　区　 7,500

第　１０　区　 14,100 ながぬま農業協同組合職員組合 5,000 第　１９　区　 3,750
第　１１　区　 19,200 第72戦車連隊陸曹団 10,000 第　２０　区　 1,350
第　１２　区　 30,900 長沼町役場福利厚生会 47,800 第　２１　区　 8,250

歳末たすけあい募金にご協力ありがとうございました。

令和元年度　赤い羽根募金合計 １，５６１，２１１円 令和元年度　歳末たすけあい募金合計 １，０２７，９８３円

赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました。

皆様からお寄せいただいた
尊い浄財を広く道内の福祉
を高めるため、また、地域で
の福祉活動推進のため有効
に活用させていただきます。



　社会福祉協議会は、町民の皆様のご協力によって運営されております。
　一般会費・特別会費の納入にご理解をいただきありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度会費納入状況は下記のとおりです。

区 金　額 区 金　額 区 金　額
第　　１　区 10,500 第　１６　区 21,750 第  ３１  区 5,250
第　　２　区 11,000 第　１７　区 7,250 北  市  区 23,500
第　　３　区 14,000 第　１８　区 15,000 錦  町  区 82,500
第　　４　区 8,000 第　１９　区 7,250 本  町  区 40,750
第　　５　区 10,250 第　２０　区 5,500 栄　町　区 38,250
第　　６　区 11,250 第　２１　区 18,000 中　央　区 8,500
第　　７　区 11,500 第　２２　区 8,500 銀　座　区 73,000
第　　８　区 8,250 第　２３　区 12,250 東　町　区 58,500
第　　９　区 16,000 第　２４　区 10,250 宮　下　区 74,250
第　１０　区 11,750 第　２５　区 6,000 旭　町　区 105,000
第　１１　区 16,000 第　２６　区 7,000 曙　町　区 23,750
第　１２　区 25,750 第　２７　区 10,750 あかね町区 81,500
第　１３　区 6,500 第　２８　区 11,500 しらかば区 41,000
第　１４　区 13,750 第　２９　区 14,500 西　町　区 23,500
第　１５　区 14,250 第　３０　区 24,500 錦町農試区 3,000

　　　（敬称略）

第１区 北角重雄 髙田正衛 深坂文雄 佐々木修一 志賀道夫
佐藤精治 安田雄一 後藤孝光 後藤義行 新納和則 岩崎史郎
増田　宏 永井一郎 西村　晃 豊原代司郎 中舘誠治 斉藤　晃
健名春夫 鳥井俊行 居上信弘 桃野　繁 田中瑞穂 第１３区
石田浩司 鳥井　勲 奥野俊一 坂野龍平 今部政晴 泉　浩治
池川英厚 安居敏昭 嶋　英二 佐藤智範 小山正彦 幅田末吉
第２区 永井孝雄 記虎順一 堀田　強 松田博士 仁木照夫
平田和之 三木田　保 水口　隆 木工順人 昆田　亨 中澤きよえ
中野　隆 堀田　務 原　昭徳 竹山繁信 小山田昭治 髙倉隆二
青野政利 斎藤　篤 水口久美子 富樫尚秀 宇野定男 髙島秀樹
石川幸雄 小針裕治 井形和代 上田新太郎 影近ミサオ 塩垣正信
野々川美由紀 石井重敏 第９区 菊池武司 畠山史樹 松本　稔
玉手義人 信田壽一 北嶋弘一 桃野洋子 横元　愼 菊川正憲
石井悦子 第４区 松野　進 桃野　弘 妹尾征子 藪田孝一郎
中野あけみ 吉崎弘一 桃野　博 西村尚人 高野洋一 清水文夫
村上　務 細川清人 秋田谷藤吉 安田　守 北垣恭子 大杉政夫
玉手勇一 桂　道夫 山田　昇 杉本政雄 奥村芳樹 清水幸雄
山谷明義 片山初夫 池田徳重 久保幸裕 前川廣子　 栗林邦幸
池畑賢一 髙松　勤 林　貴志 第１１区 山下りよこ 冨澤正雄
曽我部義貞 片山勝喜 伊藤文彰 近藤惣一 種畑一美 古瀬満哉
伊東　孝 宮川澄雄 對馬信一 半谷永治 宮本邦子 冨澤信行
山崎　晋 第５区 最能忠男 居上秀敏 山科主税 佐藤大樹
田中耕太郎 北　吉弘 薮田セツ子 吉村繁二 平川百合子 高倉千恵子
大林　仁 廣島一夫 小野寺キチヱ 二宮　丘 広田和博 第１４区
酒井美千子 道原　清 林　政光 山田　博 第１２区 千葉義友
国田文雄 大髙　功 中村勝之 大貫　進 記虎孝一 信太正朗
前多孝芳 池畑榮次 工藤徳久 廣田睦男 野原辰雄 松尾洋治
田村昭夫 宮川信雄 中森和明 居上ミツ子 本田　清 阿部石蔵
伊東慎弥 鶴見正樹 宮本一雄 長井　修 黒田　功 山崎　均
石川大輔 小林康範 薮田英夫 窪田光次 菅原進一 山中茂樹
飛谷博秀 仲野道一 第１０区 三島　桂 石尾秀昭 土田　満
平田真一 山田豊行 東郷秀一 中島淳一 田畑晴久 南　宗義
曽我部栄 西澤英二 松井茂勝 太田信次郎 加藤　優 田島義文
第３区 井形紘一 堀田信一 佐藤文彦 佐藤　昭 高倉典子
小針一男 第６区 安田　昇 大館喜三 小林信昭 宇野ユキヱ
矢田征男 井形正義 上坂健一 廣田博吉 萩　利夫 山崎八千代
北山了一 井上　隆 朝田郁子 山田　公 美野　豊 岩田繁雄
尾藤武男 十河義博 山村久人 樋田孝子 蕪木清一 岩倉英司
渡邊公雄 吉岡幹夫 桃野四郎 松本　豊 塚本　進 熊谷孝志
杉本和夫 干場一正 難波敏広 松田信幸

社 協 会 費

一般会費

特別会費



 



（敬称略）

第１５区 杉　清一 柳原　茂 髙栁直治 生田義和 田中三重子 中村靖子 乙坂ヒサ子
林　信夫 柴田忠彦 逢坂利一 堂田　忠 三好芳子 伊勢準三 記虎　茂 門馬　貢
奥原春雄 小泉昌美 若狭幸治 服部正幸 田中耕輔 布施静子 安居秀輝 齋藤和男
伊藤孝治 中澤俊通 八木義隆 酒井久夫 加藤幸一 井比　進 北野知子 弓削啓子
平井　博 山本好美 田近與子 山本　剛 横山　峻 高木弘子 松井栄吉 井野安彦
田村賢治 鈴木徳幸 青野恭則 近藤　豊 松崎　實 渋谷　等 原　札子 仲野保男
髙瀬裕也 濱　雅文 八木貴紀 谷口博宣 前川峯夫 杉浦孝一 北島陽子 新谷静江
前川敏彦 荒井一博 太田由彦 澤田義光 平井儀一 山口和子 田近紀子 鈴木　正
中村　譲 山田和夫 窪田秀治 間島康介 深谷京子 髙野兼一 村山末子 山上重樹
加藤　勉 第２０区 水岡　忍 山本　仁 加藤晃子 天野美江子 別所賢英 森田定男
中 　廣 木口敏雄 尾崎雄二 平井　宏 平井長敏 角谷　進 菅原勝見 樫田千代司
池内義一 小川正義 水本寿幸 平井健二 深谷裕史 伊藤フジヱ 山田克子 菊田國雄
若狭良昭 岡田征男 第２５区 中村千春 松崎慎司 青木美和子 青山恒明 伊藤勝夫
中嶋鉄雄 安宅信一 柳原　寛 坂井勇一 北市区 郡司ひろみ 杉浦洋子 櫨山正実
中島俊一 石垣征勝 寒河江弘行 間嶋良春 中出準也 山口　博 安田　修 川辺枝美子
杉浦正則 安宅健一 山口伸一 高宮　徹 尾藤ひとみ 柏木政己 松村裕二 仲野陽子
大崎康廣 第２２区 土田孝幸 服部順一 錦町区 谷　哲夫 小澤政信 下小路英男
谷口利信 山本政男 柳原光恵 間島秀格 小林スミ子 谷　智子 阿部国雄 久田耕作
髙　　稔 駒谷広栄 高瀬明光 紫竹　登 小林百合子 橋本悦子 大津外志男 千葉已津男
間島律雄 橋本日出男 東山雅次 前田　弘 吉本テツ子 多田良一 高田恵美子 長原秀雄
桂　重紀 角谷敏明 中山正一 間島　俊見 三浦あつ子 高橋ミツヨ 堀田　勉 しらかば区
川崎喜昭 藪田　享 斉藤正義 服部幸太郎 斎藤せつ子 大竹尚夫 北島康夫 小林三義
第１７区 第２３区 向　隆 北野　正 廣川愛子 藤川和信 相澤　修 廣川朝夫
松村　博 下口谷　忍 髙木正志 笠田一浩 菅原恵子 谷黒敬子 高木豊子 山坂誠一
内田和幸 駒谷信幸 石井辰男 後藤良一 田中三枝子 神　周治 仲山幸雄 浅沼　彰
鵜野秀樹 逢坂正弘 高瀬恵美子 北林誠一 得地美智子 谷川松芳 旭町区 黒澤不二男
宮本久志 駒谷克明 第２６区 第３０区 別所　正 福島敏博 高橋義信 橿棒光一
宇都宮静子 髙橋眞二 本間信雄 村上勝見 横川孝二 川井博士 松村　章 矢沢敬三郎
門脇信幸 中本芳雄 清水利子 細川賢一 田中和子 中央区 中村正實 佐藤捷夫
山田　誉 大野秀次 宮田昌子 成田　満 高畑憲一 久保田喜子 宇野美枝子 佐藤武志
宇都宮治 前田正述 第２７区 玉島孝之 橋本敏司 銀座区 真田勝次 石田　博
水野正一 前田敏道 山田孝夫 三上直子 広吉正則 桂　三郎 工藤　勝 酒井敏夫
松村敏文 長路忠浩 嶋田貞信 笹浪　崇 堂前正敏 吉田久子 宇野邦晴 加藤裕章
三浦　悟 米山一芳 佐藤義孝 立花勝男 市東保子 有路美代子 河野亮平 豊岡正信
新谷節子 大波　進 石井忠雄 吉田静子 廣岡雅浩 村山幸子 竹村敏昭 塚本勝雄
第１８区 水林敏行 松本禮子 谷川　潔 髙田重信 阿部勝實 大庭園子 中原久勝
堂林克美 菊澤政則 中野憲蔵 堂前信正 白川幸雄 水岡秀雄 澤田博義 西町区
林　義昭 佐々木英二 岩倉武男 佐藤テル子 天野広道 森下　薫 奥村　力 二木　晃
四釜則雄 佐々木幸一 第２８区 大橋　登 順毛誠一 鈴木三枝 曙町区 金子秀之
服部哲夫 中本忠則 松村隆義 福井一男 田嶋俊美 東町区 松本修二 長沼町民生委員

服部五和男 塚本晴義 山田文雄 福田正博 奥　則雄 浦島康雄 佐藤雅昭    児童委員協議会

服部五十六 新森利明 渡邊　昭 熊谷和夫 本町区 常陸孝順 廣中正雄 長沼町議会議員会

源内芳男 永森　勉 藤木孝四郎 中田清作 明石　正 井形幸彦 穴田昇一
加藤正夫 菊澤　巧 山田稔夫 大館　守 別所次郎 市岡　弘 池畑　登
山口博子 中本千津子 上坂静範 遣田義勝 望月良典 政角勝雄 穴田節子
平川勇男 高橋　浩 小馬谷隆一 岩城敏光 亀宿忠義 粟木睦男 佐藤俊寛
土井　稔 高橋晴美 國松豊實 松本　守 戸田洋一 朝田順子 吉本　修
佐々木信雄 出口忠雄 押切澄子 吉谷貴代美 佐藤重義 佐々木義憲 小玉　悟
今井隆作 第２４区 杉本武紀 三上守親 北本榮一 宇野勝美 佐藤洋子
村田政夫 宮北敏勝 石尾正幸 松本　正 千葉　晃 永田幸子
長濱洋一 大橋　勝 近藤　誠 藤村茂子 桑原　豊 清水慧子 山口　正
寺﨑邦雄 角谷幸一 柳町勝司 酒井とみ子 向井百合子 玉井政充 小玉邑子
畠　浩之 藤波　勉 湯浅　篤 酒井傳祐 秋田谷則子 佐藤絋嗣 宮崎　隆
寺﨑義之 水岡　清 鈴木　強 関　　睦 加藤正子 板東信子 亀渕信幸
町村昌修 関口利信 前田一美 佐藤キミ子 北本信幸 宮下区 亀渕幸子
若狭広明 須藤清貴 酒井吉晴 新保秀樹 戸川和枝 川邉恵美子 五十嵐富夫
四釜吉泰 中村一雄 成田正夫 新居達夫 小倉臣一 溝　和成 あかね町区
阿達真由美 柴田佳夫 野島敏光 三上輝之 澤田邦繁 伊藤　清 石川　強
林　雅英 田邊伸一 高橋浩三 斉藤圭太 森下　伸 高瀬武久 町田　僓
秋葉信勝 堂本義一 山田信男 長田一尚 中野明義 吉田道幸 菅原　壽
加藤正喜 窪田清治 塩田幸司 第３１区 山口敏範 三浦今朝勝 弓削七恵
第１９区 渋谷守徳 山田直人 須藤　一 鈴木　諭 小泉　守 竹内英教
荒井正夫 金野伴夫 第２９区 池田　実 栄町区 加藤照雄 池内純子
津島正行 相田光明 波川良正 三好忠和 前田隆重 古川　武 山本　均
荒井照雄 田近久行 久保和英 長尾一男 田中哲男 水口繁弘 伊藤澄枝

特別会費




