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社会福祉協議会　寄付金　（敬称略）

伊達市成年後見支援センターのご案内

昨年4月より市から受託し、伊達市成年後見支援センターを開設しています。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の生活面や法律面を支援する制度で、

意思決定の尊重と保護の両輪により、その人らしく生きる権利を守るものです。

伊達市成年後見支援センターの事業内容

成年後見制度への理解を深めていただく

ためのセミナーや出前講座を行っていま

す。講座の申込は随時受け付けております

ので、お気軽にお申し込みください。

個人の秘密保持厳守いたします。
いずれも利用料はかかりません。

お問い合わせは・・・

伊達市成年後見支援センター
（伊達市社会福祉協議会内）
受付時間：8時45分〜17時30分
（土・日曜日、祝日を除く）

成年後見制度、任意後見制度に関する

ことの他、必要な制度等の提案や関係

機関との連携を図ります。

必要に応じて家庭裁判所への、成年後

見制度利用の申立支援を行います。

市民後見人養成研修修了者に向けたフォロー

アップ研修を開催しています。後見活動の新た

な担い手として市民後見人が期待されています。

相談・制度利用支援
普及・啓発活動

市民後見人フォローアップ研修

ボランティアセンター　物品寄贈　（敬称略）

 　　【使用済み切手・プリカ、書損ハガキ】

　　　㈲猿橋工務店　　　伊達市赤十字奉仕団　　　カトリック伊達教会

　　【その他】

　　　いながわ販売店／歩行器・杖・リハビリシューズ・タオル　　　滝田保則／タオル

　　　竹内郁夫／不織布マスク　　　北海道コカ・コーラボトリング㈱／コカ・コーラ製品（飲料）

氏　　　名 趣　　　旨

㈲イチユウ岩商 85,000 円 リサイクル物品売上金の一部を社会福祉のために

匿名 10,000 円 社会福祉のために

寄付金額



篠原　博美 ㈲川岸測量事務所 ㈱ホクイー 及川　力 印章のニシ (学)伊達育英学園 三つ丸 今野　忠夫 伊達高等学校

渋谷　浩一 菊池　重哉 北海道糖業㈱ ㈱大岩工業 エビナメガネ 伊達運輸㈱ 三ツ和看板店 佐渡　則孝 伊達高等養護学校

㈱シンワ自動車 共印伊達 道南製糖所 伊達営業所 エムティ宅建㈲ 伊達商工会議所 みはる美容室 杉本　しおり 伊達中学校生徒会 菊池　重哉 関内わかば会

◆赤い羽根◆ 須藤建設㈱ 中央青果㈱ 北紘建設㈱ 押野　和夫 大越　郁夫 ㈱伊達木工場 宮内歯科医院 能登　治一 伊達緑丘高等学校 雲津　公子 達南クラブ

篤志・法人募金 静輪自動車興業㈱ ㈲共立印刷 見晴観光㈱ 押野　晋彦 小倉理容院 伊達幼稚園 妙栄寺 深田　政恵 青葉会 庄司　秀男 伊達寿会

黄金地区 ㈱大栄商事伊達店 栗原　周子 宮崎司法書士事務所 菊池　薫 おしゃれサロン シブヤ 田所　六平 武者鮮魚店 ボーイスカウト あさひヶ丘友の会 寺嶋　稔 つばさ熟年会

 黄金地区 伊達斎場　やすらぎ グループホーム桜香 室蘭民報社西部支社 熊沢　哲朗 皆遵寺 田中建具製作所 スポーツ整体院 伊達第１団 杉ノ木友の会 南部　忠夫 天寿会

連合自治会 伊達林業機械㈲ 光星タクシー㈲ 元町内科クリニック 光圓寺 堅田歯科医院 たぶち動物医院 もみ家 村山　正則 すみれ会 蓮池　富男 稀府さわやかクラブ

セブンイレブン 谷口　繁 茶寮　鼎 ㈱ローヤル 小名　晴夫 加藤　愛子 玉川ふとん店 守谷内科 三宅　正克 西友クラブ 福田　敏之 みつばクラブ

伊達黄金店 ちく林 ㈲猿橋工務店 ㈲渡辺タイヤ商会 ㈲今野水産 加茂信二商店 田村　一彦 耳鼻咽喉科 吉田　敏雄 関内わかば会 カトリック伊達教会 三ツ葉友の会

遠塚谷造船所 日胆冷熱 ㈲サンハイム犬塚 佐々木　健一 カワミ美容室 田村　勝彦 モリ理容院 ｢障がい者週間｣ 達南クラブ 伊達ガス事業協同組合 宮前クラブ

はまなす館運営協議会 ㈱浜地電気 ㈲静狩急行 関内地区 佐藤　伸 菊地眼科クリニック チャイ夢 宗教法人 紋鼈寺 記念事業来場者 伊達寿会 伊達カルメル会修道院 ㈲カメラのヒラマツ

プライフーズ㈱ ひかり薬局　舟岡店 ㈲柴田モータース 片平　いね 柴口石材店 きた耳鼻咽喉科 土谷　和博 矢野　敏雄 チャリティｰPG 伊達潮風クラブ 伊達コスモス21職員一同 ㈱小杉築炉

北海道伊達工場 聖ヶ丘病院 司法書士齋藤誠事務所 黒川　裕子 （株）須貝エンジニアリング クリニック 壺屋菓子店 ヤマダ理容室 来場者 つばさ熟年会 伊達市フォークダンス ㈱沢田燃料

 ローソン伊達 福田 敏之 すみれ理美容室 善光寺 北日本ハリ灸整骨院 鶴つる亭 ユキ美容室 伊達市役所職員 天寿会 同好会 ㈱伊達浄化センター

南黄金町店 藤鉄工 セブンイレブン 長和地区 日当製菓 キッチンヒラオカ㈲ 寺島武道具店 ㈲吉田左官工業所 匿名希望２名 福寿会 伊達商工会議所議員会 (宗)伊達神社

古川　竹哉 伊達末永店 アサヒ理容院 橋　美智子 (福)くさぶえ でんきのナカノ 吉野　暁子 稀府さわやかクラブ 伊達市赤十字奉仕団 伊達林業機械㈲

東地区 ヘアーサロン　若林 善照寺 東　政信 原　一晴 ㈱クスモト時計眼鏡店 天理教紋鼈分教会 ランディック㈱ 店頭募金 みつばクラブ 伊達地区 ㈱永井組

愛光会 インター通り 北海道エネルギー㈱ 手打ちそば大徳 荒川　秀雄 福澤　ふみ子 工藤　賢一 仲川　啓治 伊達地区 三ツ葉友の会 石油事業協同組合 まつもと釣具

小児科 道南支店伊達ｲﾝﾀｰ たかの調剤薬局 井澤　博 藤井　強 雲津　公子 中瀬　登喜子 大滝地区 キクチ美容室 むつみ会 伊達はまなす会 見晴観光㈱

旭技建㈱ ㈲マルヒデ早瀬 ㈲伊達興信商事 泉山　登志朗 藤川　清勝 栗橋　和夫 生江　里一 大滝わらしべ園 社協窓口募金箱 八千代クラブ 伊達遊技業協同組合 伊達市役所

安部　幸治 三好電気 伊達自動車学校 泉山　信子 ヘアーサロンまかべ 税理士法人 浪越石材㈱ 御宿　かわせみ 大滝地区 伊達幼稚園 社会福祉課窓口募金箱

有田　勉 村井　スミ子 ㈱伊達浄化センター　 上野　一郎 前田新聞店 栗橋会計事務所 錦旅館 北湯沢温泉いやしの郷 大滝基幹集落センター 街頭募金 伊達ライオンズクラブ 図書館窓口募金箱

伊藤塗装工業所㈱ ゆきの動物病院 (宗)伊達神社 上野　嘉博 ㈲三品工務店 ㈱栗本 パール美容院 きたゆざわ 森のｿﾗﾆﾜ 大滝総合支所 伊達コスモス21 伊達ロータリークラブ 社協窓口募金箱

今村　秋男 湯らん銭 伊達地区石油 上野　博幸 三品　覚 ㈲黒田種苗 埴原酒店 クアリゾート453 大滝郵便局 伊達市赤十字奉仕団 あさひヶ丘友の会 伊達市役所職員

片平　隆一 ㈱横山木材 事業協同組合 近江家具店 矢内　孝昌 小松　幸子 ハンサム食堂 髙橋建設㈱ きたゆざわ 森のｿﾗﾆﾜ 伊達市赤十字奉仕団 杉ノ木友の会 伊達市社協職員

勝田組㈱ 吉田　孝義 ㈱伊達燃料 菊池　武俊 渡邉　源之 佐々木整骨院 ビューティサロン智 ㈱舘林 クアリゾート453 大滝７・８区 すみれ会 匿名希望４名

掃部　一夫 麗人　LoveEarth ㈱伊達ハイヤー 佐藤　昭一 渡邉　敏行 佐藤建築設計事務所 合同会社　ひらもと ㈱塚田組 食処　和楽来 伊達はまなす会

㈲菊池建設 レストランこだま 中央薬局 トヨタカローラ苫小牧（株） 渡邉　嘉幸 佐藤　武志 ひろや ディサービスセンター北湯沢 セイコーマート大滝店

菊地　喜久男 洞爺湖温泉歯科 伊達店 シガ薬店 フィール伊達 特養おおたきの杜 伊達市社協大滝支所 伊達コスモス21 伊達市赤十字奉仕団

菊地　登己子 中央地区 時田自工㈱ 水越　昭人 市街地区 宍戸板金工業㈲ 福田歯科クリニック 丸福建設㈱ 花カフェ アイバレー

岸野　徳道 阿部　仲範 中村整形外科 山本産業（株） 秋葉理容院 下田　良徳 伊達医院 ㈱元谷食品 ㈱北海道名販

北日本燃料㈱ 石田ひふ科医院 成田昭平 朝日新聞伊達　 しゃしんのほそかわ ㈱藤屋 ビバランド 湯元　ホロホロ山荘

工藤　忠一 ㈲いぐち葬儀社 はたけやま歯科 有珠地区 サービスセンター シャンラーラ 藤屋時計店 ㈱北海道名販

工藤　とし子 いぶり腎泌尿器科 クリニック ㈱アサダ 石川　静哉 ㈱寿浅 不動寺 緑の風リゾート 学校・職域募金

クラウン理容院 クリニック パーラー 阿部　優子 石橋　昌彦 ジェイキープ 美容室フロンティア 湯元ホロホロ山荘 大滝徳瞬瞥学校生徒会

㈱小杉築炉 ㈲インテリアにいだ ビクトリア伊達店 猪狩　庄市 いちもん路 ㈱菅設計企画 文七 匿名希望1名 長和小学校

㈲コバケンホーム エス・エー・ツーさわだ 平井接骨院 石田組土建㈱ 伊東商会 寿司処味銀 干場食品容器包装 東小学校

㈲斉藤建具製作所 おおつぼ薬局 ㈲フォーユー いぶり噴火湾 伊藤　信子 すずらん美容室 資材専門店 その他 伊達西小学校

斎藤　美智子 岡村ガラス店 渡辺印刷 漁業協同組合有珠支所 いぶり噴火湾 相馬神社 洞口書店 岩田　美加 有珠小学校

坂中　伸子 小田　博子 福村明治乳販㈱ 岩村　義幸 漁業協同組合伊達支所 ㈱そば順 ㈱本間建設 近江　忠治 関内小学校

さくら歯科 カズエ美容室 芙蓉㈱ 有珠観光館 イルクオーレ 大雄寺 松井　知行 岡村　貴幸 稀府小学校

㈱サクマ 金本美代子 伊達営業所 有珠石油㈱ イルテット タイヤプロショップ伊達 マツウラふとん店㈱ 久保田　静枝 伊達赤十字

佐藤　洋子 ㈲カメラのヒラマツ ヘアーサロンホシバ 宇宙軒ラーメン専門店 岩本　秀一 伊達医院 まつもと釣具店 栗林　睦 看護専門学校

街頭募金

 共同募金へのご協力

 ありがとうございます

（令和2年12月末現在

　　　　　　　　　敬称略）

◆歳末たすけあい◆
篤志・法人募金

～お知らせ～



北海道全体の福祉施設や団体に配分した

り、災害に備えて積立をしています。

伊達市内で活用されます。

ボランティア活動や福祉活動協力校への

支援、地域福祉活動を担う地区社会福祉

協議会への助成などにあてられます。

募金額合計(R2.12月末)

☆伊達地区

４，０２７，１５８円

☆大滝地区

◇伊達地区戸別募金の取り組み

◇大滝地区戸別募金の取り組み

令和２年１２月末日現在（単位：円）

令和２年１２月末日現在（単位：円）

令和２年２～３月のご協力分 ※今年度の募金額に合算されます

３１０，３０４円
【伊達地区】163世帯1,256,000円

【大滝地区】

集まった募金は、

全て地元で活用されます。

伊達市では、生活困窮世帯や

児童扶養手当受給世帯の方に

お見舞い金としてお渡ししました。

募金額合計(R2.12月末)

☆伊達地区 １，２５６，２３４円

☆大滝地区 ３１４，８７６円

9世帯 117,000円

赤い羽根 歳末募金 赤い羽根 歳末募金 赤い羽根 歳末募金
黄金 1 区 5,400 2,700 長和 1 区 20,000 8,000 関内 1 区 4,600 2,300

2 区 5,000 2,000 2 区 11,000 2 区 4,000
3 区 5,000 1,100 3 区 40,100 3 区 1,400 700
4 区 17,100 2,850 4 区 4,000 400 4 区 6,500 650
5 区 5 区 9,800 6 区 3,500 350
6 区 10,000 2,700 6 区 15,000 1,500 7 区 5,000 1,250
7 区 15,500 1,550 7 区 9,500 950 8 区 26,250 6,000
8 区 30,000 5,000 8 区 10,000 1,200 有珠 1 区 1,550
10 区 2,000 1,000 9 区 5,000 700 2 区 20,000 5,000
11 区 6,800 1,700 10 区 3 区 10,000 2,500
16 区 19,000 1,900 11 区 14,000 3,500 4 区 14,800 960

稀府 1 区 15,000 12 区 10,500 5 区 40,500 4,050
2 区 20,000 13 区 10,500 1,050 6 区
3 区 31,000 14 区 7,000 7 区 15,500 4,500
4 区 50,600 16 区 8,000 8 区 10,000 2,600
5 区 13,000 18 区 40,400 6,900 市街 1 区 40,500 7,100
6 区 20 区 5,000 950 2 区 10,000 4,400

東 1 区 31,300 6,000 中央 1 区 115,617 16,000 3 区 45,000
2 区 2 区 37,500 14,450 4 区 20,000 3,500
3 区 32,500 32,500 3 区 40,000 15,800 5 区 16,300
4 区 30,000 5,000 4 区 50,000 12,500 6 区 55,000 10,150
5 区 7,800 1,950 5 区 284,500 28,450 7 区 27,500 3,150
6 区 10,500 1,050 6 区 14,500 1,450 9 区 32,000 3,000
7 区 20,000 10,000 7 区 10 区 35,000 3,000
8 区 65,245 9,500 8 区 11 区 65,000 8,900
9 区 9 区 30,000 12 区 13,000 3,000
10 区 5,000 1,500 10 区 30,000 3,000 13 区 59,450
11 区 70,000 14,000 11 区 12,000 1,200 14 区 60,000
12 区 110,800 12 区 34,500 3,500 15 区 28,500 10,000
13 区 23,500 12,650 13 区 99,000 9,900 18 区 112,305 10,000
15 区 53,100 8,850 14 区 122,400 20,900 19 区 48,000

自治会 自治会 自治会

33,500

赤い羽根
中央 11 区 11,000
関内 4 区 6,500

自治会

赤い羽根 歳末募金 赤い羽根 歳末募金 赤い羽根 歳末募金
44,800 45,800 9,000 18,000 4,000 4,000
54,260 56,400 5,000 5,000 2,500 2,500
23,800 31,000 7,000 7,000 2,840 2,500

愛　地　町
宮城・豊里

優　徳　町
北湯沢温泉町

本　郷　町
上　野　町
円　山　町

自治会 自治会 自治会
本　　　町 昭　園　町

約60％は・・・

約40％は・・・

歳末たすけあい募金の使い途

じぶんのまちを
良くするしくみ。

赤い羽根共同募金の使い途

歳末募金 歳末募金 歳末募金
中央 1 区 15,000 長和 2 区 1,200 関内 4 区 650
中央 10 区 3,100 長和 18 区 7,200 市街 4 区 4,750
中央 11 区 1,100 関内 1 区 1,200 市街 13 区 10,800

自治会 自治会 自治会


