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　２月９日、霧多布小学校の４年生 11人が、介護福祉サービスや自宅で

生活する高齢者の暮しと援助について、ＺＯＯＭによるオンライン学習

会を開催しました。実際にホームヘルパーが普段している仕事のお話や、

認知症ってどういう病気なのかなど、高齢者の事を少しでも知ってもら

うための学習をさせていただきました。

　また、杖を使って歩いたり、車イスの介助や動かし方を実演しました。

霧多布小学校４年生が介護についてオンライン学習開催
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＊令和３年度　赤い羽根共同募金（戸別募金）　実績額＊
地　区　名 募　金　額 地　区　名 募　金　額

湯沸自治会 20,000 茶内自治会緑地区 6,600 
一新会 57,500 茶内自治会本町地区

30,000 
樹徳会 20,000 茶内自治会栄地区
霧多布中央会 38,000 茶内自治会若葉地区 25,000 
共和町内会 50,000 茶内自治会橋北地区 30,000 
水取場町内会 20,000 茶内自治会旭地区 24,000 
暮帰別町内会 60,000 茶内北一区 1,500 
新川自治会 40,000 茶内北二区 5,500 
仲の浜自治会 19,000 茶内東区 2,500 
琵琶瀬自治会 40,000 茶内南区 3,500 
渡散布自治会 13,000 茶内西区 5,000 
火散布自治会 23,500 茶内福島 5,000 
丸山散布自治会 35,000 茶内秩父内 2,000 
藻散布自治会 20,500 茶内桜ヶ岡 4,500 
榊町自治会 20,000 茶内下茶内 2,500 
浜中市街親交会 45,000 茶内中円 3,500 
浜中東南東福 4,000 茶内耕圃 4,500 
浜中東南親睦 3,000 昭和実行組合 5,000 
浜中東南朝日 3,000 共栄農事組合 5,500 
熊牛連合会 8,500 上茶内農事組合 3,500 
奔幌戸自治会 19,000 西円朱別

16,500 貰人自治会 20,000 西円共和
厚陽自治会 6,500 西円萩の里
姉別市街 5,000 円朱別連合会 5,200 
姉別南 5,000 窓口募金 7,047 
姉別八千代 2,500 ピンバッジ募金 23,150 
姉別大和 5,000 インターネット募金 29,100 
姉別西部新行 5,500 呪術廻戦コラボグッズ 9,400 
姉別緑栄 4,500 赤い羽根自動販売機 103,008 
姉別中央 1,500 
姉別豊栄 2,500 
姉別第一 600 
姉別北部 5,000 
姉別千代ヶ丘 1,500 合　計 987,105 円

 元気を　あげたり、もらったり。
　  ささえあってこそ、北海道

｝

｝

　町民の皆様には、10月からの赤い羽根共同募金（戸別・篤志）、12月からの歳末たすけあい募金、役場庁
舎に設置している赤い羽根自販機の飲料購入、インターネット募金など、たくさんのご協力いただき心より
厚くお礼申し上げます。この募金運動は北海道共同募金会が事業主体で、浜中町内は浜中町共同募金委員会
が実施しております。

令和３年度実績
　◎赤い羽根共同募金１，６７４，０００円（戸別987,105円　篤志686,895円）
　★�赤い羽根共同募金は約４割が全道配分（施設や作業所など）で使用され、６割が浜中町社協に配分さ

れます。
　◎歳末たすけあい募金　８１０，０００円
　★�歳末たすけあい義援金は長期入院の方や一人暮らし高齢者などに歳末お見舞金として全額浜中町で配
分しています。

　浜中町共同募金委員会では、会計の透明性と情報公開により寄付者様の公表をしております。お名前や金
額の確認には万全を期しておりますが、お気づきのことがあればお申し出下さい。
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＊令和３年度　赤い羽根共同募金（篤志募金）　実績額＊
地区名 募金者名（敬称略） 金　額

霧多布 大地みらい信用金庫浜中支店 10,000
㈱鎌沢薬局 3,000
㈲丸吉大野商店 5,000
浜中漁業協同組合 10,000
㈱㋵松村商店 5,000
カットサロンカイドー 3,000
天龍丸鮭定置漁業㈲ 5,000
成田鮭定置漁業㈲ 5,000
浜中鮭定置漁業㈲ 5,000
ヘアーサロン　Ree 3,000
霧多布中央ハイヤー㈱ 10,000
理容ひらの 2,000
㈱諏訪商店 3,000
ぱぶ屋しばらく 5,000
東邦物産㈱ 10,000
寿司ひらの 3,000
冨士美 3,000
そば処 善 3,000
丸ヨ海産㈱ 5,000
フラワーショップ　花 3,000
㈱丸産栗本商店 5,000
まんぷく亭 3,000
スナックＭ 5,000
浜中保険㈲ 10,000
㈲ホームライフたなか 5,000
浜中町建設業協会 10,000
浜中ロータリークラブ 10,000
丸重種市建設㈲ 3,000
北海屋原田商店 3,000
榎本鮭定置漁業㈲ 5,000
ヘアーサロンカンノ 3,000
㈱カマザワ 5,000
荒川菓子司 2,000
インテリア・寝装の花岡 5,000
鳥居新聞店 5,000
㈱丸正鈴木商店 5,000
㈲飯高商店 5,000
鈴木木材工業㈱ 10,000
㈲島脇建設 3,000
浜中無線㈱ 5,000
山岸モータース 5,000
サワベ写真館 5,000
㈲小松牛乳 3,000
盛合 剛治 5,000

新川 ㈱浜中車輌 10,000
小黒モータース 5,000
㈲木村水産 10,000
北館水産 5,000
セイコーマートいしばし 3,000

仲の浜 小川水産㈱ 10,000
琵琶瀬 平川水産 10,000

ユートピア 3,000
散布 散布漁業協同組合 10,000

福澤漁業㈲ 5,000
ヤママル富士㈲ 5,000
鈴木商店 3,000
㈲曲田石油店 5,000
梅津漁業部 3,000

地区名 募金者名（敬称略） 金　額
阿部 政喜 3,000

榊町 山崎林業㈱ 5,000
浜中 石橋牧場 10,000

㈱浜中運輸 10,000
赤石建設㈱ 10,000
㈲霧多布清掃社 10,000
㈱丸物出口興産 10,000
㈱今井建設 10,000
㈲南波重機 5,000
トンタス浜中㈱ 10,000
及川 広樹 5,000
及川 壽人 3,000

姉別 ㈱アウトドアアシスト岩松 5,000
菊地牧場 5,000
熊谷牧場 5,000
梅原 順一 5,000
熊谷 唯志 3,000

恵茶人 安藤 義秋 3,000
茶内 浜中町農業協同組合 10,000

㈲コープはまなか 10,000
タカナシ乳業㈱北海道工場 10,000
㈲矢原電設 5,000
㈱北連物産 10,000
丸善木材㈱茶内事業所 10,000
厚岸木材工業協同組合茶内製材工場 10,000
浜中製材協同組合 5,000
厚浜木材加工協同組合 10,000
町立茶内歯科診療所 10,000
㈲丸三くらしな 3,000
㈲畠山金物店 3,000
㈲中原電器商会 5,000
㈲綿貫商店 3,000
渡辺呉服店㈲ 5,000
平塚新聞店 5,000
北の家 3,000
㈱西森建設 10,000
農基開発㈱ 10,000
北海道オリオン㈱浜中営業所 5,000
大友牧場 10,000
おおともチーズ工房㈱ 5,000
㈱鈴久名牧場 10,000
浜中町立茶内中学校 4,895
江崎 秀雄 5,000
佐々木 栄 10,000

西円朱別 寺内 千惠子 10,000
厚岸町 Ｒスタジオ㈱ 10,000
釧路市 生命保険協会釧路協会 10,000

㈲たの塗装工業 10,000
釧路町 釧路貨物自動車㈱ 10,000

匿　名 10,000
匿　名 10,000

合　　　計　　　６８６，８９５円



…　発　行　…

社会福祉法人浜中町社会福祉協議会

しゃきょう介護センター「えぞふうろ」

しゃきょう介護プランセンター「あじさい」

　　〒 088-1513
　　浜中町霧多布東 3条 1丁目（浜中町老人福祉センター内）
　　電　話：0153-62-5016（直通）　FAX：0153-62-3049
　　E-mail：krh31chi@atlas.plala.or.jp

　　電　話：0153-62-5
こうふくこうふく

252　E-mail：ezofuuro@bz04.plala.or.jp�

　　電　話：0153-62-3
みんないいな

717　E-mail：ajisai@bz04.plala.or.jp

この「社協だより」は赤い羽根共同募金助成金の一部を受けて発行して
います。
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＊令和３年度　歳末たすけあい募金　実績額＊
募金者名（敬称略） 金　額

霧多布　松本　幸枝 10,000 
　　　　鈴木　勝英 10,000 
恵茶人　安藤　義秋 5,000 
羨古丹　立花　英敏 5,000 
茶　内　佐々木　栄 10,000 
　　　　杉田　昌一 5,000 
　　　　風嵐　栄子 10,000 
浜中東南　大山　　傑 5,000 
湯沸自治会 10,000 
一新会 20,000 
樹徳会 15,000 
霧多布中央会 15,000 
霧多布中央会婦人部 5,000 
共和町内会 15,000 
水取場町内会 10,000 
暮帰別町内会 15,000 
新川自治会 20,000 
新川自治会婦人部 10,000 
仲の浜自治会 12,000 
仲の浜自治会婦人部 5,000 
琵琶瀬自治会 20,000 
渡散布自治会 15,000 
火散布自治会 23,000 
丸山散布自治会 20,000 
藻散布自治会 20,000 
榊町自治会 15,000 
榊町自治会婦人部 10,000 
奔幌戸自治会 10,000 
奔幌戸自治会婦人部 5,000 
貰人自治会 10,000 
浜中市街親交会 15,000 
浜中市街親交会婦人部 5,000 
浜中東南連合会 5,000 
熊牛連合会 5,000 
茶内自治会 30,000 

募金者名（敬称略） 金　額
茶内第一連合会 8,000 
茶内第一連合会婦人会 5,000 
茶内第三連合会 5,000 
茶内第三連合会婦人会 5,000 
共栄農事組合 5,500 
茶内農村連合会 5,000 
円朱別連合会 5,000 
西円朱別連合会 5,000 
厚陽自治会 3,000 
姉別地区連合会 10,000 
姉別千代ヶ丘 1,500 
浜中ロータリークラブ 30,000 
浜中消防署 10,000 
榊町曹渓寺観音講一同 10,000 

しらかば婦人ボラン
ティアクラブ 10,000 

おおの治療院 5,000 
霧多布中央ハイヤー㈱ 10,000 
㈱浜中車輌 10,000 
㈲丸吉大野商店 7,300 
スナック　Ｍ 5,000 

(株)クロエ
霧多布温泉ゆうゆ 10,000 

大友牧場 10,000 
浜中桜新聞店 5,000 
鈴木木材工業(株） 10,000 

日清医療食品㈱ハイツ・
野いちご厨房職員一同 3,000 

ハイツ・野いちご職員
一同 18,053 

役場総務課職員一同 5,000 
役場商工観光課職員一同 2,500 
役場税務課職員一同 3,500 
役場防災対策室職員一同 2,000 
役場企画財政課職員一同 3,700 

募金者名（敬称略） 金　額
役場町民課職員一同 4,600 
役場福祉保健課職員一同 6,722 
役場水産課職員一同 3,544 

役場農林課・農業委員
会・茶内支所職員一同 4,700 

役場水道課職員一同 3,100 
役場出納室職員一同 2,000 

役場議会事務局･監査事
務局職員一同 2,500 

教育委員会管理課・指
導室職員一同 6,500 

教育委員会生涯学習課
職員一同 5,500 

教育委員会学校給食セ
ンター職員一同 3,100 

浜中町立浜中診療所・
事務局職員一同 18,429 

浜中町立保育所職員一同 13,000 

浜中町社会福祉協議会
職員一同 15,552 

匿名 20,200 
匿名 20,100 
匿名 10,000 
匿名 5,000 
匿名 15,000 
匿名 2,400 

合計　８１０，０００円
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JA浜中町女性部
（令和３年10月15日）


