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この社協だよりは、共同募金の一部で作成いたしました。
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昨年の10月8日より始まった（道指定、町受託、運営は池田町
社協が全面的に協力して実施した）「高齢者通いの場ICT
モデル事業」が2月28日で終了しました。初めはタブレット
の操作がわからず戸惑っていた39名の参加者も、写真でご
紹介したように、それぞれの状況に合わせて、各自宅や会場
からタブレットを使えるようになりました。
参加者の皆さんからは「借りていたタブレットを買い取り
たいくらい（笑）」という声や、「自分のスマートフォンを積
極的に触るようになった」との声もあり、活動の成果が大き
く現れています。

「くもん脳トレあたまハツラツ体操」は全国ではじめて実施！

貸出したタブレットのホーム画面ごぼう先生のライブ体操の様子

コロナに負けず、高齢者も
インターネットで繋がる時代に！
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令和3年度　共同募金・歳末たすけあい募金実績表（行政区・戸別）
公区名 共同募金 歳末たすけあい

１丁目  5,000  5,000 
２丁目  19,500  11,700 
３丁目  29,000  17,400 
４丁目  13,500  8,100 
５丁目  12,000  11,400 
６丁目  13,800  20,700 
７丁目  10,500  6,300 
８丁目  61,400  36,500 
９丁目  45,000  30,000 
１０丁目  20,700  20,700 
鉄道  6,500  3,900 
南１丁目  14,000  14,000 
東２条  10,000  6,000 
旭町１  29,000  21,000 
旭町２  36,000  21,600 
旭町３

 63,500  38,300 
旭町中央
旭町４  64,000  35,600 
１１丁目

 133,000  80,000 緑苑南
緑苑北
利別東  58,600  35,400 

公区名 共同募金 歳末たすけあい
利別中央  64,000  40,500 
利別西  58,900  35,000 
利別１  4,500  2,800 
利別２  11,500  6,900 
清見１  20,000  15,000 
清見２  8,500  5,100 
豊田１  6,500  3,900 
豊田２  8,000  4,800 
青山１  5,000  3,000 
青山２  8,500  5,100 
千代田朝日  3,500  2,100 
千代田三日月  7,500  4,500 
千代田栄  4,500  ‐ 
千代田西  28,500  17,100 
川合１  ‐  ‐ 
川合２  12,000  7,200 
昭栄東

 ‐  ‐ 
昭栄３
昭栄４  11,100  ‐ 
昭栄５  7,500  4,500 
東台１  8,000  4,800 

公区名 共同募金 歳末たすけあい
東台３

14,000 8,400東台４
東台三愛
富岡１  1,500  900 
富岡３  2,000  1,200 
様舞  6,000  3,600 
信取１  4,500  2,700 
信取３  12,000  7,200 
美加登２  1,500  900 
美加登３  1,500  900 
常盤１  3,500  2,100 
常盤２  3,500  2,100 
常盤３  5,000  3,000 
大森１  5,500  3,300 
大森２  5,000  3,000 
大森３  9,000  5,400 
高島東  12,500  7,500 
高島中央  10,000  6,000 
高島西  9,600  9,600 
近牛  7,500  4,500 
合計  1,037,100  658,200 

共同募金配分の流れ（運動期間：10 月１日～ 12 月 31 日）

募金目標の設定

皆様からの募金

池田町共同募金委員会

北海道共同募金会

池田町共同募金委員会事務経費………………  130,000 円

北海道地域助成充当金  …………………………293,031 円

十勝地方共同募金委員会事務費………………… 12,000 円

市町村地域助成金……………………………  1,246,000 円
池田町社会福祉協議会
NPO 法人クローバー共同作業所
池田町老人クラブ連合会
身体障害者福祉協会池田町分会
池田地区保護司会池田町分区会
ふまねっとサポーターズいけだ
いけだ食堂みんなのキッチン
池田町子どもを育てる親の会

ＮＰＯ法人虹の家

池田町母子寡婦会
輪っかの会
池田町更生保護女性会

（令和4年度の各種福祉事業に活用されます）

（北海道共同募金会が、全道的視野に立って民間団体が行う各福祉事業及び福祉施設等に助
成し、活用されます。）

796,000 円
20,000 円

120,000 円
50,000 円
30,000 円
20,000 円
20,000 円
20,000 円

50,000 円

30,000 円
10,000 円
30,000 円

目標額 1,700,000円 実績額 1,681,031円
（達成率 98.9％）

赤い羽根共同募金運動実績報告

内　訳 戸別募金　1,037,100 円　　法人等　395,856 円　　職域等　248,075 円

ＮＰＯ法人いけだケアセンター
グループホームのどか 50,000 円

池田町へ助成金

赤い羽根共同募金運動が、令和３年１０月１日から１２月３１日までの間、実施されました。
皆様から寄せられた善意の募金は、安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域の様々な福祉活動やボランティア
活動を支えるために、また民間の福祉施設や福祉団体の活動に活用されております。皆様からのご協力大変有り
難うございました。
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住所 法人名 金額
㈲池田有沢呉服店 5,000
㈲北金物店 5,000
㈱渡商店 10,000
㈱帯広公益社池田支店 10,000
㈲池田ワイン美装 10,000
㈲新津商店 3,000
華舟堂看板店 5,000
藤田クリニック 10,000
塚本歯科医院 10,000
お菓子のかほり 1,000
赤坂理容店 3,000
コアックス㈱池田工場 2,000
十勝いけだミートパッカー（株） 20,000
丸藤シートパイル㈱道東営業所道東工場 3,000
㈱合掌建設 5,000
医療法人蒼生くりばやし医院 10,000
㈱赤坂建設 5,000
㈲豊永工業 5,000
㈱鳴海建設 2,000
池田桜通り診療所 3,000

令和3年度　共同募金・歳末たすけあい募金実績表（職域・学校・街頭・個人）
団体名 共同募金 歳末たすけあい

職　域

池田町役場 44,720 48,953
池田河川事業所 2,250 1,504
池田警察署 － 1,806
社協事務局 3,555 3,500
北電ネットワーク 627 －
池田光寿会長寿苑 2,005 1,088
池田光寿会光寿苑 3,010 3,000
池田町デイサービスセンター 1,000 2,000
グループホームきよみ 2,000 2,000

多機能ホームいこい
5,000 5,000

グループホームきずな
池田保育園 5,300 4,900
池田税務署 2,500 3,000
十勝いけだ地域医療センター 16,413 －
ドリームワーク 3,378 －
帯広公共職業安定所池田分室 300 －

団体名 共同募金 歳末たすけあい

団　体

池田町議会議員会 12,000 12,000
民生児童委員協議会 32,000 9,600
農業委員会親睦会 1,600 1,600
池田町更生保護女性会 13,000 －
十勝池田ライオンズクラブ － 30,000
池田地区保護司会池田町分区会員一同 5,500 －
生命保険協会 10,000 －

学　校

利別小学校 400 －
高島小学校 3,857 －
池田中学校 8,075 －
池田高校 7,461 －

その他

寄付金付きバッジ 58,581 －
イオン 215 －
北海道コカ・コーラボトリング㈱自販機寄付 3,328 －

合　計 248,075 129,951

目標額   800,000円 実績額   788,151円
（達成率 98.5％）

歳末たすけあい運動実績報告

助成金を利用して
各世帯に有効活用されています。

内　訳 戸別募金　658,200 円　　　職域等　129,951 円

前年度繰越金

次年度繰越金
助成合計

246,271円

244,422円

790,000円
助成内訳

母子・父子家族 19 世帯 105,000
重度心身障害児 2 人 20,000
要保護世帯 44 世帯 230,000
地域サービス事業（R3 事業 ) 3 件 100,000
災害被災世帯・個人 1 件 50,000
地域使途事業（R4事業） 2 件 285,000 ▲令和 3 年度防災セミナーの様子。

各種福祉団体の活動や事業などに
共同募金の一部が活用されています。

令和3年度　共同募金実績表（法人）
住所 法人名 金額

㈲味の香味屋 10,000
鈴木理容所 5,000
㈱田岡燃料 10,000
㈱米倉商店 10,000
㈱遊佐組 10,000
池田ワイン製菓㈱ 5,000
ワインタクシー㈱ 10,000
池田町商工会 5,000
ご馳走家　ゆたか 3,000
深沢商店 500
高田漢方薬師堂 1,000
㈲ミツヤデンキ 3,000
みゆき設備 3,856
㈲寺井電器 500
山口商店 500
ディスカウント鈴木 10,000
㈲小杉商店 10,000
ミサワ美粧院 2,000
㈲とりせい 5,000
関口美容室 3,000

住所 法人名 金額
美容室 watz 3,000
いわくま理美容院 500
三浦鍼灸院 1,000
㈲細川経営ビジネス 5,000
スーパーうめだ 10,000
㈲ユニオンドライ 2,000
いしだ整骨院 5,000
M ボディーサービス 3,000
いけだ動物病院 5,000
旬彩家楽志乃 3,000
㈲お菓子の小松 1,000
㈱十勝工建 5,000
榎本ボデー工業 20,000
㈲池田車両整備工場 5,000
佐藤鉄工場 3,000
機械サービス大井 1,000
後出板金工業所 5,000
十勝製餡㈱ 10,000
横山電気商会㈱ 5,000
㈱江川建設 5,000

住所 法人名 金額
ＪＡ十勝池田町農協 30,000
BARBER 岸本理容室 3,000
ローソン池田利別店 3,000
ヘアードレッサー美恵子 3,000
理容の前田 5,000
サカモトメタル 5,000
㈱山本鉄工 5,000
㈱桑野建設 10,000

  合　計 395,856
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（左）池田町共同募金委員会 樋渡会長
（右）十勝池田ライオンズクラブ
　　  勝井会長
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・野上 清司　　東台

小規模特別養護老人ホーム池田長寿苑施設運営のために

	 100,000円

✾あたたかいご寄付ありがとうございます✾　（令和4年1月1日より令和4年2月28日まで）敬称略

再生ボランティア活動にご協力いただいた方

・西村 光二　　　 ・（有）小杉商店　　　・高島小学校児童会　　　・清見婦人の会　　
・旭町 4 丁目町内会、旭町 4 親交会

・米川 真里子　　　・大槻利美男　　　 ・赤坂 直子　　　・横山 紗織　　　  ・後藤 英子
・波多野 信行　　　 ・（有）小杉商店  　  ・清見婦人の会 　 ・川合万寿クラブ　 ・高島小学校児童会
・青山第二婦人会 　・障害福祉サービス事業所こんぱす

エコキャップ（全国障害者福祉援護協会北海道地区本部へ）

リングプル（リングプル再生ネットワークへ）

◎池田町社会福祉協議会へご寄付いただいた方　　
・髙間 良子　　　旭町4丁目

　夫（文雄	様）のご逝去に際して	 	100,000円

・北村 悦子　　　東台

　夫（隆	様）のご逝去に際して	 100,000円

◎池田光寿会へご寄付いただいた方

ムです。さて、もし、自分の命と家族のどちらかを選ばなけれ
ばといけないとしたら…皆さんは選ぶことができるでしょう
か？今回はあくまでゲームですがセミナーを通して、災害の恐
ろしさ、万一に備えて準備をしていくことの重要性を改めて大
切な人たちと考えてみるきっかけに繋がったのではないかと
思います。  　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田直人）

令和4年1月26日に「地域防災セミナー」が開催されました。
そこで、‘災害に遭った時になくしたくないもの’を8つ書いて
みるという演習があり、「家族」「自分の命」「ペット」など、
それぞれが大切な物を思い浮かべ、記入しました。そしてその
後に行ったのが、講師の先生とじゃんけんをして負けたら、自
分の大切なものを一つずつ消していかなければならないゲー

編　集　後　記

▲平成22年3月、「ふれあいたすけあ
いのつどい」の様子。
約5万個のエコキャップの中からダメ
キャップを探すゲームを通して、分別
作業について学びを深めました。他に
もエコキャップでアートに挑戦したり
等、参加者同士の交流も深めました。

▲平成22年、分別作業の様子。
ぶどうの会や高校生の皆さんが協力して作
業を行っていました。一つ一つの活動の積
み重ねが、今に繋がっています。

令和3年度再生ボランティアサロンの様子▼

重要な
お知らせ

エコキャップの受け入れを令和４年３月末日で終了させていただきました。
長い間、ご協力ありがとうございました。

覚えていますか？エコキャップ分別活動の歴史

●小さな積み重ねが、やがて形となり誰かの役に立つことを体感できること。
●同じ目的達成のため一緒に活動することで、人と人とが繋がるきっかけと
　なること。
を目標として、活動を続けてきたエコキャップの分別活動ですが、受入先の
諸事情により、活動の継続が困難となりました。つきましては、皆様からの
エコキャップのご寄付の受け入れも終了とさせていただきます。

皆様から 3 月までにご寄付いただいた
エコキャップについては、全て分別、
出荷させていただきます。なお、リン
グプル、古切手のご寄付受け入れにつ
いては継続致します。再生ボランティ
アサロンにつきましても、活動内容を
見直し継続して参りますので、これか
らも本活動へのご理解とご協力をお願
い申し上げます。


