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赤い羽根共同募金へご寄付をいただいた学校を掲載しています。

みんなの力が大きな力に！みんなの力が大きな力に！赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

幕別中学校生徒会

糠内中学校生徒会

明倫小学校児童会

糠内小学校児童会

途別小学校児童会

札内中学校生徒会

札内東中学校生徒会

忠類中学校生徒会

白人小学校の皆さん

マコちゃん モコちゃん



この社協だよりは、共同募金（助成金）の一部で作成いたしました。2

平成29年度　共同募金運動

　募金の７割は、障がい者施設での訓練材料費、学校で行う
ボランティア活動、ひとり暮らし高齢者世帯等を友愛訪問し
ているボランティア団体への活動費など、様々な福祉活動に
活用しています。また、残り３割は、全道の福祉活動や災害
支援費として役立てられています。
　赤い羽根共同募金は「地域の人が地域の人を支える」募金
です。今後もご理解ご協力をお願いするとともに、今年もご
支援いただきましたこと、心よりお礼申し上げます。

　歳末たすけあい募金は、町内の収入が少なく
生活にお困りの方などに、年末年始を少しでも
楽しく過ごしてもらうための見舞金として活用
しています。
　その他にも、困窮者世帯への物資支援や、ボ
ランティア団体が行うふれあい会、災害時には
災害見舞金として活用しています。
　心温まるご支援、ありがとうございました

▲関係団体協力のもと、産業まつりにて募金運動を実施

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金（10月～）
3,523,995 円

歳末たすけあい募金（12月～）
1,319,928 円

▲友愛訪問のプレゼント作り

皆様の温かいご協力に
　　　　心よりお礼申し上げます

▲ふれあい会旗揚げゲーム
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公区名 共同募金 歳末募金 公区名 共同募金 歳末募金 公区名 共同募金 歳末募金 公区名 共同募金 歳末募金

本 町 １ 8,000 6,000 新 川 10,000 4,000 新 北 町 東 55,000 20,000 糠内市街 10,500 7,200
本 町 ２ 1,000 1,000 軍 岡 12,000 4,800 新北町西 30,000 五 位 5,500 2,200
本 町 ３ 15,000 6,000 南 勢 12,500 5,000 北 町 １ 20,000 20,000 糠内第１ 5,000 5,000
幸 町 25,000 10,000 猿 別 11,500 4,600 北 町 ２ 15,000 16,000 西 糠 内 5,000 2,000
旭 町 １ 17,500 7,000 西 猿 別 5,700 3,800 北 町 ３ 20,000 20,000 中 糠 内 5,500 2,200
旭 町 ２ 50,000 40,000 新 和 12,000 4,800 桜 町 北 22,500 12,000 美 川 10,000 4,000
旭 町 ４ 22,800 14,700 中央町１ 25,000 15,000 桜町中央 18,500 14,000 明 倫 20,000 6,600
錦 町 １ 19,000 7,600 中央町２ 10,000 10,000 桜 町 南 10,000 10,000 中 里 4,200
錦 町 ２ 8,700 5,800 中央町３ 26,000 14,900 青葉町１ 66,000 40,000 駒 畠 9,000 2,800
寿 町 １ 26,000 16,600 豊 町 46,500 31,000 青葉町２ 40,000 28,300 忠類栄町 59,000 30,600
寿 町 ２ 9,600 4,800 春 日 町 55,900 40,000 西 町 1 25,000 18,000 忠類幸町 15,500 6,600
寿 町 ３ 7,000 7,000 東春日町 7,150 9,900 西 町 ２ 30,000 15,000 忠類本町 35,000 14,000
宝 町 27,600 18,400 泉 町 10,000 15,000 北栄町１ 10,000 10,000 忠類錦町 25,000 10,000
南 町 １ 48,000 22,000 泉 東 16,000 16,000 北栄町２ 15,000 15,000 忠類白銀町 46,500 18,600
南 町 ２ 8,200 7,600 あかしや 20,000 20,000 暁 町 東 54,900 27,450 忠類西当 13,500 5,200
緑 町 １ 21,000 8,600 あかしや南１ 24,500 19,000 暁 町 西 20,300 12,200 忠 類 上 当 3,800
緑 町 ２ 31,000 13,300 あかしや南２ 30,000 30,000 暁 町 北 37,800 34,800 忠類東宝 4,000
緑 町 ３ 74,500 42,700 あかしや中央 5,700 3,800 千 住 1 12,000 4,600 忠類元忠類 8,500 3,400
緑 町 ４ 50,000 50,000 文 京 町 24,200 21,690 千 住 ２ 7,000 2,600 忠 類 幌 内 7,500 3,000
新 町 7,000 3,000 みずほ町 20,000 20,000 千 住 東 5,000 2,000 忠 類 新 生 3,500
相 川 14,500 5,800 若 草 町 1 28,000 18,600 中稲志別 5,000 3,000 忠類豊成 6,500 2,600
相 川 東 7,000 4,000 若 草 町 2 45,000 30,000 依 田 4,500 4,500 忠 類 晩 成 1,500 600
相 川 南 22,500 10,800 若草町３ 32,200 20,800 西 和 7,500 7,500
相 川 西 12,500 5,000 桂 町 １ 30,000 30,000 昭 和 6,000 2,400
相 川 北 19,500 16,900 桂 町 ２ 18,000 21,000 上稲志別 3,000 1,200
大 豊 5,500 3,300 桂 町 ３ 16,000 16,000 日 新 １ 6,500 2,600
豊 岡 １ 5,000 1,800 共栄町１ 20,000 10,000 日 新 ２ 10,000 10,000
豊 岡 ２ 3,000 1,200 共栄町２ 10,000 10,000 途 別 10,000 10,000
明 野 南 7,000 2,800 共栄町３ 15,000 6,000 古 舞 7,000

【公区納入一覧】 平成30年2月9日現在赤い羽根協同募金・歳末たすけあい募金

【企業・商店名】 順不同・敬称略赤い羽根共同募金

長引く不況で経営環境が厳しい中、大変貴重な募金をお寄せいただき、心よりお礼申し上げます。

加藤建設株式会社

幕別町農業協同組合

㈱笹原商産

北王コンサルタント㈱

㈲日共砂利事業所

㈲斉藤砂利工業

幕別チップ㈱

幕別興業㈱

㈱十勝電設

㈱十勝大福本舗

金剛寺

㈱第一飼料

㈲十新運輸

株式会社アスワン

(医) 柏木内科医院

菊地技術コンサルタント㈱

㈲北海技建工業

㈱吉井商事

㈲十勝環境整備

㈲岩野商事

北海道道路保全㈱幕別工事事務所

㈱勝北トランス

札内農業協同組合

十勝カルメル会修道院

生命保険協会

忠類農業協同組合

洞雲寺

株式会社森砂利工業

株式会社五十嵐興業

有限会社サンエイ緑化

東光寺

丸田板金工業所

株式会社三島組

蓮生寺

㈱アンビレックスアルコ

有限会社メニーフｨールドデイリーファーム

寶龍幕別店

十勝畜産農業協同組合

㈲幕別設備工業

㈲桑原自動車

㈲ピポット

㈲纐纈鉄工

㈲原工業

興農産業㈱

コウケツ建設㈱　

景山医院

眞隆寺

㈲止若有澤

㈲笹井金物店

十勝信用組合幕別支店

㈱帯広公益社幕別支店

佐藤建具

木下歯科医院

藤原工業㈱

環境整備㈱

㈱佐藤建設

勝円寺

㈲桜井工務店

十勝漬物吉川屋

㈲鎌田農場

十勝葉山電気㈱

吉川産業㈱十勝出張所

帯広協同コンクリート㈱

佐山砕石総合プラント㈲

教誓寺

フクシマ塗工

荘厳寺

北海道ニッタ㈱



この社協だよりは、共同募金（助成金）の一部で作成いたしました。4

㈱ニッタクス

善教寺

㈱岡本建設

旭ダンケ㈱帯広営業所

㈲とかち興油

㈱折笠農場

㈱アース物流

道東ライス㈱

㈱下浦ハウス

札内トラック㈲

河原歯科クリニック

札内ツバメ石油㈱

㈲浅井建材

北海道エアウォーター㈱札内サービスセンター

帯広信用金庫札内支店

㈲田中板金工業所

㈱小田壱

㈱ムトウ電気工業

㈱下沢組

札内神社

㈲共栄興商

おち小児科医院

吉村学事務所

高橋歯科小児歯科クリニック

一成技建㈲

㈲三協商事

滝上電気工業㈱

㈲足利モータース

㈲サカモト食品

みずほ通歯科クリニック

㈲みのしま塗装

㈲錦産業

大内歯科医院

永盛寺

義教寺

オムニス林産協同組合

㈲瀬上製材所

㈲十勝農機センター

幕別温泉パークホテル悠湯館

タイキ工業㈱幕別プラント

北洋道路㈱札内事業所

合同通運㈲

㈲日誠運輸

㈱大運　札内営業所

十勝光陽運輸㈱

㈱菅野空調

㈲菅設備

株式会社ラスタカンパニー

南十勝貨物自動車有限会社

有限会社森本商会

有限会社忠類運輸

有限会社藤谷商店

中村商店給油所

斉藤車輌商会

酒肴屋とよ雅

有限会社大坂林業

食堂このみ

青木塗装

㈲ハヤツ薬局

かちまい幕別

東光印刷㈱

㈲林自転車商会

㈲大上電気工業

とよふじ

十勝軽種馬農業協同組合

道路建設㈱帯広工事事務所

たどころ生花店

㈲長谷左官工業所

㈱キヨハラ建業

佐々木牧場㈱

㈱錦華園

高橋測量設計㈱

有限会社佐藤農場

そば工房百姓（笑）庵

㈲鈴木測量設計事務所

㈲サンボデーショップ

㈲共栄技研

㈲島勝電気工業

㈱大望

坂本石油㈱

てんや

まつりや札内店

㈲リテラ加藤

行政書士甲田哲夫事務所

顕勝寺

㈲ウオッシュ

㈲河口銘木店

㈲花水造園緑化土木

㈲みのる塗装

山口整骨院

老人保健施設あかしや理容室

ホームプラザ

㈱菊地建設工業

㈱大野建設

リサイクルグリーン北海道

㈲高橋ボイラー設備工業

㈱松栄運輸

小川モータース

石井鮮魚専門店

株式会社丸勝十勝ヒルズ事業部

有限会社遠藤商店

匿名

㈲吉田時計電器

㈲ありさわ商会

北海道新聞幕別販売所

㈲カシマ写真

ヒロ理容

㈲小川農場

浄永寺

㈲本庄モータース

㈲札内オート

㈲川岸自動車

釣番頭

㈲オグラ時計電器

ビューティサロンしげこ

手造りそば小代

共栄舗装㈲

下保商会

さがら整骨院

ウィズT＆C㈱

いろいろ亭

㈱トミイチ十勝支店

北海道オリオン㈱

穴吹自動車工業

㈲カミヤマオートセブン

㈱幕別自動車学校

鳥せい札内店

かちまい札内店

大地

松本ふとん店

ミツル美容室

川向文具店

㈲逢坂商店

うな八

㈲上田金物店

㈲木川商店

杉野菓子店

斉藤鮮魚店

理容トシコ

㈲宮本洋物店

㈲しちふくや

㈲ウシオ

㈲那須商店　

あらかわ菓子店

デイリーショップやまもと

笠原建設㈱

㈲粟野商会

㈲橋本商店

札内緑地㈱

セブンイレブン幕別町札内暁店

古川薬品

㈲士幌自動車さとう自動車販

売札内営業所

むかしむかし

美晴屋建築設計事務所

㈲細川天光堂

植竹整骨院

早坂鉄工所

及川整骨院

ヘアーサロンジャンプ

KAMIDOKOトニー

村松歯科医院

酒のきがわ

ハート有限会社

中山スポーツ

㈲福田商店

和食処なぎ野

サントリービバレッジサービス㈱

カーピット㈲

㈲宮田鉄工所

道東牛乳運輸㈲

㈱エチゴヤ

北海カーピット（株 )

セブンイレブン札内中央店

お食事処あわの

㈲丸山新聞販売所

匿名

あかしや整骨院

パルポートさつない

松田整骨院

ノースランド

【企業・商店名】 順不同・敬称略赤い羽根共同募金

長引く不況で経営環境が厳しい中、大変貴重な募金をお寄せいただき、心よりお礼申し上げます。
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学校募金協力校（写真は表紙に掲載）

・白人小学校有志　　・途別小学校児童会　・明倫小学校児童会　・糠内小学校児童会　
・札内中学校生徒会　・幕別中学校生徒会　・糠内中学校生徒会　・忠類中学校生徒会　・札内東中学校生徒会

寄付金付きバッジ（販売終了）

　町民の皆様、関係機関および団体の
皆様、ご協力ありがとうございました。

その他の募金

　・開町記念式典（町行事）
　・町民カフェMOCO（社協事業）
　　※５月～ 11月開催

募金箱設置協力店

　・ツルハドラッグ札内店
　・役場札内支所
　・忠類総合支所
　・ナウマン温泉ホテルアルコ236
　・忠類診療所
　・忠類郵便局
　・道の駅・忠類
　・セイコーマート忠類店
　・忠類農業協同組合
　・ふれあいセンター福寿

興行募金

　・まくべつ夏フェスタ
　・まくべつ産業まつり
　・チャリティーコンサート
　・忠類ふれあいもちつき大会

職域募金

　・幕別真幸協会職員親睦会
　・チャレンジ募金（社協職員）

本町２ 相川南 中央町 3 小谷　邦夫 桜町中央 林　　鋭治 暁町西 谷内　雅貴

高畠　太一 磯部　　勇 阿部　　確 村上　道隆 青木　　實 木川東洋治 河合　康二 袴田　　孔

旭町４ 武田　　明 春日町 井原　紀髙 下浦　義房 本保　征喜 暁町北 前川　厚司

細谷地利勝 相川北 斉藤　儉治 谷友　　勝 若山　美子 本保　　武 池田　　勉 吉田　正宏

寿町１ 小山　秀樹 坂口美江子 匿　　　名 草野　義昭 松島　由弥 邊見　　勝 松田　哲博

教　誓　寺 目黒　泰子 合田　利信 桂町 2 二ツ山　智 中川登喜男 千住２ 窓口納入

緑町１ 川田　忠幸 泉東 上田　昭夫 小野　照人 芳賀　勝海 磯部　敏雄 山崎　和明

岡田　一義 川田　　豊 鈴木　政一 村谷　勝司 青葉町１ 青葉町２ 明倫 二川　勝美 

加藤　秀雄 竹内　邦昭 あかしや南 1 妹尾　浩三 村瀬　俊彦 馬渕　輝昭 六郎田明正

相川東 妹尾　主税 吉崎澄三郎 村上　房義 伊藤　一男 国安　克尚 平野　道大

前多　　寿 小林　和雄 顕　勝　寺 岩野　英昭 高木　勇一

本町２ 相川東 相川北 中央町３ あかしや南１ 若草町３ 若山　美子 暁町北

高畠　太一 前多　　寿 小山　秀樹 阿部　　確 吉崎澄三郎 櫻井　清作 二ツ山　智 池田　　勉

旭町４ 相川南 目黒　泰子 春日町 小林　和雄 重松　龍右 青葉町２ 邊見　　勝

細谷地利勝 磯部　　勇 川田　　豊 斉藤　儉治 谷友　　勝 桂町２ 馬渕　輝昭 窓口納入

寿町１ 稲上　隆雄 川田　忠幸 茶話本舗札内東 佐々木真一 五十嵐百美子 匿　　　名 及川　清貴

東　　範雄 武田　　明 竹内　邦昭 泉東 小谷　邦夫 桜町中央 暁町西 JA札内さくらんぼの会

纐纈　　明 妹尾　主税 鈴木　政一 匿　　　名 青木　　實 河合　康二 匿　　　名

【学校募金、興行募金、募金箱設置店、その他】

【公区・窓口での大口納入者名】（1,000円以上）

【公区・窓口での大口納入者名】（1,000円以上）

順不同・敬称略

順不同・敬称略

順不同・敬称略

赤い羽根協同募金

赤い羽根協同募金

歳末たすけあい募金
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町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ

　今年もMOCOカフェが５月から11月まで毎月第３金
曜日にオープンします！！今年は昨年担当していただ
いた団体さんがさらにパワーアップして多数担当して
くれます。トップバッターは昨年も大好評でした食改
さんです。どんな美味しいメニューがでるのか、お楽
しみに。

5月18日（金）
担当：幕別町食生活改善協議会（食改さん）

時間：午前11時から午後1時30分まで
場所：幕別町保健福祉センター内

町民の方なら誰でも
ご来場いただけます

※無料ですが、募金箱を設置していますので、ご協力お願いします

毎月
第３金曜日

▲昨年も大賑でした

　平成29年12月2日（土）、忠類ふれあいセン
ター福寿にて「ふれあいもちつき大会2017」
を開催しました。今年は、いつもと趣向を変え
て会場の中で餅つきを行い、子ども達や来賓の
方など、たくさんの方に餅をついていただき、
会場が一体となって大いに盛り上がることがで
きました。
　今回ご協力いただいた募金とバザーの益金
（合計65,596円）は、来年度幕別町の福祉に活
用されます。皆さんありがとうございました。

▲上手につけるかな？

▲厨房は大忙し！ ▲パオくんも応援 !!

1818
モコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコモコ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOMMMOMOMOMMMOMMOMMMOMOMOMMMOM COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO

～ボランティアによる
地域居場所づくり～
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現在、登録している方も
再登録が必要です

★受付場所・幕別町社会福祉協議会内
　　　　　　幕別町高齢者就労センター
　　　　　・札内支所

★そ の 他　登録には、印鑑、口座番号が確認
できるものをご持参ください。

★問い合せ　幕別町社会福祉協議会内
　　　　　　幕別町高齢者就労センター
　　　　　　電話　０１５５－５５－３８００

皆様からの心のこもったあたたかい善意
誠にありがとうございます

受領日 寄付者名 寄付の理由、目的
10月 5日 忠類中学校文化祭バザー委員会 文化祭バザー益金
10月11日 北原　英康（明野） 社会福祉事業のため
10月30日 藤岡　博史（緑町） 父、藤岡　正重様ご逝去に際して

11月12日 第13回好遊会・芸能発表チャリティー
ショー実行委員会

第13回好遊会・芸能発表チャリティーショー
益金

11月13日 西川　信也（忠類協徳） 母、西川　利枝様ご逝去に際して
11月18日 幕別町文化協会忠類支部 芸能チャリティーショー益金
11月30日 加藤　美也子（札内暁町） 夫、加藤　忠則様ご逝去に際して
12月10日 幕別ロータリー会 社会福祉事業のために
12月17日 隊友会幕別支部 第40回チャリティーダンスの夕べ益金
12月22日 匿名 社会福祉事業のために
12月25日 幕別ライオンズクラブ 社会福祉事業のために
12月26日 匿名 社会福祉事業のために
12月29日 匿名 社会福祉事業のために
１月23日 稲田　一郎（札内新北町） 母、稲田　初江様ご逝去に際して
２月 8日 匿名 社会福祉事業のために
２月 9日 幕別町商工会女性部 社会福祉事業のために
２月14日 杉本　多美子（札内新北町） 夫、杉本　進様ご逝去に際して

受領日 寄付者名 寄付品目

11月16日 北海道コカコーラボトリング株式会社
帯広事業所 飲料水

２月 5日 匿名 タオル
２月 8日 匿名 経口補水液
２月 9日 幕別町商工会女性部 プルタブ・古切手

※敬称は略させていただきます。

※敬称は略させていただきます。

　寄 付 金〈平成29年10月5日～平成30年2月14日〉

　寄 付 金〈平成29年6月20日～平成30年2月9日〉

高齢者就労センターの会員登録忘れていませんか？

札内地区会場

時　間：１０：００～（受付９：３０～）

場　所：札内コミュニティプラザ　集会室２

幕別地区会場

時　間：１４：００～（受付：１３：３０～）

場　所：保健福祉センター　多目的ホール

※登録された方は出席をお願いします。

マコちゃん モコちゃん

３月２２日（木）に
事業説明会があります
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今回は６グループが出演予定！
前回とは会場が違うので、また違った雰囲気が
楽しめます♪
美味しいコーヒーや焼きたてピザを楽しみなが
ら、午後のひとときを過ごしませんか？
ぜひ、お待ちしています。

第2回 チャリティーコンサート
～音楽を通じて地域を支援します～

4/15㈰
午後１時～３時40分
幕別町保健福祉センター内
新町122-1　※幕別図書館横

入場無料（入場整理券が必要です）
入場料・飲み物・ピザは無料ですが、会場に
募金箱を設置しています。
募金は経費を除いた全額を、社会福祉協議会
へ寄付しますので、ご協力をお願いします。

整理券配布
①かふぇとばぁ　②幕別町社会福祉協議会
③ CAFEノンノ　※整理券は無くなり次第終了

お問い合わせ
前野義雄（かふぇとばぁ）　  TEL:0155-67-5604
幕別町社会福祉協議会　　　TEL:0155-55-3800

出演グループ   【目安】

　♪とこはなWith 13：00～
　　～エレクトーン＆ボーカル～

　♪アンパンボーイズ 13：30～
　　～ツインギター＆ボーカル～

　♪幕別アイヌ協会 14：00～
　　～ムックリ＆トンコリ～

　♪ Kolonahe（コロナへ） 14：10～
　　～ハワイアンミュージック～

　♪Ｍ２（エムツー） 14：40～
　　～ツインギター＆ボーカル～

　♪かふぇとばぁクインテット  15：10～

【主催】チャリティーコンサート実行委員会【後援】社会福祉法人幕別町社会福祉協議会
いただいた募金は、ボランティア団体支援やふれあい用具貸出など、様々な福祉活動に活用させていただきます

第１回チャリティーコンサート

至帯広
国道38号

平和通り平和通り

駐車場

幕別小学校 幕別中学校

幕別町図書館
幕別町民プール幕別町民プール

幕別南コミニュティセンター幕別南コミニュティセンター

幕別駅

幕別町役場

会場

会場地図


