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令和３年２月に「障がい者グループホームちかっと」が完成し、

４月に５名の方が入居しました。

快適な居室や平日朝夕２食の美味しい食事もあって、皆さんとて

も嬉しそうに新生活をスタートさせています。

広々としたリビングダイニング

※新型コロナウイルス感染予防対策として、

手洗い・消毒の徹底、マスクの着用、館

内の定期的な消毒、来訪者の制限等を行っ

ています。

所在地：新得町2条南１丁目１４番地

電話：６７－７７２２ Fax：６４－３５００

入居希望等、詳細は新得町社会福祉協議会

（６４－３２５３）までお問い合わせください。

☆チキンカツ

☆天ぷら

新得町社協だより 令和３年度 第１号

全室、ﾊﾞｽﾄｲﾚ、ﾐﾆｷｯﾁﾝ、冷暖房を完備
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赤い羽根共同募金
～あたたかいご支援

ありがとうございます～

実績額 １，０９８，９８０円
（昨年度との差額 ３，２５８円）

例年行なわれています赤い羽根共同募金運動が昨年も１０月１日、全国一斉に展開され、

町民の皆様より沢山のご協力を頂きました。

令和２年度 赤い羽根共同募金配分の流れ

北海道共同募金会へ全額送金

【募金総額１，０９８，９８０円】

全道各地域へ配分 ２９９，０００円

（福祉事業）

新得町に配分 ７９９，９８０円

（社協・共同募金会へ）

新得町の福祉事業の使用
◆高齢者支援事業

・高齢者昼食会事業 ３０，０００円

◆住民全般を対象とした福祉活動事業

・ボランティア育成事業 １５０，０００円

・広報（社協だより） ３６２，０００円

◆児童・青少年支援事業

・交通少年団育成事業（新得・屈足）９０，０００円

町内会 合計 ５６３，９００円〈 ７９件 〉

しらかば 末広 永交 同和 平和 常盤 南進 東進 東泉 共栄

新栄 中和 更生の1 更生の2 昭和 親交 北親 交睦 親和 双互

一心の1 神社町 新生の１ 新生の２ 西栄 新進 高校 西和 あけぼの ひばり

一心の２ つつじヶ丘 春光 若草 ひまわり さくら 栄町 ７区 ８区 ９区

10区 北新得 21区 22区 八栄区 23区 24区 かえで 25区 千代富

27区 29区 30区 31区 32区 34区 35区 36区 37区 38区

若葉 トムラウシ 北星 新緑 屈足親和 屈足常盤 新友 北友 第1新進 第2新進

第1北進 第2北進 東和 屈足東進 誠 朝日の1 朝日の2 鉄南 さわやか

集まったご厚意は、町内で使用する分と全道各地に使用する分に分けられ、地域で活動し

ている民間の社会福祉事業者やハンディキャップを持った方々のために使用されています。

「地域の福祉のために何かしたい…」「ボランティア活動がしてみたい…」など考えてい

るけれど、「時間に余裕がない」など、なかなか行動することができない方も多いはず。

赤い羽根共同募金は気軽に誰でもできるボランティアです。

「福祉のために…」「地域のために…」たすけあいの気持ち

でボランティア（募金）にご協力ください。

全道の福祉事業に使用

各市町村で集められた募金の一部を

取りまとめて、全道各地域の福祉事業

に使用しています。

たとえば・・・

◎老人福祉施設に

◎障がい者福祉施設に

◎子どもの施設に など
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法人募金 合計 ２４５，０００円〈 ５９件 〉

【１万円以上】

㈲石丸測量社 ㈱上田精肉店 帯広信金新得支店 JA新得町農業協同組合

加森観光㈱サホロリゾート 三友農場 ダイナミルク農場 北広牧場

高橋興業㈲ 印刷の文遊舘 小規模多機能センターらら 小規模多機能きらり

生命保険協会（帯広）

【１万円未満】

石川家具店 石松食堂 ㈲イトー緑化 ㈱岩野建設

壱杯家 太田新聞店 ㈲金田電業社 北広分教会

金徳造林 ㈲屈足自動車整備工場 けいや時計店 げんや

㈱興新建設 佐藤商会 佐藤鉄工場 佐藤塗装工業㈲

沢井商店 櫻井デンキサービス シーク美容室 新得ハイヤー㈲

新得はなや 新得物産 新得旅館 スナック綾

㈲関口地下食堂 ㈲高砂屋 竹原美容室 ㈲馬場クリーニング屈足店

㈲ばば天光堂薬局 ㈱ひらかわ ㈲フォトジョイ 萌和農場

北栄道路㈱ 道東エア・ウォーター㈱ ㈲宮脇商会 ㈲マキ電気

松田商店 三浦商店（ﾊﾟﾊﾟﾏﾏｾﾝﾀｰ） そば処みなとや ㈱ムラカミ緑化

居酒屋もり 陽気堂薬房 厚生協会新得やすらぎ荘 厚生協会やすらぎ荘

吉川金物店 理容のサン

職域募金 合計 ７１，３３０円〈 ２０件 〉

【１万円以上】

厚生協会わかふじ寮 新得町役場・社会福祉協議会

【１万円未満】

北海道電力㈱ 新得町農業協同組合 新得町商工会 新得物産㈱

帯広信金新得支店 厚生協会やすらぎ荘 厚生協会新得やすらぎ荘 厚生協会ひまわり荘

厚生協会屈足わかふじ園 厚生協会白生舎 新得消防署 新得警察署

小規模多機能センターらら 小規模多機能きらり 輔心会ひろね 畜産試験場

ﾄﾑﾗｳｼ温泉東大雪荘 加森観光㈱サホロ事業部

窓口募金・個人窓口・その他 合計 １８０，７５０円〈 ３6件 〉

【窓口募金・個人募金】

新得物産㈱そばの館 温宿くったり温泉ﾚｲｸ･ｲﾝ 屈足郵便局 保健福祉センターなごみ

子どもセンターなかよし 新得町役場 新得町役場屈足支所 小規模多機能センターらら

あいの郷ふれあい エーコープ新得店 フクハラ新得店 フクハラ屈足店

セイコーマート屈足店 セイコーマート西３条店 セブンイレブン新得町南店 ㈱上田精肉店

㈱相馬商店 ﾄﾑﾗｳｼ温泉東大雪荘 ㈱十勝漬物本舗 せきぐち

そば処みなとや ロッキー狩勝店 共働学舎 とびなが薬局

サホロクリニック しんとくクリニック

【その他】

店舗前街頭募金（エーコープ・フクハラ新得店） ピンバッチ ２２８個 自動販売機（５か所）

新得町老人クラブ連合会６０周年記念式典会場募金 加藤 博 匿名１名
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昨年、１２月１日より１２月３１日までの期間において『歳末たすけあい運動』を実施し、各

町内会をはじめ、事業所等より多くの募金をお寄せいただきましたことに深くお礼申し上げます。

お寄せいただいた募金は、下記のとおり町内の福祉施設、各世帯に配分させていただきました。

・低所得者世帯 ２７９，０００円（３７世帯）
・在宅高齢者世帯 ２１０，０００円（２１世帯）

・学校育成事業（社協独自） ３０，０００円
・ボランティア発掘・育成事業 ５０，０００円
・共同作業所かりかち工房 １００，０００円
・新得町身障分会 ３０，０００円
・いきいきサロン支援事業 ２２０，０００円
・高齢者歳末警戒研修会 ７３，０００円

→

→配分金総額

９９２，０００円

福祉事業配分

見 舞 金Ｒ３年度 配分内訳

歳末たすけあい募金
～あたたかいご支援

ありがとうございます～

実績額 ９５８，９１５円
（昨年度との差額 －１２３，５３９円）

個人大口募金 合計 ３８，０００円〈 １３件 〉

【２千円以上】

伊藤 政光 松本 照子 金田 茂 坂本 明 松坂 康弘

鳥本 晃 菅原 眞 秋山 英二 高田 芳恵 内田 守

平川 吉勝 松本 和彦 匿名 １件

町内会 合計 ４９８，５５０円〈 ７３件 〉

しらかば 末広 永交 同和 平和 常盤 南進 東進 東泉 共栄

新栄 中和 更生の1 更生の2 昭和 友愛 親交 北親 交睦 親和

一心の1 神社町 新生の1 新生の2 西栄 新進 高校 西和 あけぼの ひばり

広和 一心の2 春光 若草 つつじヶ丘 ひまわり さくら 栄町 7区 9区

北新得 21区 上サホロ 八栄区 23区 24区 かえで 25区 千代富 27区

屈足新生 若葉 29区 30区 31区 34区 35区 36区 37区 38区

北星 新友 新緑 第1新進 第2新進 屈足東進 日の出 朝日の1 誠 鉄南

さわやか 第1北進 第2北進

たくさんの 『タオル』 ありがとうございました！！
歳末たすけあい運動では、老人クラブが中心となり

「地域の方のために」タオルを収集し、社会福祉協議会
を通じて町内各施設利用者様の清拭等を目的に配布させ
ていただいております。

すこやかクラブ １７枚

佐幌長生クラブ １５枚
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昨年度は、新型コロナウイルス感染と

いう未曾有の危機に直面した大変な社会

情勢の中で行われた募金活動でしたが、

町内の各自治会、町民の皆様、法人の皆

様、各企業、街頭募金など、沢山のご支

援とご理解、ご協力をいただき、多くの

善意が寄せられました。

この貴重な善意は、本町の福祉事業に

有効に使わせいただきます。

法人募金 合計 ３４７，０００円〈 ４５件 〉

【１万円以上】

㈲石丸測量社 ㈱上田精肉店 ㈲上田畜産 植村土建㈱

小田天光堂薬局 狩勝産業㈱ ㈲狩勝振興 ㈱カンキョウ

屈足平和園 ㈱興新建設 サホロクリニック 加森観光㈱サホロリゾート

新得クリニック 新得寺 ㈱新得モータースクール 新得物産㈱

㈲清野鉄工所 ㈱関木材工業 高橋砂利興業㈲ 高橋興業㈲

㈱田村工業 古川建設㈱ 印刷の文遊舘 北栄道路㈱

㈱モリ わたなべ歯科 友夢牧場

【１万円未満】

㈱岩野建設 ㈲金田電業社 ㈲屈足自動車整備工場 小笹商会

㈱齊藤商店 佐藤塗装工業㈲ さほろ酒造㈱ 櫻井デンキサービス

JA新得町農業協同組合 セイコーマート新得店 瀬戸内商事 ㈱相馬商店

日晃産業㈱ おしゃれの店ひろせ マキ鉄工製作所 ㈲マキ電気

ホットショップ新得店 ４３２企画

「赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金運動」
皆様の心温まる善意に心からお礼申し上げます。

新得町共同募金委員会会長 中 野 好 和
新得町社会福祉協議会会長 齊 藤 仁

団体募金 合計 ６９，７５５円〈 ６件 〉

【１万円以上】

新得ライオンズクラブ

【１万円未満】

すこやかクラブ 報徳クラブ 佐幌長生クラブ 上佐幌茶友会 千代の会

職域募金 合計 ４３，６１０円〈 １６件 〉

新得町役場関係（新得町役場各課、屈足支所、他） 社会福祉協議会

新得交通少年団

活動の様子

いつもご協力

感謝です！
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◆令和３年度 新得町社会福祉協議会 組織図

事
務
局
長

池
田

輝
幸

本 部

ちかっと（障がい者グループホーム）

新得町社会福祉協議会の職員を紹介します。（令和３年５月３１日時点）

会 長 齊藤 仁

副会長 竹浦 隆、堀内 克泰 【理事９名 監事２名 評議員１２名】

令和元年11月より

経理の仕事をしてい

ます。見かけた際に

は、ぜひお声掛けく

ださい！

係員

名和 育子

今年４月に名寄市立大学を卒業し、新得

社協に入りました。出身は音更町です。

まだまだわからないことばかりですが、

地域の皆様とともに新得町の福祉の推進に

努めますので、よろしくお願いします。

勤務後は大体なごみ２階のリフレッシュ

ルームにいるので、お気軽にお声をかけて

ください。
福祉活動専門員

田守 亮太郎

新得町社協職員紹介します

福祉活動専門員 田守 亮太郎

地域福祉係

主任 谷岡 里菜

（生活支援コーディネーター）

介護員 片岡 由美子(兼)

広瀬 麻美(兼)

運転手 西本 義行

松山 義雄

吉田 宝生

透析送迎運転手 高松 公夫

在宅支援係

係 名和 育子

（総務係兼務）

総務係（在宅支援係兼務）

訪問介護事業所

（障害者訪問介護含む）

管理者（事務局長兼務）

林原 麻未

増田 麻衣

片岡 由美子(兼)

広瀬 麻美(兼)

清野 智恵

サービス提供責任者

係長 高橋 千登美

ヘルパー 中村 なお子

障害者相談支援事業所

管理者（居宅介護支援事業所 管理者兼務）

相談支援専門員 岡本 浩二(兼)

本郷 実千代

居宅介護支援事業所

管理者・主任 小針 友里恵（ケアマネ兼務）

ホーム長

平野 伴子（サービス提供責任者兼務）

生活支援員 岸田 順子

世話人 岡本 浩二(兼)

片岡 由美子(兼)

田澤 麗子

ヘルパー
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◆令和３年度 新得町社会福祉協議会 組織図

事
務
局
長

池
田

輝
幸

きらり（サテライト型小規模多機能）

【らら・きらりの目標：笑って元気！食べて元気！話して元気！】

らら（小規模多機能センター）

神社山の桜見学

桜もみんなもきれいだねー！

デイサービスで友達会った

うれしーい！

きらり
らら 久しぶりの外出だー！

バンザーイ

ーらら・きらり近況報告ー

小規模多機能センターらら

地域交流ホームゆったり

地域型福祉住宅 ひだまり

施設長 佐藤 幸子

介護員

香川 ゆかり(リーダー) 渡辺 涼子(リーダー)

増田 好美(リーダー) 田中 亜寿香(サブリーダー)

藤岡 茜 伊藤 昭仁 片桐 素枝

谷口 良恵 高岡 由香里 後藤 京子

佐藤 澄子(兼)

事務員

中野 好和

調理員

池内 優子 遠藤 正文 村中 順子

福田 弘美 佐藤 澄子(兼)

看護師

志賀 紀美 沼澤 純子 小松 恵津子

介護員

金田 真由美(リーダー)

西岡 彩華(サブリーダー)

板垣 良恵 山本 晴美

森 未来 岩上 悠子

地域密着型通所介護きらり

デイサービス管理者

主任 五十嵐 寿枝

事務員

佐藤 多佳子（介護員兼務）

看護師

井上 真由美 秋元 まゆ子

調理員

中平 清子 山中 トシ

サテライト型小規模多機能きらり

ケアマネ 横倉 香澄(介護員兼務)

サテライト型小規模多機能きらり

地域密着型通所介護きらり

高齢者福祉住宅ひなた

施設長 佐藤 幸子（兼務）



新得町社協だより「ふれあい」 令和３年度 第１号

この社協だよりは赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。 8

新得町共同募金委員会にて、２０２１年度版新得町限定ピンバッチを制

作いたしました。

今年は新得町発祥フロアカーリングの協会公式キャラクター「フロッカー

イエロー」と「赤い羽根」がコラボしました。 ピンバッチは５００円で

１個贈呈します。５００円のうち、約３００円が募金、約２００円が制作

費となっています。

お求めの方は、「保健福祉センターなごみ」、JR新得駅構内の「新得ステラステーション」、

「パン工房わかふじ」にて取り扱っております。なお、「なごみ」のロビーではピンバッチが入っ

たガシャポンも設置しております。是非お気軽に立ち寄りください。

お問い合わせは 新得町社会福祉協議会 【６４－３２５３】までご連絡ください

このたびの総会にて、任期満了で会長を退任されました菅野会長の後任とし

て、会長に就任いたしました福木と申します。

微力ではございますが、老人クラブ連合会の運営にあたり頑張る所存です。

新得町老人クラブ連合会創立６０周年記念も終わり、７０周年に向けて皆様と

一緒に進んでいきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

近頃はサークル等に参加するための移動の足がないという問題が生じている

こともあり、年々会員の減少が続いています。活動時間に合わせた運行をお願

いしていきたいと思いますので、皆様のお力添えをお願いいたします。

コロナウイルスの終息についても先が見えず、色々と制限がある中での活動

となりますが、皆様どうぞご協力、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。

最後に、老人クラブ連合会の益々の発展と、皆様のご健勝をお祈りし、就任

の挨拶とさせていただきます。

新得町共同募金委員会制作

完成しました！

新得町老人クラブ連合会

就任のあいさつ

新得すこやかクラブ

福木 英雄 氏

新得町ボランティアセンター

より

いただきました！

３月１７日、屈足南小学校様よりリングプルの寄付をいた

だきました。贈呈には当協議会 池田事務局長が出席し、屈足

南小学校児童会 土田潤会長から、善意の気持ちがこもったリ

ングプル、１３ｋｇ受け取りました。

屈足南小学校様には、平成１６年から継続して寄付いただき、

総重量は704.5ｋｇとなりました。この重さを身近なものに

例えると軽トラック１台分相当になることを説明すると、児童

たちも驚いていました。

いつもご協力ありがとうございます。

１個 ５００円


