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赤渕新田

肝煎

〜集落いきいきサロン活動〜
緑町（立）

駅前（余）

前田野目

各集落で取り組んでいただいている「集落いきいきサロン活動」は、８７集落となり、
昨年度より４集落増えました。
地域住民が主体となり、いつまでもいきいきと暮らすことのできる地域づくりを目
指し、無理なく、楽しく、継続できるサロン活動にしていきましょう。

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分で発行しています。

力ありがとうございました
赤い羽根共同募金の使いみち
みなさまから寄せられました赤い羽根共同募金（平成 30 年度募金分）は、令和元（平成 31）年度に、
県内福祉施設等及び庄内町社協に配分されました。
庄内町社協においては、さわやかふれあいのつどい・食事（配食）サービス事業・ボランティア
活動推進・法律相談・福祉団体活動・社協広報発行等の事業費として活用させていただきました。

令和元年度

実績

赤い羽根共同募金

（単位：円）

１．戸別募金（各世帯）
募金内訳

２．街頭募金

2,900,400
28,146

３．法人募金（会社等）

529,000

４．職域募金（役場等）

43,044

５．その他

8,442
合

計

配分内訳

１．令和２年度県内の施設等に

1,220,000

２．令和２年度庄内町社協に

2,289,032

合

3,509,032

計

歳末たすけあい募金

（単位：円）

募金内訳

１．戸別募金（各世帯）

1,942,477

２．職域募金（事業所等）

82,492

３．学校募金（児童・生徒・教職員）

90,558

４．篤志募金（篤志者等）
合

計

配分内訳

１．低所得者援護・生活困窮世帯援護
合

福祉餅の寄贈（余目町農協）

3,509,032

計

100,000
2,215,527
2,099,000

歳末たすけあい募金の使いみち

2,099,000

残金 116,527 円は、令和 2 年度庄内町社協地域福
祉活動費として活用させていただきます。

ご寄贈いただいた物品
福祉餅（丸餅 500g 入）205 袋 余目町農業協同組合様
精米（２kg 入他）約 1,000kg
日本一おいしい米コンテスト実行委員会様
生活困窮世帯等へ贈呈いたしました。

歳末たすけあい募金（余目第３小学校児童会）

みなさまからのあたたかい善意は、配
分委員会で協議し、町内の方が安心して
年を越せるように、生活が困窮されてい
る世帯に配分し、
「つながりささえあ
うみんなの地域づくり」
のために活用させてい
ただきました。

福祉
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赤い羽根共同募金にご協
赤い羽根共同募金法人募金協力事業所
有限会社 疋田建設
有限会社 秋葉建設
有限会社 社寺工房上野
医療法人 崇仁会
医療法人 奥山医院
有限会社 大矢製縄工場
医療法人 かとう医院
株式会社 立川モータース
医療法人 原田歯科
有限会社 三羽製作所
余目町農業協同組合
庄内町商工会 立川支所
有限会社 安藤運輸
株式会社 安藤組
安藤整備工業 株式会社
株式会社 関東自動車学校
関東自動車興業 株式会社
有限会社 佐々木電気
株式会社 庄内測量設計舎
医療法人社団 天真堂 菅原医院
だいこく綿 株式会社
株式会社 寿商会 余目北ステーション
有限会社 余目衛生事業所
株式会社 エフ・ワン
株式会社 アマルメ工芸社
余目自動車工業 株式会社
有限会社 稲田物産
ユニティ 株式会社
株式会社 ひさげ運輸
株式会社 マルト直治郎商店
山形新聞余目専売所 有限会社
株式会社 マルハチ
十和建設 株式会社 庄内町支店
有限会社 わかば自動車
余目タクシー 有限会社
株式会社 工藤建設
上野建設 株式会社
有限会社 余目重建
株式会社 アロマ
医療法人徳洲会 庄内余目病院
株式会社 三幸
有限会社 総合パッケージ
有限会社 サイトー電気
株式会社 ケーアイロードメンティナンス
有限会社 余目電気工事
株式会社 アマルメ光学
板垣建設管工 株式会社
共同鉄筋 有限会社
富樫運輸建設 株式会社
オイルケミカルサービス 株式会社
田川商運 株式会社
有限会社 マルハ産業 みずほ弁当仕出し店
株式会社 庄内食肉公社
株式会社 庄内レザー
有限会社 土屋電気工事
両羽ロジスティクス 株式会社 庄内営業所
株式会社 ブルー
株式会社 日本海トラベル
庄内生コンクリート協同組合

福祉

しょうない社協（３）

株式会社 大商金山牧場 株式会社 大商
ミートセンター
株式会社 レオ
株式会社 チャンピオン 余目店
有限会社 信一企業 サンプラザ余目
株式会社 共栄 パチンコ共栄余目店
株式会社 大一電機 余目工場
株式会社 エーコープ庄内 エーコープたちかわ
株式会社 エーコープ庄内 エーコープぼんてん
有限会社 最上川ファーム
株式会社 カリカワ 山形工場
星川設備工業 株式会社
立川窯業 株式会社
株式会社 狩川佐藤組
株式会社 泉屋商店
小林建設 株式会社
株式会社 オオヤ スズキアリーナオオヤ
有限会社 サンレディ
佐藤建設 株式会社
株式会社 桜本製作所 山形事業部
鈴木ゴム 株式会社 山形工場
株式会社 雅裳苑 セレモニーホール庄内
石油資源開発 株式会社 余目鉱場
株式会社 庄内ゴルフ倶楽部
有限会社 和田製作所 山形工場
有限会社 阿部鳶工事
株式会社 秋庭建設
有限会社 余目農産加工
有限会社 コクエー
有限会社 伊藤自動車工業
合資会社 梅屋呉服店
有限会社 梅木製作所
有限会社 梅木設備工業
有限会社 エム・エス
株式会社 大滝電器
有限会社 大滝製材所
株式会社 河村式種菌研究所
有限会社 柿崎建具店
有限会社 ヒサシ
興成設備工業 有限会社
有限会社 エフビーオート
有限会社 フラワー佐々木
有限会社 佐々木水道
有限会社 アウフ・ワールド
有限会社 斎藤タップ
有限会社 みちひろ建築
有限会社 富樫重建機工業
有限会社 菅原石材
有限会社 寒河井陶器
有限会社 富三郎商店
有限会社 リヒトカメラ
高平建設 株式会社
有限会社 大豊環境開発
有限会社 中央包装
有限会社 佐藤土建
有限会社 岡本善光堂
有限会社 伝智屋電化
東成不動産 有限会社
有限会社 南新産業

（順不同 敬称略）
令和２年２月４日現在

有限会社 西野塗装工業
有限会社 バイテクファーム
有限会社 ジョイントサービス
共栄賃貸 有限会社
有限会社 本間造園
株式会社 マルゼンミートフーズ
有限会社 米シスト庄内
株式会社 みかわ屋
株式会社 森畜産
有限会社 ヤマグチ企画
有限会社 ワーク２４
有限会社 吉泉鉄工所
有限会社 連枝砂利
株式会社 ワタナベ冷暖サービス
有限会社 鈴木養鶏場
医療法人徳洲会 介護老人保健施設あかね
医療法人徳洲会 介護老人保健施設余目徳洲苑
今野建設 株式会社
有限会社 斎藤建具店
株式会社 エクセル警備
有限会社 余目園芸
有限会社 荒木園芸
株式会社 イグゼあまるめ
ウエストパーク
協同組合ギフト庄内町
さかえ培土工業
株式会社 サン・コウエー
招福工業
有限会社 セルフハウジングシステム
株式会社 翔陽会
有限会社 トーク
有限会社 マルコードライクリーニング店
有限会社 カナウチ酒類サービス
有限会社 トムコンタクト
最上川第八 漁業協同組合
有限会社 すこやか２１ 庄内すこやか薬局
有限会社 空間工房
ハナブサ醤油 株式会社
菅睦建設 株式会社
株式会社 グランド・ビート
株式会社 マルミチ
株式会社 庄内化成産業
タカダクリーン 株式会社
株式会社 長谷川機工
株式会社 ライフネット
株式会社 テイアール
株式会社 グリーン電装
株式会社 レオ・ファーム
山形ソリューションビジネス株式会社
庄内鋼製建具協同組合
余目カートクラブ ソレイユ
一般社団法人 庄内町シルバー人材センター
株式会社 ワダエンジニアリング
株式会社 オートリメイク
株式会社 Ｈａｎａｃｌｏｖｅｒ
株式会社 結米屋
余目金融協会

さわやか
ふれあいのつどい

ᬺࠕ࡞ࡃࡓ

井上利也氏の漫談
地域おこし協力隊
体操
進藤和真氏の健康

7/11、9/12、11/11、
に開催しました。
今年度も講演や体操な
ど、いろいろ楽しい内容
で行っています

11// 11（３回目）
11
11（３回目）
余目第四幼稚園児との
ふれあい
♪笑顔でハイタッチ♪

脳トレむずがしの〜

福祉まちづくり講演会
演会
（庄内町と共催）
やか福祉財団
理事 鶴山芳子氏
らすために、
「ずっとここで暮
」
をつくりませんか
助け合いの仕組み
公益財団法人さわ

かりやすく
講座では実演でわ

10/17 余目第四公民館
みんなが互いに助け合
い、安心して暮らせる地
域づくりを目指して講演
会を開催しました。

認知症サポーター
養成講座に協力
力

趣味の会・愛好会の活動
趣味の会・愛好会の活動
カラオケ教室

毎年恒例の「お楽しみ会」
美しい歌声が響き渡りました♪
美し

囲碁・将棋愛好会

盤を真剣な眼差しで見つめます。
次はどう出る！？

会
余目盆栽愛好会

今年度をもって活動を終える為、
最後の展覧会となりました。今ま
で四季折々の盆栽を楽しませて頂
きありがとうございました。
福祉

しょうない社協（４）

社協事業所けいじ板
こんにちは

障がい児・者サービス事業所
介護センターほほえみです。
事務所は余目老人福祉センター内です。 見学会を開催しました
居宅介護支援事業所 ( ケアマネ )
･ 介護についての相談
･ 介護保険サービス利用の
お手伝い
訪問介護事業所 ( ヘルパー )
･ 在宅での身体介護
食事、入浴、排泄、衣類着脱 等
･ 在宅での生活介護
掃除、洗濯、買い物、調理 等

どうしよう？

今年度は、庄内管内の障がい児・者サービス
事業所見学会を２回（７月、９月）開催し、希
望の多かった入所施設にも行ってきました。保
護者や関係機関、障がい福祉に関心をお持ちの
町民の方など延べ 42 名の方にご参加いただき
ありがとうございました。

障がい者
サポートセンターあらた

慈丘園

と思ったらご相談
ください。
お電話ください。

愛光園

次年度も開催を予定しておりますので、是非
ご参加下さい♪

お問い合わせ
お問い合せ ◎ 居宅介護支援事業所 ☎ 42 - 1623
◎ 訪 問 介 護 事 業 所 ☎ 45 - 0585

庄内町地域包括支援センターよりお知らせ

認知症サポーター養成講座
を開いてみませんか？
認知症の方への貴方の
あたたかなお気持ち が地域を支えます！
認知症になっても安心して暮らせる町を目指
し、より多くの方から認知症について理解して
いただくため「認知症サポーター養成講座」を
開催しています。地域や職場、学校などで講座
の開催を希望する団体等を募集します。
詳細については、お問合せ下さい。

庄内町障害者相談支援センター（ひまわり園併設）
☎＆FAX ４２−２２３２
E-mail：shien-no-wa@bz03.plala.or.jp

障害者多機能型施設
障
害者多機能型施設 ひ
ひまわり園
まわり園
ひまわり園では、利用者の個々の目的に合わ
せ自立に向けた支援を行っております。
一般企業での実習・園内での製造・受注・販売
活動等で園内外で利用者の皆さんから活躍して
いただいております。
就職したい、ひまわり園の作業に興味がある
といった方は是非、見学にお越しください。

ひまわり園の活動の様子

〈講師派遣料無料〉
菓子製造

お問合せ先
庄内町役場保健福祉課高齢者支援係

☎ 42 - 0176
福祉

しょうない社協（５）

園内作業訓練

お問い合わせ

（ひまわり園）☎ 42 - 0318
（菓 子 製 造 ）☎ 42 - 0680

社協ひろば
社会福祉協議会へ温かい心

寄付金

様

様

クイズ：「 さ わ や か ふ れ あ い の つ ど い 」 は、
今年度○回開催したでしょうか？
４ページ目に開催日がかいてあるよ！

クイズ正解者の中から抽選で３名様に障
害者多機能型施設ひまわり園のお菓子
セット（1,500 円相当）をプレゼント
たくさんのご応募お待ちしております！

特別会費のご協力誠にありがとうございます。
ご協力事業所

㈱大滝電器 様

災害ボランティアセンター（ＶＣ）について

○にあてはまる数字を入れてください。

☆ヒント☆

様

庄内町社協クイズ ？
？

様

介護センターほほえみ（訪問介護事業所）
☎ 45 - 0585

・庄内町母子寡婦福祉会 様
・庄内町余目盆栽愛好会 様
・山形新聞余目専売所有限会社 様
・ワールド女子プロレス・ディアナ株式会社 様
・第十四回ふれあい福祉まつり実行委員会 様
・本庄 航也・兼也 様
・余目第三公民館﹁平成ひまわり組﹂ 様

お問い合せ
社会福祉法人庄内町社会福祉協議会

寄贈品

★希望の時間の調整が出来ます！
１時間からでも OK ！
★介護職員初任者研修（旧ヘルパー
２級）の資格があればブランクが
あっても未経験でも OK
★子育ての合間の時間を有効に使っ
てみませんか
★みんな明るくチームワークがいい
ですよ

・﹃自走型車椅子﹄山形県火災共済協同組合 様
・﹃テレビ・テレビ台﹄井上 利也 様
・﹃一輪車・剪定ばさみ﹄庄内町余目盆栽愛好会
・﹃タオル﹄山形県退職公務員連盟
鶴岡・田川支部 余目地区会員一同
・﹃丸餅﹄余目町農業協同組合 様
・﹃精米﹄あなたが選ぶ日本一おいしい
米コンテスト実行委員会
・﹃ミニ門松﹄余目第三公民館
﹁平成ひまわり組﹂

介護職にしか味わえない
感動がたくさんあります。
是非一緒に働いてみましょう。

以上の皆様から金品をご寄付・ご寄贈いただきました︒
たいへんありがとうございました︒
︵平成三十一年三月九日から令和二年三月五日までの
ご寄付等を掲載いたしました︒︶

ヘルパー大募集

○○支

援

住所
氏名フ
リガナ
年齢
電話番
号
感想・
ご意見

★応募方法★
はがき、またはＨＰの応募フォームより、
必要事項【①
クイズの答え、②住所、③氏名（フリガナ）
、④年齢、
⑤電話番号、⑥福祉しょうない社協の感想やご意見】
をご記入のうえ、令和 2 年 4 月 6 日（月）
（必着）
までお送りください。
〒999―6601 庄内町狩川字大釜 23−１
庄内町社協クイズ係

災害が起こりボランティアによる復旧活動が必要に
なった場合、本会では災害ＶＣを開設し、活動をサポー
トすることとしています。災害ＶＣ開設時、運営スタッ
フ等として協力して頂ける方はぜひご登録ください。

お問合せ

総務福祉課福祉係（立川老人福祉センター）

☎56-3373 FAX 56- 2434

暮らしの 安心 をお手伝いします
ー福祉サービス利用援助事業ー
福祉サービスの利用申し込み、契約手続き、日常的な
お金の出し入れ、預金通帳の預かりなどのお手伝いを
します。

◆利用できる方
自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方、
お金の管理に困っている方。
例えば、認知症高齢者や障がいがある方など

◆主なサービス内容
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせてい
ただきます。
※みなさまからいただいた個人情報は、当選者への賞
品の発送や今後の地域福祉活動の参考にさせていた
だきます。他の目的には使用いたしません。
※クイズの答えは、次号に掲載させていただきます。

①福祉サービスの援助
・福祉サービスの利用手続きのお手伝い
②日常的な金銭管理サービス
・預貯金の出し入れ、支払い等
③書類等の預かりサービス
・年金証書や印鑑などを安全な場所で保管

◆利用料について
１回（約 1 時間）…1,500 円
ＨＰの応募
フォームはこちらから

福祉しょうない社協43号の答え：58 回
福祉しょうない社協43号の答え

※生活保護世帯は利用料免除
詳しくは、総務福祉課福祉係（立川老人福祉センター）へ
お問い合わせ下さい。☎５６ - ３３７３
福祉

しょうない社協（６）

