
平成29年度に実施した一部の事業の様子を表紙に掲載しました。
　一関市社会福祉協議会は、今後も地域福祉の推進を図るため、基本理念である「支えあい　幸せ感じる　地域
の暮らし」の実現へ向け、各種事業に取り組んで参ります。
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第12回一関市社会福祉大会
福祉作文発表の様子

中高生ボランティアスクール
バリアフリーマップ作りの様子

ファミリーサポートセンター事業
子育て支援の様子

在宅介護者リフレッシュ事業
リフレッシュ体操の様子
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　福祉は、みんなで支え合うという一人ひとりの「思
いやり」と「助け合い」の結の心を育むことと同時に、
福祉の担い手であり、福祉の受け手であることを認
めあい『支えあい　幸せ感じる　地域の暮らし』を
基本理念とします。

基　本　理　念

『支えあい 幸せ感じる 地域の暮らし』

平成29年度一関市社会　

（共に気づく、つながる）

シニア・フェスタ

避難者交流会「お茶っこ交流会」

地域福祉に関する共同調査報告会

基　本　目　標

（共に支える、つくる）

（共に行動する、社協の体制強化）

①住民の参加を高めよう

② 住民相互が交流し、支援ができる
環境（地域）を創ろう

③ 住民が安心して暮らせるまちを
　創ろう
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福祉協議会事業報告　

・地域福祉計画推進事業による地域福祉講演会や課題調査等を実施。
・藤沢文化センターで「第12回一関市社会福祉大会」を開催。福祉関係者など400人が集い、社会福祉事業に功労のあっ
た方々に表彰感謝状を贈呈するとともに、基本理念の実現のため、一層の努力を誓い合った。
・社会福祉協議会事業や福祉への関心と理解を進めるための社協だよりを年５回（共同募金特集号含む）　全戸配布。
・地域福祉に関する最新情報の提供と社会福祉協議会事業の啓発を図るためのホームページ掲載。

・一関市ファミリーサポートセンターにおいて、相互援助活動延べ869件の支援を実施。
・孤立化を防ぐための仲間づくりや地域の子育て力を育む子育てサロンに対し活動を助成。
・ボランティア活動推進のため、ボランティア協力校17校を指定、ボランティア講座等を開催。
・一関障害者生活支援プラザで、地域で生活する障がい者やその家族などからの様々な相談に応じ、障害のある方が自立
して安心した暮らしができるよう、相談支援事業を実施。
・日常生活自立支援事業を実施し、判断能力が不十分な方に対し、利用手続きの援助や代行、公共料金の支払いなど、本
人の日常生活の自立を支援。
・緊急時に連絡が必要と認められるひとり暮らし高齢者など3,545世帯に緊急連絡カードを配布し、民生委員の協力により、
住み慣れた家庭や地域で緊急時の見守り活動を実施。
・在宅介護者の介護疲れを癒し心身のリフレッシュを図るための集いを、日帰りで２回開催。
・被災者や高齢者などの買い物困難者に対して、宅配サービスを提供するとともに安否確認を行う事により、健康で安心
した生活を営めるよう延べ42回の支援を実施。
・シニア世代の社会参加や社会貢献を支援する一関市シニア活動プラザを運営。「第２回シニア・フェスタ」には860人
が来場。

・地域の自主的な福祉活動を支援するため、地区福祉活動推進協議会等へ活動を助成。
・地域住民の主体的な交流を進めるふれあいサロンへ活動助成するとともに研修会を実施。
・心配ごと相談所を開設し、日常生活の心配ごとや悩みごとなど延べ273件の相談を受け、援助に努めた。また、花泉、
大東、千厩、藤沢の各支部を会場に移動相談所を開設。
・低所得世帯などに対しての経済的自立と生活の安定を目指した生活福祉資金事業、失業や疾病等による一時的収入減に
より生活維持が困難になった世帯に対し、たすけあい金庫貸付事業の相談を実施。
・生活困窮者自立支援事業を実施し、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため､本人の状態に応じ
た包括的かつ継続的な相談支援を実施するとともに､関係機関との連絡会議や民生児童委員等への周知を通じて179件
の相談を受け、延べ2,922件の支援を実施。
・社会的孤立や社会的排除により緊急支援が必要な者に対して、食料支援や居住支援等の一時支援を行う生活困難者支援
事業を実施。
・被災者支援における延べ218件の生活支援相談や避難者交流会を開催。
・多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝う敬老会を地区ごとに開催。
・孤立感の解消、健康と生きがいの高揚、介護予防等を目的としたひとり暮らし高齢者の集いを開催。
・在宅の寝たきり高齢者等の移動困難者を対象に医療機関や福祉施設への通院、通所、入退所時の外出支援の実施。
・市内の聴覚障害者等が意思疎通に支障のある時、手話を介したコミュニケーションを行うことにより、聴覚障害者等の
社会参加の促進及び交流活動の充実を図るため、手話通訳者等の派遣コーディネートおよび相談支援を実施。
・概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢夫婦、障害者等を対象に、食事を自宅に届け、食の自立を支援し、併せて安
否確認を実施。
・高齢者や障害者の生活を援助するため、外出時等に車いすの貸し出しを実施。

主な事業
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在宅福祉事業
⑴ 　地域包括支援センター事業 （受託事業・介護保険
事業）
　高齢者がいつまでも住み慣れた地域で、安心して生
活していけるよう、介護福祉保健医療などさまざまな
面から総合的に支えるために、花泉、大東、東山地域
を担当する高齢者総合相談センター（地域包括支援セ
ンター）を運営した。

　地域包括支援相談
　（花泉地域：職員３名、大東・東山地域：職員５名で対応）

29年度 花泉地域 大東・東山地域 合計
総合相談 401 　　330 731
実態把握 25 　　84 109
成年後見制度 0 　　3 3
高齢者虐待 14 　　23 37
消費者被害 0 1 1
包括的・継続的ケアマネジメント 85 19 104

　介護予防事業
　（花泉地域：職員３名、大東・東山地域：職員５名で対応）

29年度 花泉地域 大東・東山地域 合計
介護予防プラン 1,765 3,568 5,333
内委託数 919 1,224 2,143

⑵　ヘルパーセンター（介護保険事業）
　要介護及び要支援と認定された高齢者等に対し、訪
問介護員が家庭を訪問して、日常生活の家事援助や身
体介護を行った。
29年度 花泉 大東 東山 室根 藤沢 合計
延訪問回数 18,376 5,951 5,622 4,603 17,933 52,485
延利用人数 1,228 756 756 358 1,251 4,125
軽減者 5 0 2 1 0 8

⑶　介護支援事業所（障害者自立支援事業）
　障害者の方に対し、訪問介護員が家庭を訪問し、日
常生活の家事援助や身体介護を行った。
29年度 花泉 大東 東山 室根 藤沢 合計
延訪問回数 5,672 677 1,215 191 1,154 8,909
延利用人数 240 79 76 32 111 538

⑷　訪問入浴センター（介護保険事業）
　在宅で自力入浴が困難な方に、特殊浴槽を搭載した
車で訪問し、入浴介護を行った。

29年度 大東 東山 藤沢 合計
延訪問回数 728 517 530 1,775
延利用人数 140 125 136 401

⑸　デイサービスセンター（介護保険事業）
　日帰り施設介護サービス。自宅からの送迎入浴昼食
余暇活動等のサービスを行い、一日を楽しく過ごせる
通所支援を行った。

29年度 大東
（定員30）

興田
（定員30）

東山
（定員25）

室根
（定員18） 合計

延利用回数 8,074 8,479 6,817 3,171 26,541
延利用人数 1,017 1,148 981 551 3,697
軽減者 2 0 0 1 3

⑹　ケアプランセンター（介護保険事業）
　依頼を受けてケアマネジャーが利用者宅を訪問し、
ケアプランの作成や介護に関する相談等の支援を行っ
た。
29年度 花泉 大東 興田 東山 室根 合計
延利用件数 1,240 1,313 1,513 1,339 894 6,299

⑺　在宅介護支援センター（受託事業）
　介護予防生活支援等の総合相談、高齢者の実態把握、
介護保険対象外の方への支援を行った。

29年度 興田 東山 合計
延利用件数 110 126 236

⑻　生活支援福祉サービス事業（受託事業）
　65歳以上の高齢者や介護認定非該当者等を対象に
生きがい支援として、次のサービスを提供した。

＊　生活管理指導員派遣事業
　訪問介護員が訪問し家事援助等のサービスを提供した。

29年度 大東
延訪問回数 8
延利用人数 1

＊　生きがいデイサービス事業
　入浴、昼食、余暇活動を行いながら生活指導を行った。

29年度 室根
延利用回数 9
延利用人数 2

⑼　障害者地域生活支援事業（補助事業）
　在宅障害者の健康保持生活支援を目的に、訪問入浴
サービスを提供した。

29年度 大東 東山 合計
延訪問回数 306 206 512
延利用人数 53 36 89
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勘定科目 決算額 説　　　　明

事　

業　

活　

動　

に　

よ　

る　

収　

支

収　
　
　
　

入

会費収入 32,992,000 世帯会費・賛助会費
寄附金収入 16,800,675 福祉事業への寄附金
経常経費補助金収入 139,223,453 市補助金・県社協補助金・共同募金配分金
受託金収入 111,921,615 県・市・県社協外受託金
貸付事業収入 707,000 貸付金償還金
事業収入 11,178,520 参加費・利用料
介護保険事業収入 598,856,531 介護報酬・利用者利用料等（居宅介護・通所介護事業）
就労支援事業収入 4,630,548 木工・アウトドア用薪販売等（千厩ワークプラザ）
障害福祉サービス等事業収入 54,781,120 自立支援給付費・訓練等給付費
補助事業収入 25,979,800 訪問入浴サービス事業・障害者相談支援受託事業
助成金収入 506,672 福利厚生センター健康管理助成金・災害支援資金
受取利息配当金収入 524,551 預金利子
その他の収入 9,215,582 雑収入・県社協退職共済金事業主分差益等
事業活動収入計（1） 1,007,318,067

支　
　
　
　

出

人件費支出 677,569,014 職員給与・法定福利費・退職金等
事業費支出 134,829,572 福祉事業・介護保険事業
事務費支出 66,468,177 施設保守委託・水道光熱費等
就労支援事業支出 4,630,548 利用者工賃・材料費等（千厩ワークプラザ）
利用者負担軽減額 372,044 介護保険事業利用者負担軽減分
貸付事業支出 150,000 たすけあい金庫貸付金
共同募金配分金事業費 15,148,000 歳末たすけあい配分金
助成金支出 18,517,973 地区推進協・ふれあいサロン・ボランティア協力校等
負担金支出 31,748,965 敬老会開催負担金
その他の支出 1,468,814 県社協退職共済金事業主分差損
事業活動支出計（2） 950,903,107

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） 56,414,960
施
設
整
備
等
に
よ
る

収
支

収
入
固定資産売却収入 5,000 廃棄車輌売却（1台）
施設整備等収入計（4） 5,000

支　

出

固定資産取得支出 4,820,100 車輛2台・電話機設置等
ファイナンス・リース債務の返済支出 1,347,948 パソコン・プリンタ・介護保険ソフトウェアリース料
その他の施設整備等による支出 19,170 リサイクル料（普通乗用車1台・軽自動車1台）
施設整備等支出計（5） 6,187,218

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） △ 6,182,218

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収　

入

積立資産取崩収入 13,944,821 退職給付引当資産・退職金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入 7,973,000 事業区分間より繰入
拠点区分間繰入金収入 41,602,367 拠点区分間より繰入
サービス区分間繰入金収入 25,131,435 サービス区分間より繰入
その他の活動収入計（7） 88,651,623

支　

出

積立資産支出 8,394,521 県社協退職共済掛金
事業区分間繰入金支出 7,973,000 事業区分間へ繰出
拠点区分間繰入金支出 41,602,367 拠点区分間へ繰出
サービス区分間繰入金支出 25,131,435 サービス区分間へ繰出
その他の活動支出計（8） 83,101,323

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 5,550,300
予備費支出（10） 0

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 55,783,042

前期末支払資金残高（12） 772,020,717 平成28年度繰越金
当期末支払資金残高（11）+（12） 827,803,759 平成29年度繰越金

平成29年度　決 算 の 状 況
資金収支計算書 寄附金の使い道

共同募金配分金の使い道

（自）平成29年４月１日　（至）平成30年３月31日

一　般　会　計
［単位：円］ ［単位：千円］

［単位：千円］

貸 借 対 照 表 平成30年３月31現在 ［単位：円］
資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 当年度末 前年度末 増　減 科　　　目 当年度末 前年度末 増　減
流動資産 877,961,556 813,463,007 64,498,549 流動負債 71,377,816 62,072,737 9,305,079
現金預金 738,128,919 676,127,890 62,001,029 事業未払金 35,707,885 33,629,712 2,078,173
事業未収金 105,257,439 108,192,125 △ 2,934,686 1年以内返済予定リース債務 2,310,768 0 2,310,768
未収補助金 26,152,100 21,525,228 4,626,872 預り金 764,652 4,270 760,382
前払金 31,922 20,358 11,564 職員預り金 5,372,025 434,657 4,937,368
前払費用 127,191 259,105 △ 131,914 前受金 49,250 35,350 13,900
拠点区分間貸付金 8,263,985 7,338,301 925,684 拠点区分間借入金 8,263,985 7,338,301 925,684
固定資産 916,924,947 919,036,495 △ 2,111,548 賞与引当金 18,909,251 20,630,447 △ 1,721,196
基本財産 170,378,817 176,768,563 △ 6,389,746 固定負債 97,625,905 95,281,081 2,344,824
建　 物 162,378,817 168,768,563 △ 6,389,746 リース債務 7,895,124 0 7,895,124
定期預金 8,000,000 8,000,000 0 退職給付引当金 89,730,781 95,281,081 △ 5,550,300
その他の固定資産 746,546,130 742,267,932 4,278,198 負債の部合計 169,003,721 157,353,818 11,649,903
建　 物 133,764 229,973 △ 96,209 純　資　産　の　部
構築物 3,336,524 3,755,326 △ 418,802 基 本 金 8,000,000 8,000,000 0
車輌運搬具 9,042,647 6,137,037 2,905,610 基 本 金 8,000,000 8,000,000 0
器具及び備品 3,071,938 3,247,548 △ 175,610 基     金 320,000,000 320,000,000 0
有形リース資産 3,892,320 0 3,892,320 福祉基金 320,000,000 320,000,000 0
ソフトウエア 0 322,053 △ 322,053 国庫補助金等特別積立金 127,144,163 131,907,276 △ 4,763,113
無形リース資産 6,313,572 0 6,313,572 国庫補助金等特別積立金 127,144,163 131,907,276 △ 4,763,113
長期貸付金 0 301,000 △ 301,000 その他の積立金 310,319,740 310,319,740 0
貸付事業貸付金 671,500 2,660,000 △ 1,988,500 財政調整積立金 103,416,209 103,416,209 0
退職給付引当資産 73,782,511 76,835,681 △ 3,053,170 介護保険財政調整積立金 206,903,531 206,903,531 0
福祉基金積立資産 320,000,000 320,000,000 0 次期繰越活動増減差額 860,418,879 804,918,668 55,500,211
財政調整積立資産 103,416,209 103,416,209 0 次期繰越活動増減差額 860,418,879 804,918,668 55,500,211
介護保険財政調整積立資産 206,903,531 206,903,531 0（うち当期活動増減差額） 55,500,211 79,306,310 △ 23,806,099
退職金積立資産 15,948,270 18,445,400 △ 2,497,130
長期前払費用 33,344 14,174 19,170 純資産の部合計 1,625,882,782 1,575,145,684 50,737,098
資産の部合計 1,794,886,503 1,732,499,502 62,387,001 負債及び純資産の部合計 1,794,886,503 1,732,499,502 62,387,001

地区福祉活動推進協議会助成 1,965
ふれあいサロン助成 1,459
地域福祉活動計画策定事業 208
地域福祉啓発活動事業等 563
福祉団体等助成 773
ボランティア活動事業 446
ひとり暮らし高齢者の集い・介護者リフレッシュ等 745
食事・理髪サービス 653
見守り支援事業（被災者・高齢者等） 1,132
心配ごと相談所 195
社会福祉大会開催 220
社協だより発行 526
支部ふくし祭り事業 492
車輌維持費・備品購入等 1,306
次年度以降福祉事業への繰越金 6,118

計 16,801

地区福祉活動推進協議会助成 2,250
ふれあいサロン助成 1,777
地域福祉活動計画策定事業 48
福祉団体等助成 2,158
ボランティア活動事業 375
ひとり暮らし高齢者の集い・介護者リフレッシュ等 842
食事サービス 58
見守り支援事業（被災者・高齢者等） 217
生活困難者支援事業 1,459
心配ごと相談所 63
社会福祉大会開催 697
社協だより発行 3,753
支部ふくし祭り事業 106
歳末たすけあい配分事業 14,722

計 28,525

いちのせき社協だより 5



一関市社会福祉協議会には、８つの支部が
あります。支部通信では、それぞれの支部
の取り組みなどについてご紹介します。

一
関
支
部

車いすを寄贈いただきました

　中里地区福祉活動推進協議会より車いす３台を寄贈い
ただきました。一時的に車いすを必要とする高齢者等へ
貸し出します。

大
東
支
部

高田松原再生植樹祭に大原中が参加

　50年後の「白砂青松」の高田松原を夢見て、大原中の
２・３年生22名の有志ボランティアが、植樹と除草作業
を行いました。

東
山
支
部

地域福祉を支えるためのボランティアとは

　地域づくり講演会にボランティア関係者が集い、県ボ
ランティア連絡協議会加藤会長より、地域福祉を支える
ボランティアの役割を学びました。

川
崎
支
部

地域住民で育む「子育てサロン」

　月２回、川崎防災センターを会場に、地域で子ども達
を育むキューピーサロンが開催されています。お気軽に
お出でください。

花
泉
支
部

ふれあいサロン交流会で情報交換

　ふれあいサロンの代表者等が集い、サロンの役割につ
いてやレクリエーションの指導など、情報交換を行って
います。

千
厩
支
部

ド・レ・ミ♪サロンでベル演奏

　愛宕ふれあいサロンで１人１音のベルを持ち、童謡を
演奏。上手にできた参加者は、満面の笑みを浮かべてい
ました。

室
根
支
部

レクリエーションで心も体も健康に！

　室根ふくしのまちづくり講演会は、大東レクリエーショ
ン協会の指導でレクリエーションの楽しさを通じ、健康
づくりについて学びました。

藤
沢
支
部

子どもたちも自由に集う「ふれあいサロン」

　ふれあいサロン「にこにこ来
く

楽
ら

歩
ぶ

」は、毎月25日をに
こにこの日として開催。５月には石窯で本格的ピザ作り
を子どもたちと共に楽しみました。

いちのせき社協だより6



第13回一関市社会福祉大会を開催します

生活福祉資金貸付制度のご案内
　低所得世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯に対し、経済的自立と安定した生活を確保するため、必要な
資金の貸し付けを行っています。対象は、他の貸付制度を利用できない、収入が少なく生活が困難な世帯、
障がい者の方や65歳以上の高齢者の方が属する世帯です。

※教育支援費については、特に必要と認める場合に限り、貸付限度額の1.5倍の額まで貸付け可能
●一関市社協での相談、申請後、県社協で審査、決定となります。日程に余裕を持ってご相談ください。
● 総合支援資金と緊急小口資金は、原則として、生活困窮者自立支援事業等の利用が必要など、資金の種
類により利用要件が異なります。詳しくは、地域福祉課、最寄りの支部までご相談ください。

資金の種類 貸　付　内　容 貸付限度額 償還期間 貸付利子

総合支援資金
（離職者対象）

生計中心者の失業や収入の減少により、
世帯の生活維持が困難な場合、再就職
するまでの間の生活費等を貸付

二人以上…月20万円以内
単身　　…月15万円以内 10年以内 連帯保証人を

立てる場合は
無利子（いな
い場合は年
1.5%） 

福
祉
資
金

福 祉 費
福祉機器の購入や、商売・結婚・出産・
葬儀・引越・住宅改修等の経費、日常
生活上一時的に必要な経費を貸付

対象経費により目安あり
（50万円以内～460万円
以内まで）

20年以内
（対象経費に
より目安あり）

緊急小口
資 金

緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困
難となった場合、一時的な費用を貸付 10万円以内 12月以内 無利子（連帯

保証人は不要）

教育支援資金

高校、大学、短大、専門学校への就学
に際し、入学金や制服等の入学経費（就
学支度費）と、授業料や通学定期代等
の就学経費（教育支援費）を貸付

・高校…月3.5万円以内
・高専/短大/専門学校
　　　…月6万円以内
・大学…月6.5万円以内
就学支度費は50万円以内

20年以内

無利子（世帯
の生計中心者
または親権者
が連帯借受人
となる）

不動産担保型
生 活 資 金

今お住まいの居住用不動産を担保に生
活費を貸付

月額30万円以内（宅地の
評価額の7割程度）

契約終了時原
則一括返済

年3%以内。
他の要件あり

皆様の参加をお待ちしております！

社会
福祉
大会
告知

日時 　平成30年7月27日（金）
　　　 13：30～16：00
会場 　大東コミュニティセンター
　　　 室蓬ホール
内容 　大会式典、大会宣言など

● 地域活動発表
　 大東高等学校
● 講演
　 演題：「講談で語る　成年後見制度」
　 講師：講談師
　　　　 神田　織音 氏

※手話通訳がつきます。
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ホームページに関する
お問い合わせ先

社会福祉法人　一関市社会福祉協議会ホームページ
http://www.ichinoseki-shakyo.com/     E-mail : info@ichinoseki-shakyo.com

本　　部
一関市立山目小学校5学年一同様 23,859円
一関グリーンゴルフ同好会様 31,800円

匿　　　名 30,000円

一関支部
中里地区福祉推進協議会様 車いす3台

萩荘字釜ヶ淵 坂　本　好　弘様 車いす1台

花泉支部
金沢字北町 清　水　善　光様 100,000円
油島字北沢 佐々木　　　悟様 100,000円
油島字柿野木 及　川　清　人様 100,000円
涌津字上吉田 鵜　浦　吉　雄様 30,000円
老松字日向前 佐　藤　勝　雄様 50,000円
涌津字中町 佐　藤　信　夫様 100,000円
老松字照盛 及　川　和　雄様 100,000円
金沢字柏木 佐　竹　拓　夫様 100,000円
花泉字天神前 鵜　浦　　　仁様 100,000円

大東支部
大原字新田 千　葉　恒　子様 50,000円
摺沢字礼田 藤　森　正　勝様 50,000円
渋民字西風 三　浦　美喜雄様 50,000円
鳥海字向前畑 武　田　新　一様 30,000円
摺沢字街道下 加　藤　紀　子様 50,000円
渋民字小林 菅　原　　　傳様 50,000円
曽慶字暮坪 佐　藤　正　夫様 50,000円
大原字明神 菊　池　隆　悦様 50,000円
大原字朝米前 中　澤　誠　意様 50,000円
猿沢字寒沢 菊　地　正　彦様 50,000円
中川字久保田 伊　東　　　清様 100,000円
大原字立町 舛　井　浩　三様 50,000円

大東町消防団OB会会長　
菊　池　光　夫様 30,000円

大東岩手ライオンズクラブ様 車椅子7台

千厩支部
岩手県立千厩高等学校様 147,901円
蔵サポーターの会様 52,250円

関水書道会様 30,000円
千厩字町 菊　地　英　幸様 100,000円

東山支部
長坂字木和田掘 鈴　木　義　孝様 50,000円

松川小学校昭和18年度卒業生
代表　五安城　嘉　一様 20,000円

松川字深堀 小　野　政　紀様 100,000円
田河津字丸木 那須野　一　蔵様 50,000円
長坂字金山 小野寺　吉　男様 50,000円
松川字台 永　澤　秀　雄様 50,000円

長久会　会長　及　川　武　雄様 タオル85本

赤十字奉仕団　　　　　　
委員長　岡　崎　ノリ子様 タオル93本

田河津字丸木 那須野　一　蔵様 紙オムツ等400枚
匿　　　　名 100,000円

室根支部
津谷川字横沢川 三　浦　安　幸様 50,000円
折壁字岩田 遠　藤　栄　悦様 50,000円
折壁二丁目 遠　藤　政　志様 50,000円
折壁字勢返 小野寺　浩　明様 50,000円
矢越字大洞 小　山　敦　子様 50,000円
折壁字愛宕下 小　山　正　広様 50,000円
折壁字勢返 小　山　冨二夫様 30,000円
津谷川字中磯 熊　谷　　　正様 50,000円
津谷川字中磯 小野寺　良　光様 100,000円
折壁字聖沢 千　葉　達　也様 50,000円
折壁字八幡沖 佐　藤　武　夫様 30,000円
折壁字温坪 菅　原　春　夫様 50,000円
津谷川字本宿 佐　藤　哲　子様 50,000円
矢越字馬場 吉　田　幸　三様 100,000円
折壁字中西 千　葉　秀　美様 30,000円
折壁字天神下 田　中　照　雄様 30,000円
矢越字山口 昆　野　範　子様 50,000円
津谷川字葛ヶ沢 及　川　　　晃様 30,000円

株式会社オヤマ
代表取締役　小　山　征　男 様 61,300円

矢越字大畑 千　葉　　　晃様 車いす1台

川崎支部
薄衣字八幡 菊　地　信　夫様 100,000円
門崎字舘畑 千　葉　勝　宏様 100,000円
薄衣字上段 伊　藤　邦　則様 100,000円
薄衣字上段 佐々木　惠　吾様 50,000円
薄衣字赤柴 千　葉　栄　夫様 100,000円
薄衣字諏訪前 橋　本　温　子様 紙オムツ2袋

紙パンツ2袋
尿取りパット2袋

藤沢支部
平成29年度一関市藤沢町60歳同年の集い実行委員会
 代表　千　葉　和　弘様 10,610円

新沼字大峯 佐　藤　賢　志様 50,000円
新沼字大洞 三　浦　克　男様 50,000円

株式会社アーク
代表取締役　橋　本　晋　栄 様 300,000円

藤沢字八沢 佐　藤　健　吾様 50,000円
黄海字上中山 佐　川　靖　一様 100,000円
藤沢字町 及　川　　　武様 50,000円
黄海字小日形 佐々木　栄　一様 100,000円
大籠字中在 大　賀　万寿久様 100,000円
砂子田字八森沢 加　藤　直　樹様 100,000円

まごころ寄附の使い道
　皆様からいただいたまごころ寄附は、社協だよりの発行、第13回社会福祉大会の事業費の一部
に使われるほか、「小地域福祉推進事業（地区福祉活動推進協議会等への助成）」「ボランティア
事業」など、地域福祉を推進するための貴重な財源となっております。

♥ 平成30年３月から平成30年５月末までに、市民の皆様からご寄附がありました。まごころ寄附
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