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「社協だより」の発行には共同募金の配分金が使われております

今 号 の 話 題
赤い羽根共同募金報告　　　なんでも伝言板

共同募金ありがとうメッセージ

福祉を考える企業の会

発　行　者

駒ヶ根市社会福祉協議会
駒ヶ根市梨の木2-25
http://www.kmshakyo.org/

（ふれあいセンター）

TEL.0265-81-5900　FAX.0265-81-5745

　東伊那 火山地区のいきいきサロンさくらの会が2月

5日(金)に開催されました。

　｢健康寿命を一日でも伸ばしたい、介護保険の利用

はずっと先送りしたい」などの想いで健康体操など

に取り組んでいます。コロナ禍になる前は雑談した

り、情報交換したり、和気あいあいとした雰囲気で

お茶タイムを過ごしていました。

　コロナウイルスの影響で12月、1月はお休みしてい

ましたが、2月に久しぶりに開催が出来ました。久し

ぶりに仲間に会えて、とても嬉しそうな笑顔を見せ

て頂きました。

　東伊那 火山地区のいきいきサロンさくらの会が2月

5日(金)に開催されました。
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　本年度は新型コロナウイルス拡大の状況下において、貴重なご寄付を赤い羽根共同募金へお寄せいただきありが

とうございました。

　大切な募金を地域のために役立てていけるよう皆さまの声に一層耳を傾けてまいります。募金にご協力いただきました区、

自治会役員をはじめ、市民の皆さま、企業、学校関係の皆さまのお力添えにより募金活動ができましたことを厚く御礼申し

上げます。

令和２年度  赤い羽根共同募金の報告

じ
ぶ
ん

の町を良くするし

く
み
。

赤
い
羽根共同募

金

種　別 実  績  額 種　　別 実績額

戸 別

法 人

学 校

職 域 募 金

そ の 他

5,542,231円

719,200円

45,752円

137,771円

108,461円

6,553,415円

法人募金としてご協力いただいた企業を紹介します。（五十音順・敬称略）

法人募金大口（１万円以上）総集計表 団体募金大口
アルプス中央信用金庫赤穂営業部

㈱サラダコスモ

（医）生生堂須田医院

中央アルプス観光

（医）中谷内科医院

㈱長野銀行

駒ヶ根ライオンズクラブ

駒ヶ根ロータリークラブ

5万円

5万円

日本発条㈱駒ヶ根工場

㈱ハヤシ

㈲森文具店

㈱ヤマウラ

養命酒製造㈱駒ヶ根工場

和信化学工業㈱合　計

（五十音順・敬称略） （五十音順・敬称略）

　令和２年度の募金は、

令和３年度の実施事業に

活用されます。

アイワ電機株式会社

赤穂建設株式会社

有限会社赤穂製作所

赤穂タクシー有限会社

㈱アストロ電機

㈱アップル(ダスキンりんご)

株式会社アネット

有限会社新井鉄工所

新井電気工業株式会社

アルプス中央信用金庫赤穂営業部

有限会社あるぷす不動産

有限会社イグチ美装

有限会社イケガミオート

株式会社石川医科器械店

石田建設株式会社

合資会社伊勢周商店

伊藤電工株式会社

伊那バス株式会社

農事組合法人伊那森パーク

株式会社イナン

伊南資源ウェルダム㈲

伊南自動車工業株式会社

伊南スイミングクラブ

伊南電工有限会社

有限会社井上板金

株式会社ウインベル

株式会社ウラノ商工

㈱エコーシティー･駒ヶ岳

ＮＴＰトヨタ信州

有限会社恵比寿産業

株式会社エムジーケイ

有限会社遠藤建設

合資会社大島鉄工所

株式会社オートパル駒ヶ根

有限会社奥村ふとん店

株式会社織井不動産

有限会社オリオン農産
(医)偕行会駒ヶ根共立クリニック

有限会社角十綿屋商店

有限会社割烹若松

株式会社金丸松井鉄工所

有限会社金長倉田魚店

上伊那貨物自動車㈱

上伊那森林組合伊南支所

上伊那農業協同組合

ガロ

株式会社川岸商会

有限会社吉瀬燃料

有限会社北澤成型

株式会社北澤電機製作所

農事組合法人北の原

北原産業㈱エスパル駒ヶ根

株式会社キョウリツ

窪田建設株式会社

久保田織染工業株式会社

株式会社倉田工務店

㈱グリーニングハウス中原グリーンホテル

ケイエス技研㈱

医療法人公仁会前澤病院

株式会社光洋設備

株式会社小平建設

㈲小林電気工事商会

有限会社小原ポンプ設備

株式会社湖北堂薬局

駒ヶ根管工業株式会社

㈱駒ヶ根自動車学校

駒ヶ根自動車産業㈱

駒ヶ根商工会議所

駒ヶ根ダイカスト工業㈱

株式会社駒ヶ根電化

㈱本久駒ヶ根生コン工場

駒ヶ根労務協会

株式会社コマセツエイト

有限会社堺澤建設

坂本電機株式会社

医療法人座光寺内科医院

㈲佐寿ー中央スーパー

有限会社佐藤設備

佐野建築所

株式会社サラダコスモ

株式会社サングン

株式会社サンポー

サンリン㈱上伊那支店

株式会社塩澤製作所

株式会社ジッソク

信濃広告有限会社

有限会社清水板金

㈱ジョイフルテンドコモショップ駒ヶ根店

有限会社昭栄印刷
(同)夢倶楽部しらかば 信州カウンセリングセンター

合資会社白鳥時計店

株式会社信栄社

信光精機株式会社

信州コガネイ株式会社

有限会社信州ナーセリー

信州中建工業有限会社

信南サービス㈱信南レストラン

合資会社水車

株式会社スガヌマ

株式会社スズキ自販南信

有限会社すずらん

すずらん株式会社

医療法人生生堂須田医院

有限会社西山荘

株式会社セイビ社

株式会社ゼンシン

㈱全日警飯田営業所駒ヶ根事務所

創術治療院

第一物産株式会社

有限会社太子堂

有限会社ダイシンテック

泰成株式会社

㈲タイヤショップ池上

有限会社武井建築所

株式会社竹内製作所

タケウチ電気有限会社

㈱タケガミ機械設計

竹花工業株式会社

有限会社竹村建築所

有限会社竹村木工

有限会社田中燃料店

有限会社田中薬局

中央アルプス観光

一般社団法人中部地域づくり協会

塚田理研工業株式会社

合資会社つるや酒店

つれてってカード協同組合

帝国通信工業株式会社

ティブロン有限会社

東陽興業株式会社

有限会社戸枝製作所

株式会社トーワ

有限会社鳶塗装小林工業

有限会社友栄建築

中島電気工事有限会社

医療法人中谷内科医院

南信ハーネス株式会社

株式会社長野銀行

長野県労働金庫駒ヶ根支店

株式会社長野デラップス

有限会社ナガミヤマ機工

有限会社中村光機

ナパック株式会社

㈱ニシザワベルシャイン駒ヶ根店

㈱日興コンサルタント

㈱日産サティオ松本

ニッパツ・メック㈱

日本シャフト株式会社
日本バイオリン研究所㈲大正琴全国普及会

日本発条㈱駒ヶ根工場

株式会社八十二銀行

ハチ食品株式会社

有限会社花木タイヤ商会

有限会社羽場左官店

株式会社ハヤシ

有限会社林モータース

株式会社ハヤシ薬局

有限会社原製作所

(医)東伊那すこやかクリニック

ファイヤーサイド㈱

株式会社富貴屋金物店

富貴屋建設株式会社

合資会社福沢米穀店

福美建設株式会社

株式会社冨士屋

㈲ペイントコバヤシ

株式会社BESS信州

有限会社棒政洋品店

株式会社ホテルやまぶき

まさき屋食事処

松井自動車工業株式会社

有限会社松岡産業

有限会社松崎重機

有限会社松沢自動車
(医)まつむら小児科医院

㈲松本プラスチック製作所

有限会社馬見塚旅館

丸五橋本商事株式会社

合資会社丸玉あわや商店

有限会社マルモ柳屋商店

(同)丸六田中製パン所

株式会社ミコマ技研

三沢ブルドーザー㈱

株式会社みずほ

ビューティーサロンみその

南信州ビール株式会社

株式会社宮澤印刷

株式会社宮脇製作所

有限会社向山建築所

㈱明治亭　

有限会社森文具店

有限会社やじま薬局

有限会社ヤスエ

有限会社柳屋肉店

株式会社ヤマウラ

株式会社ヤマサン宝飾

有限会社山ニ園

有限会社山本ポンプ設備

有限会社湯澤電工

輸入石油株式会社

養命酒製造㈱駒ヶ根工場

よこやま耳鼻咽頭科医院

有限会社吉澤燃料

有限会社吉村商店

㈲ワイ･エス･イーセブンイレブン駒ヶ根中央店

有限会社ワイエム設計

和信化学工業株式会社

207法人様にご協力いただきました。

福祉の充実、わたしたちの声と手で社協報第 184号



なんでも伝言板なんでも伝言板なんでも伝言板
申し込み・お問い合わせは社協へ

TEL 81-5900

たんぽぽの家　TEL:81-8116　担当：北澤
申し込み・問合せ

善 意 銀 行 報 告

あたたかな真心、ありがとうございました。

氏　　名　　等 金額（円）・物品

駒ヶ根ライオンズクラブ 様

鹿養治江（桜井治江）様

中山玲子 様

伊藤電工株式会社 様

日本発条㈱労働組合伊那支部 様

31,000円

10,000円

10,000円

100,000円

80,000円

(2021年1月1日～2021年1月31日)

お仕事募集お仕事募集

市社会福祉大会
一般参加を見合わせます。

市社会福祉大会
一般参加を見合わせます。

コロナに負けない！
食料応援の日

コロナに負けない！
食料応援の日

　3月2日に開催予定の駒ヶ根市社会福祉大会は、社
会福祉功労者表彰のみ行います。新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、本年度は一般の方は参加いただ
けませんので、ご了承ください。
　表彰の様子は、エコーシティー・駒ヶ岳（12チャン
ネル）や、新聞等でお知らせしますのでご覧ください。

　障がい者自立支援センターたんぽぽの家では現在、
衣料品の糸処理、精密機械の組み立てなどの作業をし
ていますが、コロナウイルスの影響でお仕事が減って
います。
　そこで、簡単な軽作業のお仕事を募集しています。

　新型コロナウイルスの影響を受けて生活が大変にな
っている方が増えてきています。このような中、住民や
企業の皆さまから社会福祉協議会に寄付金や食料品
などの温かい支援が寄せられています。
　このご厚意をコロナウイルスの影響を受けて生活に
困っている方たちに提供します。
　お子さんがいる方や、学生の皆さん、ご高齢の方な
ど、コロナウイルスの影響を受けている市民の方が対
象になります。
　当日都合が悪い方は事前にご相談ください。
　　　　　　　駒ヶ根市社会福祉協議会　担当：宮崎

食 料 応 援 の 日
コロナウイルスの感染拡大による影響が出
ているご家庭が増えています。
駒ヶ根市社会福祉協議会では、コロナウイ
ルスの影響で、生活に困っている方への
「食料応援の日」を実施します。

日時：令和 ３年 ３月 １４日 (日)
９：００～１２：００

会場：ふれあいセンター
駒ヶ根市梨の木2-25

支援対象：お子さんがいる家庭や
学生の皆さん、ご高齢の方など、
コロナウイルスの影響を受けている市民の方

食料品は、インスタント
食品、お米、麺類などを
中心に、袋に分けられて
いるものをお渡しします。

食料品など
の寄付をし
ていただけ
るかたは、
3/12(金)
までにお問
い合わせく
ださい。

問い合わせ先
駒ヶ根市社会福祉協議会
（ふれあいセンター）

電話：81-5900 担当 宮崎

 主 催：駒ヶ根市社会福祉協議会 後 援：福祉を考える企業の会

駒ヶ根市ボランティア連絡協議会

福祉の相談 、ボランティアの問い合わせは社協まで　→ TEL (81) 6000・(81) 5900 FAX (81) 5745



　つなぐＨＵＢの「りとるまみーずくらぶ」は小

さな子どもをもつ母親の居場所づくり、キャリア

支援を行っています。

　日本語学習を通して外国出身の母親たちと地

元の母親たちが交流できる場づくりに赤い羽根

共同募金が配分されました。

共同募金ありがとうメッセージ

福祉を考える企業の会
◎福祉を考える企業の会とは、、、

企業の地域福祉への貢献を目的に1994年に結成しました。現在

116の企業・事業所が参加しており、地域企業が一丸となって地域

活動にあたっている全国的に見てもめずらしい団体です。

◎活動は、、、
　①福祉活動団体への助成

　②市内会員企業と福祉活動団体の交流会の実施

　③地域福祉を考える講演会の開催　　などがあります。

◎今後の活動予定
　コロナウイルスの影響で生活に困っている方対象の社会福祉協議

会主催の「食料応援の日」に参加します。

株式会社北澤電機製作所様より
地域福祉の貢献に役立てて欲し
いと福祉を考える企業の会に寄
付がありました。

つなぐＨＵＢ

　交流のためのゲームや学習サポートの

ための教材、語彙カード作りの材料など

をご寄付から購入させていただき、とて

も有意義な活動をすることができました。

　本当にありがとうございました。

　ファミリーサポート・ぐりとぐらでは、主に託児を通して広く

子育て支援を行って

います。支援の必要

な方にもれなく温か

い支援を提供できる

よう、「つどいのひ

ろば事業」を通じ

て、多くの子育て関

係者と連携し実践

に結び付けるため

の講座を開催するた

めに赤い羽根共同

募金が配分されまし

た。

　子育て支援について、広域での多様な立

場の連携や情報交換をすすめる上でたいへ

ん前向きな集まりと学習会になりました。

今後に生かしてまいります。

　ありがとうございました。

ファミリーサポート・ぐりとぐら

（駒ヶ根市共同募金委員会配分金事業）

コロナの影響を受けている方へ
の食糧支援にと駒ヶ根市社会福
祉協議会に寄付をしていただき
ました。

福祉の充実、わたしたちの声と手で社協報第 184号


