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（三川町社会福祉センター内）
電 話 （0235）6 6 - 4 4 1 0
ＦＡＸ （0235）6 6 - 4 5 3 9
ホームページ https://www.mi-shakyo.or.jp

ふるさと少年教室
令和３年 12月11日（土）、町内の小学生14名が参加し、共同募金配分金事業「ふるさと
少年教室」を行いました。午前中は被災地生活支援グループ「チームはちまき」の菅原
千佳さんを講師に迎えて、身近な福祉について勉強しました。午後は日本絵手紙協会公
認講師、孫谷志摩子先生に教えていただき、絵手紙を体験しました。作成した絵手紙は
町内の介護施設へ寄贈し、大変喜ばれております。ご協力いただいたボランティアの皆
さんありがとうございました。

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分により発行しています。
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ご協力ありがとうございました！

令和３年10月１日から、赤い羽根共同募金活動が全国一斉に展開されました。
長引く新型コロナウイルス感染症への対策により、今年も昨年同様、町内の小学生ボ
ランティアによる街頭募金活動は中止しました。こうしたコロナ禍の状況下においても、町民の皆さまをはじめ
各事業所の皆さまから心あたたまる善意とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。

募金総額

2,064,262円

集まった募金の流れ

三川町の皆さまからご協力いただいた募金は、山形県

募金の内訳

(R３年度募金実績)

共同募金会に送金します。その後、三川町の地域福祉の

戸別募金

1,796,600円

会に配分されます。配分金は翌年度に活用されることと

法人募金

190,000円

職域募金

9,850円

推進のため、山形県共同募金会から三川町社会福祉協議
なります。

その他の募金

配分金の使い道

合

計

67,812円
2,064,262円

三川町の地域福祉のために、三川町社会福祉協議会が

実施する事業活動充実のために活用しております。

老人福祉活動費

福祉育成援助活動費

・ミニサロン事業
・高齢者生きがい支援事業
・移動サービス事業
・サロン実施町内会施設整備補助事業
・高齢者筋力トレーニング教室事業

・緊急連絡カード作成事業
・広報発行
・ホームページ管理費
・小地域ネットワーク推進事業

（委託事業との共催）
・給食サービス事業（委託事業との共催）

ボランティア活動費
・ボランティア養成事業
・ボランティア活動推進費

児童・青少年福祉活動費
・異年代交流事業（ふるさと少年教室）
・子ども広場遊具整備

母子・父子福祉活動費
・母子・父子福祉活動支援事業

障害児・者福祉活動費
・障害者生活支援事業

町民の皆さまのご協力、
本当にありがとうございました。
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法人募金報告

町内事業所・企業の皆さまより大きなご支援を賜りました。
ご協力誠にありがとうございました。
業

名

NO

企

業

名

NO

（敬称略・順不同）

NO

企

企

業

名

1

有限会社 小林自動車

19 株式会社 鶴岡電装

37 株式会社 庄果

2

株式会社 ヨロズエンジニアリング

20 冨樫建設 有限会社

38 株式会社 元青果

3

株式会社 まいすたぁ

21 有限会社 菅原農機

39 庄内地方青果物商業協同組合

4

株式会社 イタガキ

22 有限会社 セラビー

40 株式会社 マルト直治郎商店

5

トータル・ビル・サービス 有限会社

23 荘内煉瓦 有限会社

41 有限会社 庄内食品加工

6

株式会社 黄金屋工業

24 宏和工業 株式会社

42 丸果庄内青果 株式会社

7

有限会社 なかの食品

25 株式会社 セントラルリース庄内営業所

43 有限会社 月山測量設計

8

三川電設 有限会社

26 有限会社 みかわ製材

44 株式会社 三洋

9

トヨタカローラ山形㈱ボディーショップ庄内

27 有限会社 恩田電気

45 庄内中部ガス 株式会社

10 夢工房２１三川店

28 有限会社 庄内物流システム

46 有限会社 大井餅や

11 産直みかわ事業協同組合

29 三本木土木 株式会社

47 株式会社 三和モータース

12 有限会社 三川運送

30 株式会社 昭電工業

48 有限会社 ラコス

13 有限会社 丸道

31 株式会社 ブランチ

49 株式会社 みかわ振興公社

14 町野建設 株式会社

32 庄内たがわ農業協同組合三川支所

50 有限会社 ファッション四季

15 渡辺重機 有限会社

33 佐竹建設 株式会社

51 有限会社 佐藤コンクリート

16 有限会社 大滝重機

34 有限会社 加藤電機

52 株式会社 竹原田ファーム

17 イガラシ機械工業 株式会社

35 一般財団法人庄内自動車協会

53 有限会社 ウメツマシン

18 株式会社 荘内銀行庄内支庁支店

36 株式会社 庄司青果

54 庄内環境衛生事業 株式会社

歳末たすけあい募金
募金総額 812,488円

集まった募金の流れ

「地域歳末たすけあい運動」とは共同募金の一環として、町内の支援の必要な世帯が新たな年を迎え
る時期に、地域で安心した暮らしができるよう福祉活動を展開するものです。
皆さまから寄せられた尊いお金は、配分委員会を経て、各地区の民生委員にご協力いただき配分を
行いました。

配分金の使い道

三川町の地域福祉のために、
三川町社会福祉協議会が実施する事業活動充実のために活用しております。

募金の内訳
個別募金

1,417件

787,122円

配分の内訳

低所得､母子･父子世帯

530,000円

学校募金

19,597円

在宅障害児･者世帯

140,000円

渡辺重機有限会社

10,000円

あったか みまもり活動

132,000円

個人募金ほか

1,769円

高齢者世帯除雪活動

マイデル運営協議会

3,000円

運動事務費（三川町共募へ）

計

821,488円

計

13,269円
6,219円

821,488円
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三川町社会福祉協議会功績者表彰

３月17日(木)三川町社会福祉センターを会場に、三
川町社会福祉協議会功績者表彰式を行いました。毎年、
本町の社会福祉及び地域福祉活動の推進に対し、その
功績が顕著であった個人及び団体に対し、感謝の意を
表するものです。

社会福祉協議会功績者表彰
上野 千晶 様（横山上）
成澤 元也 様（成田新田）

ボランティア
随時募集

佐藤

豊美 様（尾花）

○移動サービスボランティア

一人暮らしの高齢者・高齢者夫婦世帯等を対象に、
通院のための送迎を行います。月に1〜2回の活動です。

○ふれあい弁当調理ボランティア

一人暮らし高齢者等のみなさんへ配られるお弁当の調理を
します。班体制で、年に３〜４回の活動です。

※調理時間:第2・4水曜日 8：30〜12：00 場所:福祉センター

○ふれあい弁当配達ボランティア
一人暮らし高齢者等のみなさんへ手作りのお弁当を
届けて、声かけをします。

※第2・4水曜日 11：30〜12：30

月に一度、社会福祉センターにおいて65歳以上の方を対象に
マッサージのサービスを行います。先着8名。自己負担500円です。

開催日程

４月６日㈬・５月1１日㈬・６月８日㈬・７月６日㈬・８月９日㈫
９月８日㈭・10月３日㈪・11月２日㈬・12月７日㈬
１月１１日㈬・２月１日㈬

◆10 時〜 12 時（ふれあい広場）
問合せ先：三川町社会福祉協議会

☎66−4410

