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社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会とは社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会とは社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会とは

＊社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会　理事・評議員をお知らせします。

大久保　昇　
上野　正春　　菅野登一郎
　　　　　　　堀　　敏雄
亀田　健司　　弘瀬瑠美子　　出村　清美　　伊藤　裕司　　新江　　治　　大柴　惣壽
北村ミエ子　　髙野　裕和　　松永　英樹　　國枝　　信　　澤田　光男　　以上15名
小林　勇司　　塩越　　広　　以上2名
坂本光一郎　　藤田　佳伸　　多田由美子　　長井　勝保　　藤田　　清　　三浦　照美
中田勝四郎　　中川恵美子　　中川　圭介　　八木橋　敏　　近藤　和子　　小松田　勉
中村　彰宏　　佐藤　春美　　真田　　昭　　増岡　敏三　　難波　孝枝　　森　るみ子
浅野　寿男　　余語奈穂子　　池田　玲子　　直江　昭憲　　花野　由香　　宮澤　和義
高畠　智子　　松尾　京子　　金丸　悦子　　西野美樹子　　三浦　幸子　　中村　正志
瀧谷　　昭　　川田　義直　　佐藤　　貢　　亀田　義弘　　山田　信子　　今泉　桂太
川端　英樹　　藤井キサ子　　舛田喜代志　　佐藤　昭伍　　以上40名
平成 27年 12月 24日～平成 29年 12月 23日　2年間

※理事・評議員により社協の事業方針や各種事業の取り組みなどを協議して決定します。
　また、社協の予算執行や経理状況などを監事により定期的に監査し報告しています。
※会長・理事・監事・評議員は無報酬です。会議出席の交通費のみ支払っています。

社協の普通・特別会員を
募集しています

　皆様から寄せられた会費は、高齢者、
障がい者、児童母子福祉、生活困窮者な
ど、困っている人や支援が必要な人に活
用させていただいています。
　多くの市民・企業・団体などの皆様に
会員となっていただけますようお願いを
申し上げます。

1世帯　　100円
1施設　　3,000 円以上
1団体　　1,000 円以上
1法人　3,000 円以上
500円・1,000 円・2,000 円
1団体　3,000 円以上

町会・自治会
社会福祉施設
社会福祉団体
法人など
個人
団体

会　長
副会長
常務理事・事務局長
理　事

監　事
評議員

任　期

　社会福祉協議会は、社会福祉法に位置付けされ、昭和27年から室蘭市における社会福祉事業並びに
その他の社会福祉を目的とする事業の、健全な発達および社会福祉に関する活動の活性化により、地
域福祉の推進を図ることを目的に活動しています。

普
通
会
員

特
別
会
員

年　会　費

（敬称略）

2

寄　附　者 内　容／目　的 寄　附　者 内　容／目　的

寄　附　者　一　覧
平成27年9月1日～12月末

むろらんフォーク村実行委員会
代表　木村　勝衛
脇　龍哉
ふれあいまつり福祉バザー益金
北海道ファド室蘭　代表　三原　澄子
松緑神道大和山チャリティーバザー
室蘭実行委員会　委員長　宮野　峰生
室蘭更生保護女性会　石倉　祥子
匿名
富士建設株式会社
代表取締役　橋詰　昌明
橋詰　昌明
東洋事務機㈱親睦会
カトリック東室蘭教会
信徒会会長　高科　優
室蘭文化村チャリティーライブ
代表　木村　勝衛
室蘭シャベルズ　代表　志田　保子
公明党室蘭支部女性局
部長　吉本　淳子
室蘭市点訳赤十字奉仕団
委員長　對馬　克子
室蘭朗読奉仕者の会　会長　高橋　本子
大沢町霞台町会婦人部　
婦人部長　大坂　かつ子
楽山三ツ和町会福祉部
部長　野田　チエ子
寿町町会　会長　木村　隆雄
特定非営利活動法人　室蘭母子福祉会
会長　眞柳　宏子
常盤町松齢会　会長　高見　久男
室蘭ふきのとう文庫
代表　細野　幸子
匿名
宮の森旭通り親交会婦人部
部長　中山　幸子
幸町　幸寿会　会長　佐々木　忠彦
室蘭朗読奉仕者の会　会長　高橋　本子
室蘭市点訳赤十字奉仕団
委員長　對馬　克子
匿名
匿名
石塚　弘造
清水町老人クラブ　会長　川村　昭二
生長の家白鳩会室蘭教区連合会
会長　山田　亮子
中島西口町会婦人部
部長　渡辺　咲美
ほのぼのサロン　代表　高橋　國夫
特定非営利活動法人　室蘭母子福祉会
会長　眞柳　宏子

現金（交通遺児）

現金（社会福祉）
現金（社会福祉）
現金（社会福祉）

現金（社会福祉）

現金（社会福祉）
現金（社会福祉）

現金（社会福祉）

現金（社会福祉）
現金（社会福祉）

現金（社会福祉）

現金（交通遺児）

現金（社会福祉）

清拭布（老人福祉）

点字図書（9月）
　　　　（障害者福祉）
朗読図書（９月）（障害者福祉）
清拭布など（9月）
　　　　　（老人福祉）
おむつ（９月）
　　　　　（老人福祉）
清拭布（老人福祉）
清拭布（９月）
　　　　　（老人福祉）
清拭布（老人福祉）
タペストリー（布製壁飾り）
（９月）　（社協掲示用）
おむつ（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

清拭布（老人福祉）
朗読図書（10月）（障害者福祉）
点字図書（10月）
　　　　（障害者福祉）
おむつ（老人福祉）
タオルケット（社会福祉）
日本人形、羽子板（社会福祉）
清拭布（老人福祉）
清拭布、タオルケット
　　　　　（老人福祉）
清拭布、シーツ
　　　　　（老人福祉）
清拭布、おむつなど（老人福祉）
清拭布（10月）
　　　　　（老人福祉）

匿名
東地区福祉協議会　会長　赤司　賢二
松原　悠真
楽山三ツ和町会福祉部
部長　野田　チエ子
塚越　榮子
大沢町霞台町会婦人部
婦人部長　大坂　かつ子
中島民和会婦人部　部長　藤川　洋子
室蘭市点訳赤十字奉仕団
委員長　對馬　克子
室蘭朗読奉仕者の会　会長　高橋　本子
金子　ヨシ
追直地区民生委員児童委員協議会
会長　信田　有子
鈴かけ中央町会老人クラブ
女性部　部長　小原　末子
室蘭ふきのとう文庫　
代表　細野　幸子
室蘭ふきのとう文庫　代表　細野　幸子
寿町 3丁目あけぼのクラブ
会長　赤木　茂彦
室蘭北斗ライオンズクラブ
会長　坂下　泰博
匿名
日の出町 3丁目町会婦人部
部長　伊藤多喜子
母恋南町町会婦人部　部長　渋谷　雅子
カサブランカの会　代表　三原　澄子
小栗山　恵美子
室蘭ライオンズクラブ　会長　斎藤　博

小栗山　恵美子

鎌田　律子
匿名
北海道新聞　蘭友会　会長　稲葉　雅幸
櫻庭　稔
明輪会　会長　渋田　照子
吉田　千恵
室蘭朗読奉仕者の会　会長　高橋　本子
たんぽぽ 2000　代表　上野　かつ子
特定非営利活動法人　室蘭母子
福祉会　会長　眞柳　宏子
生長の家白鳩会室蘭教区連合会
会長　山田　亮子
高砂第一町内会婦人部
部長　佐藤　洋子
室蘭ふきのとう文庫
代表　細野　幸子
東町中央町会婦人部
部長　時田　昭子

衣類など（老人福祉）
清拭布（老人福祉）
車椅子（社会福祉）
清拭布（11月）
　　　　　（老人福祉）
タオル（社会福祉）

清拭布など（老人福祉）

清拭布（老人福祉）
点字図書（10月）
　　　　（障害者福祉）
朗読図書（10月）（障害者福祉）
清拭布（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

タペストリー（布製壁飾り）
（11月）（社協掲示用）
布絵本（27.11）（社会福祉）
清拭布、タオル
　　　　　（老人福祉）

タオル（社会福祉）

おむつなど（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

清拭布（老人福祉）
清拭布、チラシのくずかご（老人福祉）
おむつ、タオルなど（11月）（老人福祉）
タオル（老人福祉）
タオル、バスタオル、トイレット
ペーパー（11月）　　（老人福祉）
積み木セット（子育てレンジャー）
おむつ、尿とりパッド（老人福祉）
車椅子（社会福祉）
チラシのくずかご（社会福祉）
清拭布（老人福祉）
タオル（老人福祉）
朗読図書（12月）（障害者福祉）
清拭布（老人福祉）
清拭布（12月）
　　　　　（老人福祉）
清拭布（12月）
　　　　　（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

サイコロ、ボール、布絵本、バイキンマン椅
子、くるくる回す遊具（12月）（社会福祉）

清拭布（老人福祉）
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会長　赤木　茂彦
室蘭北斗ライオンズクラブ
会長　坂下　泰博
匿名
日の出町 3丁目町会婦人部
部長　伊藤多喜子
母恋南町町会婦人部　部長　渋谷　雅子
カサブランカの会　代表　三原　澄子
小栗山　恵美子
室蘭ライオンズクラブ　会長　斎藤　博

小栗山　恵美子

鎌田　律子
匿名
北海道新聞　蘭友会　会長　稲葉　雅幸
櫻庭　稔
明輪会　会長　渋田　照子
吉田　千恵
室蘭朗読奉仕者の会　会長　高橋　本子
たんぽぽ 2000　代表　上野　かつ子
特定非営利活動法人　室蘭母子
福祉会　会長　眞柳　宏子
生長の家白鳩会室蘭教区連合会
会長　山田　亮子
高砂第一町内会婦人部
部長　佐藤　洋子
室蘭ふきのとう文庫
代表　細野　幸子
東町中央町会婦人部
部長　時田　昭子

衣類など（老人福祉）
清拭布（老人福祉）
車椅子（社会福祉）
清拭布（11月）
　　　　　（老人福祉）
タオル（社会福祉）

清拭布など（老人福祉）

清拭布（老人福祉）
点字図書（10月）
　　　　（障害者福祉）
朗読図書（10月）（障害者福祉）
清拭布（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

タペストリー（布製壁飾り）
（11月）（社協掲示用）
布絵本（27.11）（社会福祉）
清拭布、タオル
　　　　　（老人福祉）

タオル（社会福祉）

おむつなど（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

清拭布（老人福祉）
清拭布、チラシのくずかご（老人福祉）
おむつ、タオルなど（11月）（老人福祉）
タオル（老人福祉）
タオル、バスタオル、トイレット
ペーパー（11月）　　（老人福祉）
積み木セット（子育てレンジャー）
おむつ、尿とりパッド（老人福祉）
車椅子（社会福祉）
チラシのくずかご（社会福祉）
清拭布（老人福祉）
タオル（老人福祉）
朗読図書（12月）（障害者福祉）
清拭布（老人福祉）
清拭布（12月）
　　　　　（老人福祉）
清拭布（12月）
　　　　　（老人福祉）

清拭布（老人福祉）

サイコロ、ボール、布絵本、バイキンマン椅
子、くるくる回す遊具（12月）（社会福祉）

清拭布（老人福祉）
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町内会・自治会は地域のみなさんを支えています。
町内会・自治会に入って、安心・安全なまちづくりに協力を!!

室蘭市町内会連合会
〒051-8511 室蘭市幸町1番2号（室蘭市役所内）
電話：0143-83-6277　
FAX：0143-83-6912

室蘭市役所地域生活課市民活動係
〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話：0143-25-2223
FAX：0143-24-7601（代表）

困りごとが起きたら室蘭社協にご相談ください。（無料です）
１　心配ごと相談

心配ごと、悩みごとがありましたらお気軽にご相談ください。

平日　8：45～ 17：15　　電話83－5031
※市役所にも各種相談窓口を設置しています。

生活困窮、認知症などによる金銭管理を行う成年後見制度、日常生活自立支援事業など

２　資金貸付
○生活福祉資金貸付の申請窓口（北海道社会福祉協議会の事業）
金融機関など他の制度が利用できない人などの経済的自立と生活の安定を目的に教育・住宅・緊急
小口など、用途ごとに貸付要件や上限額、手続きが異なります。
北海道社会福祉協議会に申請後、審査・判定などで貸し付けまで１～２カ月（緊急小口は１週間）
程度要します。

ボランティア活動をしたい、ボランティアが欲しいなどの相談、活動の普及・支援・調整をします。
室蘭社協内に設置しているボランティアセンターは、各種ボランティア団体の活動拠点にもなって
います。お気軽に相談ください。

○福祉資金貸付
一時的困窮で、返済が確実な場合の小口貸し付けです。
貸付上限3万円、無利子、10カ月以内の返済

※借受人並びに連帯保証人の市税の滞納無し証明、印鑑証明、所得に関する書類などを完備・申請
後、3日程度で貸し付けします。

※車椅子の無料貸出（４カ月間）
　短期間で車椅子を必要とされている人に無料でお貸しします。

※在宅介護されている方に清しき布をお渡しします。（認知症も含みます）
　個人や団体などの皆さんからいただいた清しき布を差し上げます。（300枚/月）

上記以外にもいろいろなサービス事業がありますので、お気軽に室蘭社協までお問い合わせください。

ボランティアの力を地域づくりに生かしています
○ボランティアの育成・支援

町内会・自治会に加入しましょう
3月は

町内会加入

促進月間です。《連絡先》
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