
社協だより「ほほえみ」は赤い羽根共同募金の助成金で発行されています

　11月23日（金）に白老町総合保健福祉センターいきいき４♥６にてふれあいサロンを開催し、
約100名の参加者で賑わいました。
　全体会では、室蘭在住で国内外にて活躍中の森マサミチ氏によるサンドアートパフォーマンスが
白老で初めて行われました。森マサミチ氏の巧みな指使いで次々と展開していく砂の物語に、参加
者一同が拍手や歓声を上げながら見入っていました。また、日本舞踊家の嘉門翔信氏もゲスト出演
し、女形の舞踊が披露されると会場に盛大な拍手が湧き起こりました。
　その後、４つの分科会に分かれ、それぞれの体験を通して年齢の枠を越えた交流が各会場で行わ
れました。参加者からは「とても楽しかった。来年もまた参加したい！」との声を多数いただき、
沢山の笑顔をもって今年度もサロンの幕を閉じました。

生活福祉資金貸付制度のご案内
集まれ！いきいきシニア（高齢者クラブ情報）
カレンダーリサイクル市開催
赤い羽根共同募金中間報告

……詳細はp.2
……詳細はp.4
……詳細はp.5
……詳細はp.6

【年始のお知らせ】

ホームヘルパー・配食サービス・人工透析患者送迎サービスは通年営業しております。
デイサービス・窓口業務は1月4日㈭より通常業務となります。

「ふれあいサロン」 を開催しました！

～分科会の様子～

　　　　　森マサミチ氏による

サンドアートパフォーマンス（全体会）

嘉門翔信氏による日本舞踊

絵手紙教室

ハンドケア講習

サンドアート体験

ふまねっと
運動教室
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年頭によせて 会　長　山　﨑　宏　一
社会福祉法人白老町社会福祉協議会

　新年、明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては希望に満ちた新年を迎えられたことと、心よりお慶び申し上げます。
　日頃より当会の地域福祉活動の推進にあたり、深いご理解と温かいご支援ご協力を賜り、厚くお
礼申し上げます。
　さて、昨年9月に発生した「北海道胆振東部地震」の影響で、白老町に住まれる皆様も停電や余
震により大変不安な日々を過ごされたことと思います。幸い白老町ではあまり大きな被害はありま
せんでしたが、各被災地での様子を報道等で知り、防災に対してより一層の対策と地域住民への意
識付けの必要性を強く感じております。
　地域福祉を担う社協と致しましても、町民防災講座による防災意識の向上、更には被災地への職
員派遣等によって災害ボランティアセンター運営の知識を得てまいりました。今後も白老町の「と
もに支え合う、安心・安全・福祉のまちづくり」実現に向けて尽力して参りますので、ご指導・ご
協力の程よろしくお願い申し上げます。
　2019年が皆様にとって幸多き一年となりますよう、心からご祈念申し上げ、年頭のご挨拶と致
します。

　「生活福祉資金貸付制度」は、他の制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者
世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを
目的としています。この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、以下の貸付金があります。

　失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と
生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることにより自立が見込まれる世帯。

　低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で、または自立生活に資
するために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸付けします。

　高等学校、大学、短期大学、高等専門学校就学・入学に際し必要な経費を貸付けします。

　高齢者世帯を対象に、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続ける
ための生活資金をお貸しするものです。

※貸付には、北海道社会福祉協議会の審査がありますので、ご要望にお応え出来かねる場合が
ございますので、予めご承知置きください。なお、一般生活費の貸付はありません。
お問合せは正月休み明け１月４日以降にお願い致します。

①　総 合 支 援 資 金

②　福 　 祉 　 資 　 金

③　教 育 支 援 資 金

④　不動産担保型生活資金

《生活福祉資金貸付制度のご案内》
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　「国際アルツハイマー病協会」は、世界保健機関と共同で毎年９月21日を「世界アルツハ
イマーデー」に制定し、アルツハイマー病の啓発を実施しています。今年も世界各地で「認知
症、つながる心が、笑顔呼ぶ。ー認知症になって
も安心して暮らせる社会をー」をテーマに、啓発
活動が行われました。
　白老町認知症の人と家族などの会でもこの活動
に賛同し、９月21日（金）に、白老パセオ前で
街頭PR活動を行いました。
　会員や認知症の介護に関わる方々６名が、リー
フレットを配布して、認知症への理解を呼びかけ
ました。
　１時間で100枚のリーフレットの配布が終了
し、町民の方々の認知症に対する関心の高さを感
じました。

　11月26日（月）に平成30年度介護職員初任者
研修の修了式が行われ、12名の受講生が７月２
日の開講式から、約５カ月間の研修を終えて修了
証書を手にしました。これからは、本研修で学ん
だことを生かし、福祉の向上にご尽力頂けると期
待しております。
　受講生のアンケートで多くの喜びの声が寄せら
れましたので、一部をご紹介いたします。

「５ヶ月も続くか不安でしたが、楽しく学習がで
きて終わってみればあっという間でした。」
「研修を受けて、介護職に対する悪いイメージが
変わり、やりがいのある良い仕事だと感じまし
た。」
「この研修で学んだ介護の知識や技術を、これか
ら職場や地域の中で生かしていきたいと思いまし
た。」

○白老町認知症の人と家族などの会より

受講生からの声
（終了後アンケートより抜粋）

介 護 職 員 初 任 者 研 修
12名の受講生が無事修了しました！

世界アルツハイマーデー啓発活動を行いました！
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★10月24日（水）白老町中央公民館大講堂にて『白
高連研修交流会』を開催しました。
　前半は講師に白老町民温水プール館長の小鹿尚隆様
をお招きし『プールを利用した高齢者の健康づくり』
をテーマに講演していただきました。
　小鹿館長は、水中運動は関節や腰への負担が少ない
ことやリラクゼーション効果、血液の循環が良くなる
等の特性があると話され、参加者は熱心に聞き入って
いました。最後に「健康づくりのため、町民温水プー
ルを大いに活用して下さい」と述べられて介護予防講
演を終了しました。
　後半は会員による演芸交流会を行いました。華やか
な衣装で人気の演歌を熱唱する方や、扇子で男女の悲
恋を演じる方のステージ等があり、手作りのうちわを
振って応援される方もいて、大いに盛り上がった交流
会でした。

集まれ！いきいきシニア！

《白老町高齢者クラブ連合会活動報告》

第24回「チャリテイー芸能会」開催のお知らせ

皆様方のご来場
心よりお待ちしております！

白老町高齢者クラブ連合会　担当　冨留田　お問い合せは下記まで

★と　き　平成31年３月６日（水）
　　　　　開場 11：40　開演 12：30
★ところ　白老町中央公民館大講堂
★入場料　500円（当日券をご用意しております。）
★内　容　１部　会員による演芸
　　　　　２部　お楽しみ抽選会
　　　　※豪華景品をご用意してお待ちしております。
★その他　入場券売上の一部は白老町社会福祉協議会へ
　　　　　寄付させていただきます。

講師　小鹿尚隆

研修交流会　出演者
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ボランティアセンター情報

「カレンダーリサイクル市」を開催します！

～生活就労サポートセンターいぶりのご案内～

相談者専用フリーダイヤル　→　０１２０－０９－０７８３

全国の皆様からご提供いただいたカレンダー等を募金形式で譲渡し、
その益金をボランティア活動推進の為に役立てさせていただきます。

生活のこと、仕事のこと、家計のことでお悩みの方、お困りの方の総合相談窓口です。

【期間】平成31年１月15日（火）～18日（金）
【時間】　午前９時00分～午後４時00分
　　　　　※最終日　18日のみ午後３時00分まで
【場所】　白老町社会福祉協議会事務所前
　　　　（白老町総合保健福祉センターいきいき４♥６内）

《問題解決までの主な流れ》
①お電話・来所・出張相談会
②面談（問題整理・解決方針の相談）
③問題解決に向けた支援活動
④問題の解決
※休日の場合、留守番電話にメッセージを
　お願いします。翌営業日に連絡が来ます。

《お問合せ先》
所在地…室蘭市中央町３－５－１３　SK室蘭中央ビル６階
電　話…０１４３－８３－７３５５
メール…iburi-soudan@roukyou.gr.jp
受付…月～金曜日 8:30～17:30／水曜日 11:00～20:00
※土日祝日、年末年始（12／29～１／３）はお休み

昨年の様子 ご提供をお願いします
提供依頼品：2019年カレンダー、日めくり、
　　　　　　文房具、手帳など（未使用品）
募集期間：平成31年１月11日（金）到着分まで
送付先：〒059-0904
　　　　　北海道白老郡白老町東町４丁目６番７号
　　　　　　　　　　　　　　白老町社会福祉協議会
　※送付費用につきましては、大変恐縮ですが
　　各自でご負担ください。
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法人名 金額

胆振軽種馬農協 3,000
大宝リフレッシュサービス㈲ 3,000
白老ファーム 10,000
白老牛の店いわさき 5,000
岩崎石油㈱ 3,000
㈱岩崎組 10,000
北海道種鶏農場㈲ 5,000
社台牧場 1,000
コミュニティカフェ　ミナパ　チセ 1,000

カケムラ電器 2,000
大和輸送㈱ 5,000
白老石油㈱ 1,000
㈱白老町民薬局 10,000
西村電機㈱ 2,000
庭塗装 3,000
白老車輌工業㈱ 3,000
伊藤無線電機 3,000
セイコーマート白老東店 2,000
㈲白老整備 3,000
㈱オオミチ 1,000
カメラのむらかみ 2,000
レストランおおきな木 2,000
㈲道新おぎの販売所 3,000
荻田旅館 3,000
朝日生命保険白老営業所 1,000
㈱ヤマダリビング 3,000
白老建設協会 5,000
ローソン白老東店 3,000
㈱協業民芸 2,000
㈱タマイ 5,000
㈲高橋工芸社 1,000
ハラマキファームクリニック 2,000
白老観光協会 1,000

法人名 金額
藤田電気工事店 2,000
㈱白老設備工業 1,000

株式会社白老振興公社 3,000
はくねん㈱ 1,000

（資）白老自工商会 2,000
北の彩味　いちひろ白老店 3,000
永楽　昭 1,000
手作り屋KONNO 1,000
事務器のカナマル 1,000
後藤家具店 1,000
キャメルNo.1 1,000
つぼ八白老店 1,000
白老ロータリークラブ 3,000
KINPEN CAFE 1,000
ベスト電器しらおい 1,000
室蘭民報社㈱白老支局 3,000
田辺米殻店 2,000
Home kitchen Cafe宝竜 1,000
室蘭信用金庫白老支店 3,000
寺島美容室 1,000
荒井工芸館 1,000
白老町商工会 3,000
アンゼリカ 1,000
くきた手芸店 7,000
㈲花工房白老花とよ店 1,000
清水印刷 1,000
こだまスポーツ 1,000
スナックだうんたうん 1,000
苫小牧民報　白老支局 1,000
上野幸男 5,000

㈲北海道丸善白老 3,000
㈱白老清掃 3,000
㈲齋藤鉄工 2,000
㈱白電社 10,000
北海工機㈱ 5,000
新田自工㈲ 2,000
北海道エネルギー株式会社白老SS 2,000
藤田内科クリニック 3,000
介護付有料老人ホーム悠悠 5,000
千田商事 2,000

西谷歯科医院 5,000

法人名 金額
㈱熊谷商店 10,000
白老八幡神社 5,000
ピノ動物病院 5,000
セブンイレブン白老本町店 3,000
カネイ佐藤商店 5,000
とまこまい広域農協白老支所 3,000
眞證寺 5,000
法伝寺 5,000
芳賀整骨院 3,000
大鳳 2,000
農事組合法人牛の里 5,000
柏村歯科 5,000
北海園芸 2,000
セイコーマート白老公園通店 3,000
中華食堂　杏 1,000

道南綜合土建㈱ 10,000
㈱新田工業 10,000
白老葬祭 3,000
吉谷工業㈱ 3,000
鈴木歯科 3,000
特定非営利活動法人ほのぼの 5,000
理容まえもと 1,000
末広美容院 3,000
長尾整骨院 5,000
むらかみ美容室 1,000
K理容院 2,000
後藤商店 2,000
ブーランジェリーニシオ 1,000
㈱和歌 2,000
大晶工業㈱ 3,000

㈱マルトラ 10,000
㈱カンドーテクノ北海道事業所 3,000
白老協和産業㈱ 2,000
キャプテンモーターサービス 2,000
天野ファミリーファーム 2,000
恵和園エルテルハイム 2,000
北海スターチック㈱ 2,000
大島工業㈱ 2,000

㈱白老造花社 5,000
太陽不動産 5,000
㈱太陽 5,000

法人名 金額
㈲三河建具 3,000
㈱テクノス 10,000
北海産業㈱白老営業所 3,000
ダンロップタイヤ北海道㈱タイヤランドタケウラ 2,000
㈱山珍 2,000
ヤマト運輸㈱ 1,000
ローソン石山店 5,000
㈱ミツバ公営企業 3,000
川田グループ 10,000

㈲前田畜産 3,000
塚原鉄工所㈲ 3,000
阿部牛肉加工㈱ 5,000
㈱白老ガス 3,000
上村牧場 3,000
㈱白老農産 3,000
㈱白老油脂 1,000
㈱大起商事 3,000
㈱道央通商 3,000
㈱岡田重機 3,000

㈲萩野自動車学校 5,000
協栄自工㈲ 3,000
ハリマ化成㈱ 5,000
サンシン油業㈱ 3,000
㈱三共 3,000
白老石油事業協同組合 3,000

山形ふとん店 1,000
大昭和園芸 2,000
一二三塗装店 2,000
㈲三河金物 1,000
㈲テラウチ 3,000
生田医院 5,000
㈲成田輸送 3,000
介護老人保健施設さくら 5,000
㈲シボレー理美容院 3,000
丸伸ハウス 3,000
萩野歯科診療所 3,000
㈲本多新聞販売所 1,000
理容のシオカワ 1,000
薬のささき 2,000
㈱谷組 2,000
セブンイレブン萩野西店 2,000

（単位：円）
赤い羽根共同募金「法人募金」

赤い羽根共同募金「法人募金」「街頭募金」
「その他募金」のご協力に心から感謝申し上げます。

12月14日現在
（敬称は略させて頂きます）

社 台 地 区

萩 野 鉄 南 地 区

東町・日の出・若草地区

大 町 地 区

高 砂 地 区

本 町 ・ 栄 町 地 区

緑 町 ・ 森 野 地 区

石 山 鉄 南 地 区

石 山 鉄 北 地 区

東 萩 野 地 区

川沿・末広・緑丘地区
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法人名 金額
室蘭信用金庫萩野支店 3,000
中畑歯科医院 2,000

セイコーマート白老萩野店 1,000
谷野電設㈱ 2,000
道南整熱㈱ 3,000
緑や食堂 1,000
バルクマート 5,000
モダン美容室 3,000
本堂商店 1,000
渡辺整骨院 2,000
真雄寺 10,000
㈱鈴木ホーム 2,000
佐々木タイル工業㈱ 2,000
介護ホームどんぐりの家 3,000
㈲和光商事 2,000
社会福祉法人ホープ 2,000

日本製紙㈱北海道工場　白老事業所 30,000
㈱エフ・オーテック 5,000
丸三機械建設 1,000
㈲岩崎電気工事 1,000
北昭興業㈱ 10,000
大昭和紙工産業㈱ 10,000
ニチモクパレット㈱ 5,000
旭新運輸白老支店 5,000
田面山旅館 3,000
㈲小倉電気商会 3,000
サイトウサイクル商会 1,000
西村建設㈲ 3,000

竹浦本通町内会（法人募金） 15,000
東峰水産 5,000
鈴木産業運輸㈱ 5,000
斉藤水産 5,000
ケアハウス暖炉 5,000
田渕水産 3,000
㈱白老フーズ 10,000
伊藤自工 3,000
禅照寺 10,000
日鉄鉱業㈱ 5,000
白老観光バス㈱ 3,000
㈱敷島ファーム 5,000
山下牧場 1,000
伊藤工務店 3,000
NKガレージ 5,000
ホテルあかしや 1,000
観月旅荘 1,000
はしもと珈琲館 2,000
ホテル桃苑 2,000

法人名 金額
旅荘パーク 2,000
ホテルオーシャン 2,000
タナカライフクリエート㈲ 5,000
毛笠コンクリート㈱ 5,000
㈱ケイホク　飛生事業所 3,000
㈱アビーロード 5,000
㈱美保野ポークポロト 1,000
しらおいきのこファーム 5,000
㈲翔和農材 5,000
北海道きのこファーム 1,000
フォーレ白老 1,000
社会福祉法人　天寿会 10,000
ホテルほくよう 3,000
ホテル王将 2,000
㈲カニ王 1,000
㈲虎杖浜自動車工業 3,000
居酒ナックみゆき 1,000
若湯温泉 1,000
山海荘 3,000
㈲松崎商事 2,000

三春 3,000
炉ばた　池田 2,000
㈲紺野商事 2,000
ドライブイン５００マイル 3,000
イチタカ高田水産 5,000
マルヤマシメ本間水産 3,000
紺野　恵美子 5,000
花の湯温泉 3,000
㈱日海 5,000
㈱わかば 5,000
㈲宮森水産 5,000
胆振協同ミール㈲ 3,000
室蘭信用金庫虎杖浜支店 3,000
㈲こんや　虎杖浜店 2,000
㈲蒲原水産 5,000
イチヤマリ岸水産 3,000
花翔苑 3,000
なかざわ電器 2,000
マルホン本間水産 1,000
ヤママツ本間水産 2,000
マルマタ本間水産 2,000
マルカン本間水産 10,000
カネタイチ本間水産 2,000
カネヤマキ佐藤水産 1,000
カネヤマタ松田廣一商店 3,000
ヤマミ渡辺水産 2,000
虎杖浜温泉ホテル 5,000
清水表具店 2,000
胆振水産加工業協同組合 5,000
セイコーマート白老虎杖浜店 3,000
ビューティーサロン平間 3,000

法人名 金額
カネミツ本間漁業部 2,000
セブンイレブン白老虎杖浜温泉店 2,000
マルキチ本間漁業部 3,000
あけぼのラーメン 2,000
北王観光アヨロ温泉 2,000
ヤマジュウ大友水産 3,000
㈲カネ星渡辺水産 2,000
カネシメ松田水産㈱ 5,000
さかな屋本舗 2,000
読売新聞サービスセンター竹浦 2,000
六平太窯 1,000
南川建設 2,000
カネシメイチ本間孝一 2,000

法人名 金額
竹丸渋谷水産㈱ 10,000
㈲カクジュウ須貝水産 5,000
㈲小田切水産 3,000
ホテルいずみ 5,000
㈱スイコウ 5,000
心のリゾート海の別邸　ふる川 5,000
山本養鱒所 5,000
桔梗原農園 5,000
北海特産㈱ 3,000
森田養鱒所 3,000
本間農場 3,000
ナチュラルサイエンス 30,000
㈲岩浪運輸 3,000

（単位：円）

（単位：円）

赤い羽根共同募金「街頭募金」

赤い羽根共同募金中間報告

実　施　場　所 金額
コープさっぽろパセオ白老店 6,670
ツルハドラッグ白老店 4,825
スーパーくまがい 5,468
計３か所 16,963

12月19日現在の募金額は…

・

・

・

・

町内会戸別募金

法 人 募 金

そ の 他 募 金

街 頭 募 金

　 合 計 　

1,480,300円

981,000円

365,403円

16,963円

2,843,666円

※共同募金「町内会戸別募金」、歳末たすけあい運動募金の実績
は、次号に掲載致しますのでご了承願います。

萩 野 鉄 北 地 区

北 吉 原 地 区

竹 浦 地 区

虎 杖 浜 地 区
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氏　名 金額
社会福祉大会・しらおい笑顔まつり会場募金 16,889
社会福祉大会・しらおい笑顔まつりチャリティー益金 39,085
しらおい笑顔まつり出店団体募金箱 6,751
白老高齢者クラブ連合会研修交流会会場募金 8,588
いぶり中央漁業協同組合 9,333
白老鮭定置部会 66,000
恵和園エルテルハイム 2,787
ケアハウス暖炉入居者一同 2,614
介護老人保健施設さくら職域募金 10
白老町社協デイサービスセンター 5,618
NPO法人四ツ葉 707
特別養護老人ホーム寿幸園職域募金 708
介護ホームどんぐりの家職域募金 834
特定非営利活動法人ほのぼの職域募金 801
社会福祉法人白老宏友会職域募金 13,743

氏　名 金額
社会福祉法人天寿会職域募金 56,040
白老町役場職域募金 2,457
白老町消防本部職域募金 1,360
日本製紙㈱北海道工場白老事業所職域募金 12,491
陸上自衛隊白老駐屯地職域募金 5,000
白老町社会福祉協議会職域募金 5,224
胆振東部森林管理署職域募金 1,217
白老町国民健康保険病院職域募金 333
白老町町内会連合会職域募金 2,423
社会福祉法人ホープ職域募金 116
白老町立白老小学校児童 3,186
白老町立萩野小学校 2,062
白老町立白老中学校生徒会 2,006
白老町立白翔中学校生徒会 1,243
北海道白老東高等学校生徒会 5,266

氏　名 金額
北海道栄高等学校生徒会 15,602
白老町社会福祉協議会窓口募金 22,171
いきいき４．６売店エスパス募金箱 2,571
ななかまど通年募金箱 6,644
アンゼリカ通年募金箱 1,394
そば処福住通年募金箱 1,351
大鳳通年募金箱 1,006
フロンティア通年募金箱 1,409
いきいき４．６健康福祉課窓口設置募金箱 1,443
白老町教育委員会 138
日本詩吟学院北海道南岳風会白老支部 12,161
NPO法人お助けネット 13,669
NPO法人消費者協会 1,039
匿名 2,863
岡村貴幸 7,050

平成30年９月１日から平成30年11月30日まで（順不同・敬称略）

皆様方の温かい善意に感謝申し上げます

ペットボトルキャップ・リングプル・使用済み切手など

一般寄付

弔慰寄付

物品預託
リサイクル預託

竹浦天寿会、社台郵便局、白老東高等学校生徒会、日東あけぼの会、海の別邸ふる川、吉谷工業㈱、竹浦幌内東町内会、川辺正次、ヘルム３・９、
生田医院、天理教北正徳分教会、竹口初枝、白老小学校、工藤靖博、佐藤暉、天理教竹浦分教会

栄寿会（白老、清拭布他）、ヘルム３・９（白老、清拭布他）

北海道エア・ウォーター㈱・白老サービスセンター（白老）、白老鮭定置部会（白老）、茶道を楽しむ会（白老）、
白老町高齢者大学陶芸クラブ（白老）
栄田数範（石山）、石原和子（竹浦）、金澤志津雄（白老）、谷和幸（白老）、藤根藤雄（白老）、柏崎悦雄（萩野）
久保田恭一（社台）、冨士博次（白老）、大和友子（高砂）、紺野静子（白老）、古俣清貴（社台）、早坂真紀（社
台）、蜂屋直樹（東京都）、岡田絹子（栄町）

（単位：円）赤い羽根共同募金「その他募金」

発行・お問合せ先
☎82－6306（平日8時30分～17時15分まで）

社会福祉法人　白老社会福祉協議会
〒059-0904　白老郡白老町東町4丁目6番7号

（敬称は略させていただきます）

-業務内容-
-業務内容-

-給　　与-
-給　　与-

-時　　間-
-時　　間-

-勤　　務-
-勤　　務-

-休　　日-
-休　　日-

-採　　用-
-資　　格-
-採　　用-

デイサービスの昼食作り等
時給870円～970円
年１回昇給、交通費別途支給あり
8:30～17:15
シフト制週３日程度（月曜～日曜）
シフトによる
随時採用

デイサービスの看護業務
時給　1,200円～1,600円
年１回昇給、交通費別途支給あり
8:15～17:00
シフト制週２日（月曜～土曜）
日曜他シフトによる
看護師又は准看護師
随時採用

購入費用　１張り当り114,480円
（参考：平成31年度町内会負担予定額）
※費用は４月以降のお支払いとなります。

[調理員]
[看護師・准看護師]求人情報！

大型テント購入
　　　助成金ご案内

　白老町共同募金委員会では、町内会を対象としたイベント用
大型テント購入助成を行っております。北海道共同募金会より
指定された２間×3間サイズのテント購入費用の１／２を共同
募金配分金で助成致します。
　ご希望される町内会は、１月９日（水）まで町内会連合会へ
お申込みください。（希望が多数の場合、意に添えない場合が
ありますので、予めご承知おきください。）
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