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お届けします welfare information福祉 情報の

6月からの会員募集にあたり、皆様から多大なるご協力を賜りありがとうございました。
皆様からの会費は社会福祉協議会が実施する地域福祉事業のために大切に使わせていただきます。

若狭町長　森下　裕 若狭町議会議員　清水　利一 気山小学校長 柴田　利郎 社協理事　岡上　角衞
若狭町副町長 中村良隆 若狭町議会議員　藤本　勲 梅の里小学校長 上田　和義 社協理事　明智　　忍
若狭町教育長 玉井喜廣 若狭町議会議員　大塚　季由 岬小学校長　 石地　弘 社協理事　橋本　信文
若狭町議会議員　渡辺　英朗 若狭町議会議員　小堀　信昭 鳥羽小学校長 高橋　繁応 社協理事　山口　容子
若狭町議会議員　島津　秀樹 若狭町議会議員　小林　和弘 瓜生小学校長 中村　正人 社協理事　河村平右衞門
若狭町議会議員　辻岡　正和 若狭町議会議員　松本　孝雄 熊川小学校長 藤本　利美 社協理事　山口　賀代子
若狭町議会議員　坂本　豊 上中病院院長 岡本　敏幸 三宅小学校長 上野　庄一 社協理事　武長　伸夫
若狭町議会議員　今井　富雄 上中病院医長 長谷　健司 野木小学校長 服部　成男 社協事務局長 田中　文明
若狭町議会議員　原田　進男 上中病院歯科医 松木　宏篤 三方中学校長  檜鼻　幹雄 社協事務局次長 今川　政之
若狭町議会議員　北原　武道 三方診療所所長 岩田　竹矢 上中中学校長 松宮　高宏 社協法人本部長　田辺　隆明
若狭町議会議員　福谷　洋 みそみ小学校長 下南　貢 社協理事　塚本　新一 社協いずみ事業所長　清水　武久
若狭町議会議員　武田　敏孝 明倫小学校長 中野　悦子 社協理事　井関　和明 社協五湖の郷事業所長  吉田　幸夫
若狭町議会議員　小堀　友廣 三方小学校長 小嶋　明男 社協理事　谷江　耕一

㈱ヤサカ 山本こども診療所 ㈲田中産業 とむらクリニック
やはず苑 飛喜丸 和田モータース 居酒屋　きんた
福井県米穀㈱嶺南営業所 ㈱井ノ口電気 C・ネットふくい若狭事業所 ㈲中村モータース
若竹産業㈱ 上中ガス㈱ 桑原組㈱上中営業所 ㈲野村石油店
福井県基準寝具㈱ ㈱若狭輸送 若狭日清工業 ㈱福梅
敦賀装設㈱ 居酒屋じろう えびす荘 ㈱前田産業
㈱共和冷凍 大島ドライブイン かみなか農楽舎㈲ 三方建材㈱
㈱アイビックス敦賀支店 ㈱ハシノメディカル ダイカポリマー㈱ ㈲みしば
データシステム株式会社本社 上中郵便局 千葉医院 三方運輸㈱
ワタキューセイモア㈱近畿支店 菊水堂 わかさカントリー倶楽部 ㈲小堀写真館

ご協力いただいた個人の皆さま（順不同・敬省略）

平成26年度 社協特別会員加入報告

ご協力いただいた法人の皆さま（順不同・敬省略）

㈱ファルコバイオシステムズ 岩屋加工グループ 株式会社西野土木 河原生花
㈱コーシン 敦賀営業所 シルクルーム 株式会社西野工務店 山下ミート
菱機工業株式会社　福井支店 旭木材工業㈱ ㈲くるま屋 ㈲青池庭園
イワイ株式会社 三方ショッピングセンターレピア 有限会社　内藤ガラス店 ㈲福井新聞三方販売店
だるま屋商事㈱ ㈳若狭町シルバー人材センター れいなん森林組合 ㈲宇野商店
福井医療㈱ アスカ日比 小浜ヤンマー㈱ 藤田富雄建築事務所
大和電建㈱敦賀支店 おかもとでんき ㈱武田設備 ㈲上野モータース
若越印刷㈱ 焼肉　吟ちゃん 合同会社　神谷農園 貴御電設㈲
若狭医療福祉専門学校 太良久 合同会社　たごころ農園 今井塗装㈲
㈱ディエスジャパン福井店 立井商店 日本電気硝子株式会社 ㈱日本管財環境サービス
㈱ダスキン敦賀 若狭三方五湖観光協会 わかさうぇ～ぶ（土明友美） 加藤自動車　
大鉄ケアーサプライ事業部 三方林材㈱ 玉井友七商店 中村歯科医院
フジノ食品株式会社 久保田工業株式会社 ㈱おたべ ㈱徳山組
㈱北陸アロー機器 鳥浜漁業協同組合 大阪プラント㈱ 吉村農園
㈱英里奈ユニホーム事業部 鳥浜酒造㈱ バンキンアズオート アイちゃん堂
㈲オールジェネレーション 若狭農業協同組合本店 AGC若狭化学株式会社 天然温泉 岡三屋 彩かさね
伊藤電機設備㈱　敦賀営業所 敦賀美方農業協同組合本店 生晃栄養薬品株式会社若狭工場 加藤医院
㈱ラボ 敦賀信用金庫三方支店 原田左官　 ㈱エコファームみかた
大塚自動車工業㈲ 福井銀行三方支店 ㈲桧鼻モータース ㈲五湖自動車商会
嘉平衛 福邦銀行三方支店 ㈲藤川設備 ㈲榎本自動車
美方ケーブルネットワーク株式会社 小浜信用金庫 ㈲庄司 ㈲三方五湖環境
介護老人保健施設ゆなみ キマタ電気 ㈲三田電子 五井伴石油店
㈱美浜共同商事 TECタナカ 海山観光組合 ㈱トヨタレンタリース福井
はこべ福祉会 浦見川住宅産業㈱ 世久見大敷網組合 石田モータース
山形晃税理士事務所 木下印刷 世久見観光組合 ㈲町栄電気工業所
㈲敦賀ファミリー保険 ㈲五井八商店 川とく なの花薬局若狭市場店
食見観光組合 魚三 ㈱ニューロード Be - PLAN 建築設計事務所
遊子観光組合 アルデーヌカナモリ ㈱等愛会　 ㈲五井八文具店（レピア内）
小川観光組合 若狭町営観光ホテル 水月花 江南電器 村田電気設備㈲
小川大敷網組合 西田梅加工場 家具のかわら ㈱武笠
若狭三方漁業協同組合 海山漁業協同組合 ファミリーマート上中三宅店 ㈲平田印刷
神子観光組合 ㈱コープ三方五湖（レピア内） 敦賀寝具リース協同組合 ㈲オンユアマーク
神子定置網組合 上中石油㈱ ㈱若狭松葉 若狭町課長会
常神須崎定置網組合 ㈲吉村油店 ㈲鳥居建築
常神観光組合 医療法人嶺南病院 ㈲小西瓦工業
リカーショップさくらい 特別養護老人ホーム 松寿苑 久池看板

「社会福祉事業に役立てて下さい」と下記の
方々よりご寄付をいただきました。預託や寄
付いただいた物品は、地域や若狭町社会福祉
協議会にて有効に使わせていただきます。下
記以外にも多くの方々より、使用済み切手や
エコキャップ等のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

（敬称略・順不同）平成26年9月21日～ 11月20日

福 祉 基 金

武長伸夫（世久津） 200,000円 匿名（市場） 100,000円

吉田チヱ子（鳥浜） 100,000円 倉谷利治（下野木） 100,000円

今川政之（鳥浜） 300,000円

物 品 預 託

今井正美（福井市） 花 匿名（堤） 果物

百田辰治（藤井） 衣類、オムツ 匿名（横渡） オムツ

木下賢一（白屋） 野菜

歳末たすけあい募金運動にご協力を
お願いします

平成27年度福井県立盲学校幼児・生
徒募集

今年も「みんなでささえあうあったかい地域
づくり」をスローガンに12月1日から歳末た
すけあい募金運動を展開しています。
寄せられました募金は、若狭町内で支援を必
要とする人たちが安心して暮らすことができ
るよう下記の様々な福祉活動事業に活用させ
ていただきますので、みなさまのあたたかい
ご協力をお願いします。

● ひとり暮らし高齢者交流会事業（実施時期:H27年6～ 9月予定）
● 敬老月間スマイル事業（実施時期:H27年9月予定）
● 障がい者交流会事業（ふれあいの集い）
● 障がい児クリスマス会事業
● 歳末たすけあい配食事業
● 介護者リフレッシュ事業

【歳末たすけあい募金助成金事業 一覧】

12月5日現在

【問い合わせ先】福井県立盲学校　福井市原目町39-8　TEL：0776-54-5280

【応募資格】 ●幼稚部 満3歳～ 5歳までの幼児
 ●高等部 本科普通科・本科保健理療科…中学校を卒業または卒業見込みの人
  専攻科理療科…高等学校卒業または卒業見込みの人
【入学のための身体的条件】
●両眼の矯正視力がおおむね0.3未満の人
●視力以外の視機能障がいが高度な人のうち、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が
　不可能または著しく困難な人
【出願期間】 1月13日（火）～ 19日（月）　　【受付時間】  9時～ 16時（土日を除く）
【選 考 日】 2月5日（木）
※受験希望の人は出願手続きをする前にお問い合わせください
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