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社会福祉協議会会員

主な
使いみち

●ふれあいサロンへの支援
●ボランティアセンターの運営

p2

●福祉体験学習への支援
●備品貸出事業 など

この会員制度は、社会福祉協議会の原則である住民主体に基づき、全戸会員制を基本として会員を募集するものです。住民の皆様の自主的な参加と協力により、
共に生き、支え合い、
すべての人が安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。

法人・特別・賛助会員の
ご芳名について

法人会員（1口 10,000円）
●10口 ……（株）オーチュー埼
玉支店
●5口 ……… (株)曙運輸、(株)さ
いたま資材、社会保険労務士法
人新創
●3口 ……… ( 株 ) 櫻 井 建 材 店 、
(株)東邦技研
●2口 ……… 協同組合越谷卸セ
ンター、(特非)Take、松下開発
(株)
●1口 ……… 日 科 ミ ク ロ ン ( 株 )
福祉のニッカ、(株)コウダ技電、
(株)ダイサン、(株)平和堂、足立
成和信用金庫北越谷支店、埼玉
県行政書士会越谷支部、(有)村
山商会、カミサカスポーツ、(一
社)越谷市薬剤師会、SOMPOケ
アラヴィーレ越谷、(株)西本商
事、オカエンタープライズ(有)、
(株)カーズシンエイ、サンロー
ド家電(株)、(学)村上学園専門学
校日本医科学大学校、小島電気
工業(株)、太洋電設工業(株)、
(株)桶新設備、(福)平徳会こしが
や希望の里、東京東信用金庫大
袋支店、(福)中又会越谷レイク
タウンさくら保育園、東洋羽毛
北関東販売(株)、(福)越谷一誓会
特別養護老人ホーム嘉祥園、

掲載は令和2年4月1日から令和3年1月31日までのご協力分、ならびに、今年度自治会を通してご協力いただいた個人・事業所等の皆
様分です。
（順不同・敬称略）
＊賛助会員のご芳名は2口以上とさせていただきましたのでご了承ください。
(学)武藤学園大袋幼稚園、(株)ア
オキ、(株)鈴木組、髙元建設(株)、
オザワロード(株)、(株)エコトピ
ア、(株)水谷工務店、(福)畔上記
念福祉会あぜがみりんご保育
園、(有)さいかつ葬祭センター、
越谷松伏管工事業協同組合、
(株)太田新聞店、(福)大吉会介護
老人施設キャンベルホーム、野
口電気工事(株)、(株)サンエイ
ト、(福)埼葛福祉会神明苑、(福)
櫻友会グレースガーデン越谷、
(宗)久伊豆神社、(株)ナカノヤ、
(株)あすなろホーム越谷、越谷
商工会議所、青木信用金庫越谷
支店、(株)中新造園、(福)松沢福
祉会松沢保育園、(有)作良商事、
(株)神谷燃料、越谷公証役場、
(福)温和会越谷ホーム、(株)サン
エー緑化、(株)赤土製作所、(医)
敬愛会介護老人保健施設シル
バーケア敬愛、弥栄ゴルフ練習
場、三協自働車(株)、(株)ティア
越谷、大森機械工業(株)、(公社)
埼玉県宅地建物取引業協会、
(福)相模会の〜びる保育園、(福)
弥十郎愛育会しらとりこども
園、(有)小川商会、越谷市農業協
同組合、池中建設(株)、(福)エン
ゼル福祉会特別養護老人ホー
ム越谷なごみの郷、グリーンラ

赤い羽根共同募金

イフ東日本(株)シーハーツ越
谷 、北 関 東 ペ プ シ コ ー ラ 販 売
（株）川口支店、(株)アペックス
越谷、(株)越谷タクシー、(株)
アートエンディング、ナブコシ
ステム(株)越谷営業所、(医)俊睿
会南埼玉病院、(株)秋山、(株)ヤ
スナミ測量設計、(福)幸光福祉
会特別養護老人ホーム桃の里、
恵豊商会(有)、(一社)越谷市医師
会、(特非)合、(株)ハッピーク
リーン、(税)辻・本郷税理士法
人、(福)童育会おおたけ保育園、
堀川産業(株)、越谷ロータリー
クラブ、セコム(株)、(株)米菓桃
の家、(株)東武園芸、(一社)越谷
市歯科医師会、越谷市私立幼稚
園協会、(宗)香取神社、(株)山一
自動車、フジオックス(株)、(株)
豊田設備、飯山建鉄(株)

特別会員（1口 5,000円）
●6口 ……… 爲ケ谷喜一郎、越谷
ファミリータウン自治会
●4口 ……… 一柳敏子
●3口 ……… 吉野電化工業(株)
●2口 ……… 田 村 静 男 、齋 藤 啓
司、松本實、石井知章、杉本昭
彦、ライオンズステーションプ
ラザ新越谷自治会

主な
使いみち

●1口 ……… 福澤辰幸、染谷登士
子、東海林和代、浦野静子、手塚
麻美、長島英子、川島二六、鈴木
宏子、北條住子、那倉和彦、(医)
温和会石川医院、エスケアホー
ム＆ライフ越谷蒲生、(医)葵会
介 護 老 人 保 健 施 設 葵 の 園・越
谷、(有)セブン産業、イヌイ工業
(株)、(株)祐光産業、蒲生二丁目
光明院、浜野文具店
＊ほか市役所職員5口、社会福祉
協議会職員14口

賛助会員（1口 1,000円）
●30口 …… 田井玲子
●10口 …… 沼田秋美
●7口 ……… 矢作和男
●4口 ……… 石川一男
●3口 ……… 九ノ里幸子、西山悦
子、松苗眞吉、萩原孝二
●2口 ……… 三田礪三、髙橋直三
郎、千野俊一、和田道哉、櫛部清
江、(有)ホームクリニックナカ
ザト、藤浪小道具(株)
●1口 ……… 個人・団体・法人460
件
＊ほか市役所職員270口、社会福
祉協議会職員356口

一般会員
●桜井地区
●新方地区
●増林地区
●大袋地区
●荻島地区
●出羽地区
●蒲生地区
●南越谷地区
●大相模地区
●越ヶ谷地区
●大沢地区
●北越谷地区
●川柳地区

1,042,100円
800,160円
696,190円
1,782,878円
618,400円
1,778,450円
1,322,100円
934,364円
704,694円
851,900円
973,850円
203,000円
408,000円

2021/1/31現在
一般会費（1世帯200円）
・・・・・・・・・・・・ 12,116,086円
賛助会費（個人等1口1,000円）
・・・・・・・・・・・・・ 1,163,000円
特別会費（篤志家・団体・
福祉施設等1口5,000円）

340,000円
法人会費（会社・事業所・
・・・・・・・・・・・・・・

社会福祉法人等 1口10,000円）
・・・・・・・・・・・・・

1,290,000円

計14,909,086円

●一人暮らし高齢者会食サービス ●ふれあいの日（障害者の日記念事業）
●ボランティアグループの支援 ●福祉車両の貸し出し ●社協だよりの発行 など
約50％が越谷市社協の事業費として活用され、その他は県内福祉施設等の支援に使われます。

赤い羽根共同募金は「地域の福祉、みんなで参加」をスローガンに、住民がつくる安心・安全なまちづくりを実現するための多様な活動を支援するものです。
個人募金・法人募金のご芳名は1,000円以上とさせていただきましたのでご了承ください。
（順不同・敬称略）
2021/1/31現在
北越谷地区
496,550円

戸別募金

桜井地区
新方地区
増林地区
大袋地区
荻島地区
出羽地区
蒲生地区
南越谷地区
大相模地区
越ヶ谷地区
大沢地区

1,403,150円
1,486,682円
1,118,125円
2,826,788円
1,084,650円
3,047,150円
1,927,192円
1,449,313円
1,081,219円
1,146,450円
1,750,500円

川柳地区

689,000円

個人募金
薄洋子
10,000円
越谷市老人クラブ連合会 50,000円
伊藤照雄
200,000円
春山敏実
200,000円
大野康博
200,000円
藤森行雄
100,000円
矢作和男
5,000円
ほか
15,313円

歳末たすけあい募金

法人募金

日科ミクロン（株）福祉のニッカ
10,000円
(株)ヤスナミ測量設計
3,000円
清松クリニック
10,000円
オカエンタープライズ(有)
10,000円
(有)三和製作所
10,000円
(株)サンエイト
10,000円
三協自動車(株)
10,000円
(有)作良商事
10,000円
(宗)浄山寺
10,000円

主な
使いみち

社会保険労務士法人 新創
30,000円
(株)太田新聞店
1,000円
埼玉縣信用金庫越谷支店 1,250円
埼玉縣信用金庫大袋支店 3,387円

戸別募金 ・・・ 19,506,769円
個人募金 ・・・・・・ 780,313円
法人募金 ・・・・・・ 118,637円
募金箱等 ・・・・・・・ 67,933円
バッジ募金（594個）
・・・・・・・・・・・・・・ 297,000円
図書カード募金（154枚）
・・・・・・・・・・・・・・ 154,000円
クオカード募金
（1006枚）
・・・・・・・・・・・・ 1,006,000円
学校募金 ・・・・・・ 412,207円
計22,342,859円

●歳末たすけあい援護金配分事業
●一人暮らし高齢者会食サービスへの援助

●ふれあいサロンへの援助
など

歳末たすけあい募金は「つながりささえあう みんなの地域づくり」をスローガンに援助や支援を必要とする方々に対し、物心両面の援助を通じて、福祉対策の充実・
強化を図るものです。
（順不同・敬称略）

戸別募金
桜井地区
新方地区
増林地区
大袋地区
荻島地区
出羽地区
蒲生地区

1,072,900円
882,390円
644,100円
1,889,031円
619,200円
1,760,000円
1,491,934円

南越谷地区
大相模地区
越ヶ谷地区
大沢地区
北越谷地区
川柳地区

個人募金
851,944円
706,744円
910,801円
1,092,830円
363,023円
457,500円

越谷市老人クラブ連合会 50,000円
矢作和男
7,000円
杉本昭彦
5,000円
キッコーマン労働組合
野田工場支部
5,000円
元スマイルカラオケ友の会
都築良二
15,578円

田中 茂義
越谷赤十字奉仕団

1,163円
10,000円

2021/1/31現在
戸別募金
個人募金
募金箱等

12,742,397円
・・・・・・・ 93,741円
・・・・・・ 110,610円
・・・

計12,946,748円

越谷市社会福祉協議会は、
「みんなが参画し ともに築く 福祉のまちをめざして」をスローガンとし、本年度もより一層、事業を推進してまいります。

