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藤岡市社会福祉協議会では、地域の福祉を推進する活動を支援するため、市内

にお住いの方・地域福祉の推進を図る団体等に、車両（福祉まるっと号）と車いす

のまま乗れる車（福祉車両）の貸し出しを行っております。 
 

 

 
 

※利用期間中に要する燃料・有料道路代等は利用者負担 
 

 
 

市内の企業様や団体様からご寄付頂いた物品を市民の皆様に活用していただ

くために、各種物品の貸し出しを行っています。 
 

 
 

【対象者】 

福祉まるっと号 
藤岡市内でボランティアやサロン等の地域福祉を推進する公益性の認められる活動を実施する団

体及び個人 

福祉車両 藤岡市民で、移動に車いすが必要な方 

物品 ① ①藤岡市内在住者又は②市内在住・在勤・在学の方で構成された団体又は③本会の特別賛助会員 

※貸し出しには規定があります。詳細はホームページをご確認いただくか、直接お問い合わせください。 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

昨年１０月から全国一斉に始まりました「赤い羽根共同募金運動」と、１２月から始まりました

「歳末たすけあい募金運動」につきましては、コロナ禍の中、皆様からのあたたかいご協力により

たくさんの募金が集まりました。また、実施にあたり区長の皆様をはじめ、地区役員の方々には、

各世帯からの募金の取りまとめにご協力いただきました。ご支援・ご協力いただきまして誠にあり

がとうございました。 
 

左の写真は、藤岡市立第一小学校 ＪＲＣ委員会の

生徒さんが、募金活動のために作成したものです。 

各校がそれぞれ工夫して、赤い羽根共同募金運動

に取り組んでくださいました。 

 

 

 

 
街頭募金では、買い物やお出かけの最中にもかか

わらず、たくさんの方にご協力いただきました。 

そこでは、子どもたちの素敵な笑顔に出会うことがで

きました。 

 

皆様からの「思いやりの心」が詰まった募金は、子ども、高齢者、障がい者などを

支援するさまざまな福祉活動や災害時支援に役立てられます。 

 

問い合わせ 

藤岡市社会福祉協議会 総務課 

TEL 0274-22-564７ 午前８：30～午後 5：15（土日・祝祭日・年末年始を除く） 

ホームページは、右 QRコードもしくはウェブサイトで「藤岡市社会福祉協議会」と検索！ 

問い合わせ 

藤岡市社会福祉協議会 生活福祉資金貸付担当（藤岡市役所福祉会館内） 

TEL 0274-25-8456 午前８：30～午後 5：15（土日・祝祭日・年末年始を除く）   

※詳しくはホームページでご確認ください。 

社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会  ☎0274-22-5647   発行日：令和５年３月１５日 

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金 

ご協力ありがとうございました 
～令和４年度実績報告～ 

 

実績は 

次のページを 

ご確認ください 

貸出物品 

〇イベント用テント※間口 600×奥行 300（ｃｍ） 3張 

〇高齢者疑似体験セット 1６セット 

〇車いす※子供用あり 21台 

〇手押し車(老人福祉車) 3台 

〇ボッチャ ８セット 

〇スカットボール 1セット 

〇輪投げセット ２セット 

〇ボウリングセット １セット 

〇麻雀セット※総合学習センター内での使用のみ 1セット 

福祉まるっと号 福祉車両 
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募金方法別内訳 実績金額（円） 募金方法別内訳 実績金額（円） 募金方法別内訳 実績金額（円） 

戸別募金 ２，４７４，８００円 街頭募金 ４５，２５４円 法人募金 ２，２８２，２２０円 

学校募金 １５８，７６４円 職域募金 ４４７，２４６円 個人・その他 １１，８４７円 

 

法人募金 敬称略・五十音順 

アーキスおぎわら （株）アールシーエス （有）相川金物店 (有)相川商事 

（株）アイジャパン アイメガネ藤岡店 （有）青木製畳 （有）アオキソーシャルワーカーオフィス （株）青木土建 

赤久縄 （福）あかつき会（美九里東保育園） あかねこども園 （有）秋山製作所 

あけぼの保育園 旭合成（株） 東建設（株） 吾嬬ゴム工業（株） 

（有）あぜがみシール印刷 （特非）あそびの学校 （有）油屋菓子店 （有）新井自動車整備工場 

（株）新久 （有）飯島自動車 （有）飯島樹脂工業 （株）飯塚彰事 

（有）飯塚測量 飯塚ふとん店 イシイ印刷（株） （株）石井工機 

（株）石田屋 いすゞ産業（株） 一行寺 市光工業（株） 

（有）いづみや 伊藤園茶舖 （株）イノウエ建設工業 （有）今井工業所 

今泉自転車店 （有）岩井組 岩井電気工事（株） 宇佐見建設（株） 

（株）宇佐見商会 （株）内田電気工事 （株）梅沢工務店 梅澤産業（株） 

うれし乃 永源寺 （有）江原時計店 苑 

縁 ゆかり 大久保食堂 （有）大澤商店 （株）オートワールド 

（株）大橋設備 （有）大谷タイヤサービス （株）オオヤマ塗装 （有）オール・ステージ・グンマ 

（株）翁 （株）おぎはら 奥多野 鬼石運輸（株） 

（株）鬼石観光ホテル 鬼石建設（株） 鬼石こども園 （株）小野里 

（有）折茂石材店 戒禅寺 （有）柏屋旅館 割烹おきな 

（特非）かてて （株）加藤組 湯ざくらケアリゾート 角小林商会 カナイ石油（株） 

金井石油（株）藤岡インター給油所 （株）金澤工務店 （有）金沢石油店 かぶら自動車教習所 

家和楽亭 （株）関越工業 （有）神田瓦店 （株）神田サッシ 

神田産業（株） （有）神田屋根工事 （株）関電工 関東保守防災（有） 

（福）かんな会 神流保育園 吉祥保育園 吉風 

（株）きみの （株）協正金型製作所 共和建材（有） 協和工業（株） 

共和物産（株）藤岡営業所 桐灰小林製薬（株） 近常精機（株） （有）クドウ 

栗原胃腸科外科医院 （株）黒沢工務店 （有）黒柳写真館 群馬高速オフセット（株） 

群馬三興（株） 群馬事務器（株） 群馬精工（株） 群馬トヨタ自動車（株）藤岡みやもと店 

群馬トヨペット（株） 群馬三菱自動車販売（株） （有）群馬ムサシノ （有）ケアくん 

小池ガラス店  （有）光月 高源寺 （株）興伸製作所 

興禅院 光徳寺 興福寺 光明寺 

コープデリ藤岡センター （有）小暮ビジネスプロモーター （株）コタケ 小手澤会計事務所 

寿工芸（株） 金光寺 金剛寺 （有）近藤電気商会 

斉藤政行（鬼べえ） 西蓮寺 酒井建材 （株）サカエ 

サカモト設備（株） （株）桜井製材所 （有）桜井製作所 桜井ハウジング（株） 

（株）佐藤機工 （株）佐藤工業 サニー電子 （株）サニテイション 

（株）サプリックス （株）山幸材木店 （株）サンコウホーム （福）山紫会 音和の園 

（有）山水 （株）三和食品 （株）ジーエム （株）ＧＭタイセー 

シオノケミカル（株） 直心こども園 （株）篠崎工務店 柴田印房 

（株）シバヤマ （有）清水精肉店 清水石油（株） （有）清水鉄工所 

ジャパントータルシステム（株） （株）住建産業堀越 寿楽寺 （福）潤青会 

浄雲寺 常光寺 上信ハイヤー 成道寺 

（株）上武シャディ 浄法寺 上毛電化（株） （株）昭和合板 

白石保育園 （株）進 （株）神栄興業 シングン物流（株） 

（有）新月堂 （有）信秀 甚べえ （福）伸和会 

進和化学工業（株） 進和加工販売（株） （株）スーパーセンターフィール （有）鈴木鉄工 

隅田川窯業（株） 諏訪神社 清見寺 （福）青和会 

（株）関根総合保険事務所 セブンイレブン藤岡緑町店 （株）セブンフーズ 仙蔵寺 

仙台苑 泉通寺 仙松堂製菓製パン（有） 宗永寺（清 章司） 

増信寺 （有）相馬建築 ソウマ生花店 （有）ソウマ電設 

そば 岡部 染谷工業（株） 大雲寺 大聖峰寺 

タイセイ企業（有） 太陽誘電ｹﾐｶﾙﾃｸﾉﾛｼﾞ（株） タイヨーワークス（株） 高井（株） 

（株）タカダ技研 （株）髙田建材 高橋建材（株） 武田呉服店 

武田孝信(養浩院) 竹村産業（株） （特非）たすけあいワーカーズ歓フォアン 立石保育園 

龍見塗装工業（株） 田中石材店 多野産業（株） （株）タノ製作所 

多野藤岡農業協同組合 （株）多野防疫 田畑建設（株） 丹下写真館 

（株）チノー藤岡事業所 （特非）チャレンジド藤岡 中央労働金庫 藤岡支店 中華たわらや 

塚越土建（株） （有）津金工業 塚本建設（株） （株）塚本工務店 

つくしんぼ保育園 つり具ゆうわ （株）ＴＪＭデザイン （株）テクニカルかんだ 

（株）テクノコバヤシ （株）鐡建 （株）ＴＥＲＡＤＡ．ＦＡＮ 天陽寺 

天龍寺 （株）藤栄工業 東京コンクリート工業（株） 東京山陽プラス（株）藤岡工場 

東京特殊硝子（株） 東京日莫（株） 藤武運送（株） （株）藤武梱包 

東邦亜鉛（株）藤岡事業所 東朋産業（株）藤岡営業所 （株）東陸サービス トーエイ（株） 

（株）トーリク群馬営業所 （株）都市環境センター （有）戸塚薬局 土橋工務店 

（株）豊田技研 （株）豊田工務店 （有）虎屋本店 ナースリープレスクール 

中栗須こども園 （有）中里商店 （有）中里葬儀社 中沢青果店 

中島歯科医院 中條瓦店 （株）ナガタ 永田商事（株） 

（株）中野農園芸 （有）中林塗装工業 （株）中村商会 （株）ナノプレシジョン 

（有）成田屋菓子店 （有）西須薬局 （株）西村製作所 日菱製管（株） 

日刊スポーツＰＲＥＳＳ 日建リース工業（株） （株）日産サティオ群馬藤岡店 新田造園土木（株） 

日帝無線（株） 日本サーベイ（株） 日本ワイドクロス（株） 貫井木材工業（株）グリーンパークカントリークラブ  

根岸生花店 根岸物産（株） ネッツトヨタ高崎（株） 根本設備（株） 

ノースヒル Fujioka （有）ノグチ自動車工業 （株）野島製作所藤岡工場 希望食品（株） 

バーバー吉田 （有）萩原電気工事 博文堂 （株）橋本合成 

（有）橋本樹脂 長谷川印刷 （株）長谷川建設 （有）馬場塗装工場 

（株）早川製作所 （株）ハヤテック 薔薇絵亭 （有）原建設工房 

（株）はらだ 針谷産業（株） 春山生花店 ひかりこども園 

（有）ヒカリトソー 久恵屋旅館 ひさご電材（株） （株）ビッグシミズ 

平井こども園 平井商店 廣瀨雅敏 （株）ファーコス薬局せせらぎ 

福持寺 （有）富久寿司 藤岡オート（有） 藤岡金融団（株） 

（株）藤岡クロスパーク 藤岡コンクリート工業（株） 藤岡商工会議所 （有）藤岡タイヤ商会 

（有）藤岡タクシー 藤岡ダルク ふじおか中央こども園 藤岡生コン（株） 

藤岡飯店 （株）藤岡モータースクール 藤岡窯業（株） 藤岡幼稚園 

（有）藤建設工房 藤工業（株） （株）藤五郎 （株）ふじしげ 

（株）フジ住建 藤焼結合金（株） （株）富士製作所 富士浅間神社 

（株）フジ電科 藤乃井 （株）フセコー 二葉化粧品店  

（株）ベルハース （株）豊裕工業 （特非）ぽけっと(ふらっと） （株）細川洋行 

（有）細谷経理 ポニー電機（株） （有）堀口電気工業 堀越軒 

（株）堀越一土木 昌良 （有）マチダ洋品店 （有）松浦ラヂオ店 

マックス（株）藤岡工場 （株）松村工務店 （有）松むら家 松本製作所 

（株）松本鉄筋 丸新運輸梱包（株） 丸山美容院 （株）萬場 

満福寺 （有）三木商会 美九里西保育園 御園保育園 

（株）ミツバ鬼石工場 三菱鉛筆（株）群馬工場 御供木材（株） ミドリ商事（有） 

みどり保育園 （有）美松運送 （有）宮澤建材興業 （有）宮澤商会 

（株）ミヤスポーツ （福）みやび会 みやびの里 （有）美山自動車商会 

明星保育園 武者自動車整備工場 メイレイクヒルズＣ.Ｃ （株）免疫生物研究所 

（有）茂木電気商会 （有）モデル洋装店 （有）本山建設 森田葬儀社 

（有）八塩館 （株）矢島ガス水道工業 安原工業（株） （株）安原自動車ボデー 

やどや （株）柳瀬橋自動車教習所 （医）山川歯科医院 （株）山口工務店 

山口石油店 山口建具工業（有） 山清興業（株） 山田木材（株） 

山土木材（株） （株）倭組 （株）大和家旅館 友栄電機 

（株）ユーデンシステム ユニポリマー（株） 夢工房 （株）用田製作所 

（有）横田商店 （株）横田製作所 （株）吉野工業所群馬工場 ヨシモトポール（株）群馬事業所 

読売新聞南部サービスセンター 読売センター藤岡中央 （特非）ラポールの会 龍源寺 

龍田寺 （福）龍峰会 良信寺 （株）ルート 

ワークマン藤岡立石店 （株）和喜産業   

職域募金 敬称略・順不同 

藤岡税務署 藤岡森林事務所 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 藤岡土木事務所 

多野広域消防本部（藤岡消防署・鬼石消防分署） 藤岡公共職業安定所 藤岡保健福祉事務所 藤岡警察署 

藤岡行政県税事務所 西部農業事務所藤岡地区農業指導センター 藤岡労働基準監督署 公立藤岡総合病院 

藤岡市役所 藤岡市社会福祉協議会   

この他多くの匿名事業者、団体、個人の方々にご協力いただきました。 

 
 

 

 
※令和５年４月より群馬県共同募金会藤岡市支会の名称が藤岡市共同募金委員会へと変わります。 

業務内容は従来通りです。 

新規募金協力者（企業・法人）を募集しております 
赤い羽根共同募金は、ボランティア団体・病気や障がいなどを抱えた当事者団体・福祉施設など困っている人に

手を差し伸べる活動・支え合い活動に皆様の善意を届けています。 

「支える人を支える」活動にぜひご協力をお願いします。 

問い合わせ  群馬県共同募金会藤岡市支会 ＴＥＬ 0274-22-5647（藤岡市社会福祉協議会内） 

令和４年度赤い羽根共同募金 募金総額 ５，４２０，１３１円 （令和 5年 1月 11日受付分まで） 

令和４年度歳末たすけあい募金 募金総額 １，８４１，４００円  


