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全国各地より６万７千人超が倉敷へ。
ボランティアの皆様、ありがとうございます

◦【特集】倉敷市災害ボランティアセンター
◦赤い羽根共同募金助成申請団体の募集
◦倉敷市いきいきポイント制度活動者募集
◦奉仕員（ボランティア）養成講座受講生募集
◦倉敷市真備支え合いセンターを開設
◦暮らしの場での「居場所づくり」

主
な
内
容

　平成30年７月豪雨災害によりお亡くなりになった方々に、謹んで哀悼の意を表しますととも
に、被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
　倉敷市社会福祉協議会は、７月11日倉敷市との協定により、災害ボランティアセンターを
玉島長尾 中国職業能力開発大学校に開設。被災者支援を展開してまいりました。
　これまでに、全国から延べ６万７千人（１月15日現在）を超すボランティアの皆様が駆けつ
け、猛暑の中、寝食を忘れ、命懸けで尽くしてくださいました。また、支援物資や資機材の提
供等も全国から、多くの温かいご支援をいただきました。受け入れ社協を代表して、心から厚
く御礼申し上げます。
　なお、災害支援の混雑に取りまぎれ、お礼等の不行き届きがありますことをお許しください。
　今後も被災者に寄り添い、支援活動を続けてまいりますので、皆様の息の長いお力添えを
お願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷市社会福祉協議会 会長　虫明　正雄

ご　　挨　　拶

▲「まび、オー！」、災害ボランティアセンターで全国から集まってくださったボランティアの皆様の受付、オリエンテーションの様子
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「サテライトやた」に到着したバス

床板はがし、清掃等の活動

「サテライトその・かわべ」

家屋の消毒

濡れて重たくなった畳の運び出し

炊き出しのうどん

【特集】倉敷市災害ボランティアセンター

平成30年７月豪雨被災地支援に
全国６万７千人超のボランティア

地区の大部分が浸水。全力で復旧、復興支援へ（真備地区）

　平成30年７月豪雨により、真備地区では大規模な浸水被害、水島地区のコスモタウン広江団
地や、児島地区でも土砂災害など、倉敷市でかつてない甚大な被害が発生しました。
　倉敷市社協では、７月11日、倉敷市災害ボランティアセンターを玉島長尾に立ち上げ、全国
から６万７千人（平成31年１月15日現在）を超すボランティアの皆様を受け入れ、地区社協や自
治会、民生委員、愛育委員、市災害ボランティアコーディネーター連絡会、市ボランティア連
絡協議会等の皆様、ＮＰＯ法人、日本赤十字社、共同募金会など団体の皆様、企業の皆様、全
国から応援に来てくださった社協職員の皆様等にご協力をいただき、一日も早い復旧・復興に
向けて全力で支援活動に取り組みました。

　真備地区では、小田川及び支流の末
すえ

政
まさ

川、高
たか

馬
ま

川、真
ま

谷
だに

川が決壊し、地区の約４分の１にあたる
1,200ヘクタールが浸水。全壊した家屋の被害は約4,600戸に上りました。
　このような甚大な被害を受け、7月11日から真備地区内に順次11カ所のサテライトを設置し、浸
水した家屋の家財搬出や土砂出し、天井落とし、土壁落とし、床板はがし、さらに避難所での炊き
出しや写真洗浄など様々な活動を行ってきました。10月25日からは、市災害ボランティアセンター
を玉島長尾から真備町川辺のまびいきいきプラザへ移転し、被災された皆様の「より近く」で「より
丁寧」に「寄り添う」支援活動を行いました。
　現在、復興に向けて、被災された皆様が元の生活に少しでも早く戻り、安心した生活ができるよ
う、社協職員による「被災者見守り・相談支援事業」や、暮らしの場での「居場所づくり」に取り組ん
でいます。
　引き続き、市民の皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。
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受付と活動出発の様子

ボランティア活動の様子

力を合わせて土砂を詰めるボランティア 倉敷鷲羽高校の生徒さんたち

　水島地区では、コスモタウン広江団地（235軒）の裏山の一部が
崩れ、大量の土砂が住宅街に流れ込む土砂災害が発生。住宅や道
路に面した車庫や庭98か所に土砂が流入し、その内、全壊２世
帯、大規模半壊１世帯、半壊３世帯、一部損壊４世帯という被害
が発生しました。
　７月14日に、「倉敷市災害ボランティアセンター　サテライト
ひろえ」を現地（コスモタウン広江町内集会所）に立ち上げ、被災
家屋の土砂出し等の復旧活動を計５日間（土日休日の開設）で延

べ965人のボランティアの皆様にご支援をいただき、８月２日に閉所しました。
　また、センターの運営を市災害ボランティアコーディネーター連絡会の水島地区の皆様、地元町
内連合会やコスモタウン広江町内会の皆様、地元民生委員、関係機関・関係団体の皆様にご協力い
ただきました。猛暑のなか、多くの皆様のご支援とご協力に感謝申し上げます。

　児島地区においても、７月の豪雨により土砂が敷地内に流入した地区がありました。
　市災害ボランティアセンターへボランティア派遣の依頼があり、市災害ボランティアコーディ
ネーター連絡会の児島地区の皆様や地元自治会、高齢者支援センター、社会福祉士会、倉敷鷲羽高
校の生徒の皆様の協力のもと、家財の搬出や敷地内の土砂の撤去を行いました。
　猛暑の中での活動でしたが、大勢の方のご協力により円滑に作業が進み、依頼された被災者の方
に大変喜んでいただきました。

「サテライトひろえ」を拠点に土砂災害の復旧（水島地区）

地元自治会等の協力で敷地内の土砂を撤去（児島地区）
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「がんばろう！まび」岡田秋祭りの様子

「思い出をつなぐ」写真洗浄ボランティア

竹の灯ろうに、想いをこめて…

かけがえのないものは、「人と人のつながり」
復興に向けて、伝えたいメッセージ。

「もう一度、地域のつながりを…」
　変わり果てた我が家を見ても涙が出ませんでしたが、ボ
ランティアさんに「頑張ってね」と励まされたとき、涙がこ
ぼれました。先の見えない大きな不安に押しつぶされそう
になることもあります。でも、もう一度、地域のつながり
を取り戻すにはどうすればいいか、日々考えています。そ
のひとつとして、『有井女子会』を開催し、顔なじみの皆さ
んとの何気ない日常の会話、つながりの大切さを改めて痛
感しました。皆様のご協力をいただきながら、これから復
興に向けて尽力していきます。

　真備東地区民生委員児童委員協議会 会長 浅野　静子

「被災の有無にかかわらず、
　　　　　　　　皆で地域を盛り上げたい」
　非常時、自分たちさえよければいいという行動
も目にする中で、縁もゆかりもないボランティア
の方々が全国から真備に来てくれて、一心不乱に
活動してくださっている姿は、本当に頭が下がり
ました。中でも活動するために、東京から飛行機
で来て、活動後はとんぼ帰り…という方の話を聞
き、そうまでしてきてくださった方の気持ちを無
駄にしないよう、自分たちも頑張ろう、地域の皆
が戻ってこようと思える地域づくりをできること
からやっていこうという思いを新たにしました。
　被災の有無にかかわらず皆で地域を盛り上げて
いきたいと思っています。

　真備地区社会福祉協議会連絡会 会長 森本　常男

「地域の誰かがいて、話ができる場づくり」
　被災した方々の「近所の人に会うことがない」

「人と話すことがない」という声から、『そこに
行けば地域の誰かがいて話ができる』場づくりが
始まりました。住民の方々や被災地域を支援し
ている団体と一緒に、真備町内で個人のガレー
ジや倉庫を利用し、テントを立て、コンテナを
運んだりして環境を作り、炊き出しなどのイベ
ントと合わせて呼びかけました。
　また、地域だけでなく、建設型仮設や真備町
外でも何気ない会話を楽しめる場所づくりが、
様々な団体やそこに住む人々の手で進められて
います。
　人と人とのつながり、地域のつながりを大切
にこれからも支援していきます。
倉敷市社協 真備地区担当生活支援コーディネーター

「災害ボランティアに参加して」
～災害ボランティアセンター呉妹サテライト一言綴より～

・今もまだ自宅で生活できずにおられる方々が早
く笑顔で生活できますように。

・またお手伝いに来ます。
・ボランティア活動の大変さと重要性を再認識し

ましたが、それ以上に被災者の心情を思うとい
たたまれなくなりました。みんなで頑張ってい
きましょう。

・依頼主さんが笑顔でお見送りしてくださったこ
とがとても嬉しかったです。ずっとお手伝いに
来たいと思っていました。少しでもお力になれ
て良かったです。

・今日はありがとうございました。高校生の私に
はとてもいい経験になりました。もっと助けに
なりたいと強く思いました。一日も早い復興を
祈っています。



（5）

平成30年7月豪雨災害 ご支援ありがとうございます。
（平成３０年１２月15日までの受付分。また、承諾をいただいた方のみ、敬称略・順不同にて掲載しております）

鶴英明（金一封）、岡山ＲＢ（金一封）、真如苑（500,000円）、(福)常総市社会
福祉協議会（50,000円）、吉田孝（10,000円）、ＴＥＡＭ香川（金一封）、(特非)
ひだまりの家（20,000円）、中山誓華（金一封）、山木よう子（金一封）、藤原
秀樹（100,000円）、田中健太（10,000円）、谷村秀明（金一封）、藤安代（金一

封）、大西真歩（金一封）、(福)佐用町社会福祉協議会（50,000円）、矢尾板孝（金一封）、小野聡介（金一封）、喜多孝明（金
一封）、七里ヶ浜フリマ隊（20,000円）、砂原孝治（金一封）、みやぎ生活協同組合（300,000円）、彦久保尚子（金一封）、ふ
なおワイナリー㈲（金一封）、㈲高祖興業（金一封）、匿名（10,000円）、細田美紀（金一封）、杉田真理子（金一封）、(特非)フ
リースクール僕んち（10,000円）、百観音 明治寺（金一封）、横浜ライト工業㈱代表取締役浜口伸一（金一封）、(福)栄宏福祉
会・ぬく森こもれび（金一封）、奥山文市郎（金一封）、山陽事務機㈱（金一封）、トマトランド㈱（金一封）、Moose Coffee
（4,266円）、(福)宝塚市社会福祉協議会（金一封）、㈲かおる薫風会千田宣克（金一封）、(特非)遠野まごころネット（145,806
円）、自由民主党神奈川県支部連合会青年総局（120,000円）、(福)栃木市社協 早乙女敬一・早乙女康夫（10,000円）、西岡由都
（金一封）、桃山学院教育大学中村研究室（95,658円）、伊藤顕翁（金一封）、国際ロータリー2690地区インターアクトクラブ
（58,712円）、豊島ＥＡＴ実行委員会（金一封）、ソーダ興業㈱（金一封）、㈲エルグレコ代表取締役長沼眞智子（14,616円）、
三宅千歳（10,000円）、茶屋町地区民生委員児童委員協議会（42,000円）、大阪府関係職員労働組合（金一封）、(福)石巻市社
会福祉協議会（金一封）、和歌山市伏虎義務教育学校（金一封）、ＪＲ東労働組合（金一封）、(一社)日本ＩＦＰ協会代表理事荒
木紳詞（1,000,000円）、日本ソーシャルワーク学会35回大会実行委員会（金一封）、黒木弥生（10,000円）、ぱたぱた家植田
店（119,476円）、松林美和（金一封）、磐田市・匿名（30,000円）、(福)豊中市社会福祉協議会（金一封）、西粟倉村民生児童
委員協議会（金一封）、㈱カタログハウス（金一封）、大橋家住宅でゆうれい貸屋の会（50,000円）、大蔵剣道倶楽部（21,247
円）、匿名（金一封）、飯田裕二（10,000円）、安楽寺（120,000円）、矢竹広夢（金一封）、中村健太郎（金一封）、井口和
史（金一封）、富士通エフサス関西カスタマサービス㈱（5,000円）、中島並木町３丁目町内会（金一封）、(一社)星つむぎの村
（10,000円）、TJNetworkJapanFloodCharityMelbo(291,338円)、吹田市社会福祉協議会施設連絡会（500,000円）、伏見板
橋まつり実行委員会地域の子ども（金一封）、田原実（金一封）、八王寺町内会（200,000円）、(特非)シャプラニール＝市民によ
る海外協力の会（1,000,000円）、鳥取市立鹿野学園児童生徒会（金一封）、倉敷市交通安全母の会連絡協議会（91,000円）、倉
敷市民生委員児童委員協議会（1,000,000円）、(福)大和郡山育成福祉会後援会（32,000円）、世界平和統一家庭連合倉敷家庭教
会ルリカラ（金一封）、匿名（50,000円）、中島地区社会福祉協議会役員一同（金一封)、中島地区社会福祉協議会（金一封）、
才本真智子（金一封）、松原晴雄（金一封）、半田市社会福祉協議会職員一同（50,000円）、半田市社会福祉協議会理事松見直美
（10,000円）、㈱豊かな気持ち（34,000円）、木塚由美子（20,000円）、まるい本舗（59,358円）、(福)つくば市社会福祉協議
会職員一同（55,000円）、栗林義人（金一封）、安延佳珠子インド舞踊スタジオ（50,000円）、ねまるべ遠野（114,162円）、片
岡美佐子（金一封）、くぅ～の東北（10,000円）、宍粟市社会福祉協議会（50,000円）、匿名（100,000円）、(福)横浜市緑区社
会福祉協議会（金一封）、匿名（30,000円）、草津市草津学区社会福祉協議会中村陽子（金一封）、京都市北区介護事業所有志今
井昭二（157,325円）、博多らーめん万々（金一封）、髙山科子（金一封）、(宗)清光院菅原大道（10,000円）、江東ボランティ
ア連絡会（20,000円）、ＭＤＲＴメットライフ会会長田邉三郎（149,546円）、松岡整形外科（金一封）、㈱木下エンジニアリン
グ代表取締役木下明楽（100,000円）、おとなの絵本プロジェクトin滋賀（6,000円）、ルックアットザスカイ（326,000円）、せ
きや青葉台手をつなごう会（32,713円）、浅香雅康（金一封）、浅口市金光町須恵区福祉委員会（金一封）、安田新汰（19,025
円）、(福)東村山市社会福祉協議会久米川町福祉協力員会（金一封）、北下浦地区社会福祉協議会（70,000円）、亀崎思いやり応
援隊（30,000円）、日本地域福祉学会第32回大会実行委員会（金一封）、入間市商工会扇町屋支部（金一封）、つくばみらい市
ボランティア連絡協議会（金一封）、つくばみらい市みらい研ぎクラブ（金一封）、西阿知学区ボランティアすみれ会（19,410
円）、㈱アストロアーツ星ナビ編集部（金一封）、㈱ユーズウェア（金一封）、新潟市立中之口東小学校（金一封）、安立啓子
（金一封）、西日本豪雨災害支援チャリティー実行委員栃木（102,900円）、(福)兵庫県社会福祉協議会会長吉本知之善意銀行
（135,309円）、倉敷南コミュニティ協議会（金一封）、山本哲史（金一封）、伊藤満（金一封）、西東京臨済会災害支援部臨坊
（50,000円）、馬場泉美（金一封）、戸井健吾（金一封）、西功（金一封）、玉島ねたきり・認知症介護者の会（金一封）、瀬崎
保育園有志（金一封）、淺原雅恵（金一封）、日本基督教団玉島教会（金一封）、平本一夫（金一封）、長谷川忠（金一封）、田
上欣秀（金一封）、宇都宮成年（金一封）、杉岡公人（金一封）、瀬尾利朗（金一封）、連島東地区社会福祉協議会（金一封）、
周一会西日本豪雨災害チャリティ実行委員会（122,222円）、長森亀久男（金一封）、連島地区民生委員児童委員一同（金一
封）、明治安田生命水島営業部（75,000円）、復興支援ボランティア渡和の会（金一封）

豪雨災害支援に対する寄付金
（支援金）

豪雨災害支援物資・資機材
（ご寄附・無償レンタル等）

　支援物資、資機材等につきまして、全国各地より多大なるご支
援をいただいております。多数にのぼるため、氏名等の掲載がで
きないことをお許しください。

掲載いたしました方々の他にも、災害支援のご寄附等を多数いただいております。
皆様のご支援・ご協力に、心から感謝を申し上げます。
引き続きご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

　被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。ご寄附くださった皆様に感謝申し上げ、
途中経過のご報告をさせていただきます。
　　平成 30 年７月豪雨岡山県災害義援金　 6, ３６１, ９４０円
　　平成 30 年大阪府北部地震義援金　　　　　 ２６, ０００円
　お預かりした義援金は、全て被災した各県の共同募金会に送金させていただきました。

災害義援金の中間報告について（平成 30 年 12 月 15 日現在）

◆「支援金」と「義援金」の相違について ◆
　「支援金」は、被災地で活動する福祉団体、NPO、NGOなどを支援する資金です。被災者を支援する活動、支援物資や食糧の調達など、幅
広い支援が行えます。「義援金」は、被災者に直接届くお見舞金です。すべて被災者に届けられる性質上、被災者を支援する活動、支援物資、食
糧支援などには使われません。また、被災者の手元に届くまで時間がかる性質もあります。
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点字体験では、点字で自分の名刺を作ります

「車イスでトイレに入ってみるとどう感じるかな…」
（写真協力　連島神亀小学校）

赤い羽根共同募金の
助成申請団体の募集！

2019年度
ボランティア活動保険のお知らせ

　岡山県共同募金会では、2020年度の助成対象事
業を募集します。助成には、「共同募金」による助
成と「NHK歳末たすけあい配分」による助成があり
ます。詳しくは、岡山県共同募金会のホームページ

「助成金情報」をご覧ください。

1. 共同募金による助成
⑴対象団体：社会福祉法人、NPO法人等が運営する

　　　　　社会福祉施設
⑵対象事業：備品や設備整備、福祉車両の整備、建

　　　　　物の改修・補修事業
⑶助 成 額：助成限度額は、事業費総額の1/2以内

　　　　（万円単位）、車両については車両本体      
　　　　　価格のみ配分対象

2. ＮＨＫ歳末たすけあい募金による助成
⑴対象団体：障がい者共同作業所、地域活動支援セ
　　　　　　ンターⅢ型
⑵対象事業：備品の整備、小規模な施設整備事業
⑶助　成　額：10万円まで

3. 応募期間
　2019年4月4日（木）～5月15日（水）

　倉敷市社協では、ボランティア活動保険を取り
扱っています。活動者の皆さんは、もしもの時のた
めに、ご加入ください。
　「ボランティア活動保険」は、国内におけるボラン
ティア活動中におこる事故に対する備えとして無償で
活動するボランティアの方々のための補償制度です。

※補償期間は、2019年4月1日午前０時から2020年3月31日ま
でです。中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前0時
から2020年3月31日までとなります。

※配分申請書の提出は、倉敷市共同募金委員会各支部、分会
　（倉敷市社協各事務所）で。

保険料 Aプラン Bプラン
基本タイプ 350円 510円
天災タイプ

（基本タイプ＋地震・噴火・津波） 500 円 710円

補償金額
（保険金額）

Aプラン
天災Aプラン

Bプラン
天災Bプラン

ケ
ガ
の
補
償

死亡保険金 1,040 万円 1,400 万円

後遺障害保険金 1,040 万円
（限度額）

1,400 万円
（限度額）

入院保険金日額 6,500 円 10,000 円
手術
保障金

入院中の手術 65,000 円 100,000 円
外来の手術 32,500 円 50,000 円

通院保険金日額 4,000 円 6,000 円
賠償責任の補償 ５億円（限度額）

出前福祉講座
～ともに生き・ともに学ぶ～

　倉敷市社協では、福祉やボランティア活動への関心や
理解を高めていただけるよう、児童・生徒の皆さんや地
域の方を対象とした、出前福祉講座を行っています。講
師は、日頃地域で活躍されているボランティアの皆様、
社協職員などが出向きます。

　手話、点訳、朗読、要約筆記、ガイドヘルプ、車
イスなどの体験や福祉講話を通じて、「ともに生き
ていく」視点や、私たちの身近な日常の福祉課題を
みんなで考えていきます。
　平成29年度は、81件、延べ7,339人の参加があり
ました。受講料は無料です。講座の内容についてご
要望があれば、ご相談に応じます。ご希望の方は、
倉敷市社協のホームページをご覧いただくか、倉敷
ボランティアセンター（☎434-3350）までお問い
合わせください。
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　倉敷市いきいきポイント制度とは、市内在住の40歳以上の方が、市が受入機関として指定した介
護保険施設や子育て支援拠点等でボランティア活動を行い、その実績に応じてたまったポイントを
年間最大5,000ポイント（5,000円）まで交付金として受け取ることのできる制度です。
　活動を希望する方は、倉敷ボランティアセンター又は各事務所の窓口で登録申請をしてください。

　対　象　者：市内在住の介護保険被保険者（40歳以上の方）のうち、
　　　　　　　要介護認定を受けていない方
　活 動 場 所：市が指定した介護保険施設や介護事業所、地域子育て
　　　　　　　支援拠点、障がい者施設等
　活 動 内 容：レクリエーションの手伝い、お茶出し、配膳、施設の
　　　　　　　掃除、草刈りなど
　登録申請で必要なもの：ボランティア保険料350円、はんこ（認め印）
　　　　　　　　　　　　◇65歳以上の方…介護保険被保険者証（写し可）
　　　　　　　　　　　　◇40歳～64歳の方…身分証（運転免許証等）
　　　　　　　　　　　　※要支援認定を受けている方は、介護保険被保険者証（写し可）

　お問い合わせ：倉敷ボランティアセンター（☎434-3350）・倉敷市社協各事務所

　倉敷ボランティアセンターでは、奉仕員（ボランティア）の養
成講座を行っています。

   　平成31年度の受講生募集は、下記のとおりです。興味や関心
のある方は、倉敷ボランティアセンター（☎434-3350）までお
申し込みください。
　申し込みは、平成31年3月31日（日）まで。（先着順）

平成30年度用の手帳

倉敷市いきいきポイント制度の活動者登録募集

奉仕員（ボランティア）養成講座受講生の募集

＊手話奉仕員養成講座＊
　聴覚障がいの方と手話によるコミュニケーション
を図ることができる人材を養成します。
　講座修了後は、手話奉仕員として登録が行え、活
動できます。また、手話通訳者を目指す方には、こ
の講座の修了が必須条件となります。

＊点訳奉仕員養成講座＊
　視覚障がいの方に点字による図書を作成すること
ができる人材を養成します。
　講座修了後は、『広報くらしき』点字版や点字図
書の作成を行う点訳奉仕員として活躍できます。

＊朗読（音訳）奉仕員養成講座＊
　視覚障がいの方に一般図書や資料等を発声によっ
て情報を伝えることができる人材を養成します。
　講座修了後は、『広報くらしき』音訳版（テープ、
ＣＤ）などの作成や、対面朗読などを行う朗読奉仕
員として活躍できます。

＊要約筆記奉仕員養成講座＊
　聴覚障がいの方に話の内容を分かりやすくまとめ
て文字におこし情報を伝えることができる人材を養
成します。
　講座修了後は、岡山県で行われる補習を受講すると、
要約筆記者になるための登録試験に挑戦できます。

開 催 期 間 ４月18日（木）から全40回
毎週木曜日　19:00～20:45

受 講 料 3,500円（テキスト代含む）
定 員 30名

開 催 期 間 ４月13日（土）から全20回
第2・4土曜日　13:30～15:30

受 講 料 1,500円（テキスト代含む）
定 員 30名

開 催 期 間 ４月13日（土）から全20回
第2・4土曜日　10:00～12:00

受 講 料 1,000円（テキスト代含む）
定 員 30名

開 催 期 間 4月11日（木）から全15回
第2・4木曜日　９:30～12:30

受 講 料 4,000円（テキスト代含む）
定 員 10名

ポイントの数だけ健
康！！
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倉　敷

水　島

児　島

玉　島

　　　　　㈱アイアットOEC、㈱暁建築設計事務所、㈱あさひ印刷、あさひ園、旭テクノプラント㈱、麻生岡山生コンクリー
ト、足立歯科クリニック、㈱インターネット倉敷、㈲ウエハラ事務機、浮洲園、宇野歯科医院、エブリイ西阿知店、(医)えんさ
こ医院、㈲老松モータープール、㈲オージーテクノス、大島茂、㈱大島屋、大島康男、大野屋狩野英一、オール薬局倉敷店、
岡山エレクトロニクス㈱、岡山学院大学・岡山短期大学、岡山ガス㈱倉敷営業所、㈱岡山木村屋、岡山汽力㈱、岡山県西部ヤ
クルト販売㈱、岡山製甲㈱、岡山日野自動車㈱、岡山弁護士会、小川ミシン㈱、帯江保育園、介護老人保健施設福寿荘、㈱海
全重機、貝原任、㈱梶谷一二商店、㈱金森電気、カモ井加工紙㈱、駕龍寺、(学)川崎学園、関西教材㈱、Cuore　Optical、
㈱クニフク、㈲クライム、㈱倉敷アイビースクエア、倉敷かさや農業協同組合、(協組)倉敷貨物自動車運送事業、㈱倉敷ケーブ
ルテレビ、㈱倉敷国際ホテル、(一社)倉敷歯科医師会、(協組)倉敷市環境保全協会、(公社)倉敷シルバー人材センター、倉敷授産
場、倉敷商工会議所、倉敷商店街振興連盟、倉敷市老人クラブ(連)、(一財)倉敷成人病センター、倉敷製帽㈱、倉敷タクシー
㈱、倉敷中央病院、(福)倉敷にじの里、(福)倉敷福祉事業会、(福)倉敷福徳会小谷かなりや保育園、(協組)倉敷模範店会、㈱倉
敷夢工房グループホーム福島の里、(福)倉敷連医会、倉敷ロータリークラブ、倉敷わかば法律事務所、㈱クラボウドライビン
グスクール、クリニックソフィア、黄産婦人科、(特非)コウチ、興南設計㈱、(特非)工房かたつむり、㈱コーセイカン、(宗)極楽
寺、小原孝文、三備道路㈱、㈱山陽エレベーター製作所、山陽新聞印刷センター、山陽ダイヤパーサーヴィス㈱、㈱三楽、三
和保育園、㈱ジェイアール西日本リネン、ＪＡ岡山西菅生支店、㈲しおつ、東雲保育園、㈱ジャクエツキャラ、奨農土地㈱、
㈲白神材木店、すぎはら眼科循環器内科、㈱スプーキーズ、正織興業㈱、清心保育園、西明院、瀬戸大橋温泉やま幸、(医)千
先クリニック千先茂樹、㈱創心會、㈱創明コンサルティング・ブレイン、そんぽの家浜の茶屋、㈱大同設備工業、㈱第二開発
技工、(医)太陽会橋本歯科医院、㈱高橋建築、たけだ小児科、辰巳ビル㈲、㈲立龍美掃、㈱田中商会、田中平版印刷㈱、地域
密着型(特養)庄の里「なごやか」、中央建設㈱、㈱中国銀行藤戸支店、㈱中水設備、帝国カーボン工業㈱、テクノ柳生㈱、㈱
でんでん、東海電機㈱、東陽電気㈱、㈱トクラ、㈱トラヤ塗料店、(福)粒栄会鳥の子保育園、中島保育園、㈱中祥建設、㈲ナ
カムラ、㈲永山商会、㈱ナビレックス、㈱ＮＡＶＴＥＣ、㈲難波化成、㈱難波組、西阿知石油㈱、日本医療研究㈱、日本基準
寝具㈱岡山営業所、野口住宅、㈱はぁもにぃ倉敷、羽島保育園、パナックおかだ、早沖診療所、東中国スズキ自動車㈱、ヒシ
カワ車輌㈲、ひまわり保育園、㈲ヒロセ、㈲広谷商店、(医)福寿会グループホーム西坂、藤田工営㈱、㈱藤原車輌、㈲二葉写
真館、㈱プライム、プリード湯谷㈱、㈱フルカワ商事、(医)平成会、㈱鵬林、ぽこ・あ・ぽこ、㈲ほほえみ、㈲マイライフ、
(特養)ますみ荘、松尾功、丸倉青果物協同荷受組合、㈱丸五、丸五ゴム工業㈱、丸三化学工業㈱、㈲三浦自動車、㈱水島イン
テリアサービス、㈱ミヤケ工業、㈲三宅水道、(特養)みゆき園、モトヤユナイテッド㈱、ＭＯＭＯ、㈲山田工作所、山本市枝、
㈱山本住建、(福)四ツ葉会、㈱ライフネット難波
　　　　　(医)浅桐産婦人科、荒川化学工業㈱水島工場、(医)以心会難波医院、㈲ウエハラ事務機、エンドレス水島店、大阪
鋼灰㈱岡山営業所、オーシカケミテック㈱、㈲岡建、小野商㈱、化学運輸㈱、㈱片山工務店、関西防水工業㈱、関東電化工業
㈱水島工場、㈲協和製作所、 (生協）倉敷医療、倉敷かさや農協連島支店、倉敷市水島全地区民生委員児童委員協議会、倉敷
ボーリング機工㈱、倉敷リバ－サイド病院、(福)薫風福祉会、㈱健康日本総合研究所、幸輝興業㈱、㈱佐伯組、三協㈱、三松
興業㈱、三洋電業㈱、三和工業㈱、慈愛幼稚園、ＪＦＥコンテイナー㈱水島工場、JFEスチール㈱西日本製鉄所、(福)淳邦会、
シンコウエンジ㈱、新興プランテック㈱水島事業所、㈱シンニチロ、親和保育園、(医)水清会水島第一病院、大日電気㈱、㈱
竹内道夫商店、竹田工業㈲、タチバナ工業㈱中国支店、玉島信用金庫水島支店、㈱テラオカ、東洋化学㈱、トーカロ㈱水島工
場、内海工業㈱、中川電機㈱、㈱中島オートセンター、難波事務所、ニッコ－運輸㈱、日本トランスシティ㈱、日本非破壊検
査㈱、乳児親和保育園、橋本防水工業㈲、早瀬歯科医院、(福)Ｐ．Ｐ．Ｐ、備南車体工業㈱、ビューテック㈱、不二道路工業
㈱、丸十運輸倉庫㈱水島支店、水島ガス㈱、水島管工事㈲、水島機工㈱、水島合金鉄㈱、水島コンテナーサービス㈱、水島切
断工業㈱、㈱水島測量設計コンサルタント、水島地区介護者の会「とまり木の会」、水島臨海興業㈱、水島臨海鉄道㈱、三菱
自動車ロジテクノ㈱、夢蘭瑠樹、㈱メタルワン菱和、守谷茂樹、リョ－サン㈱、 (医)老人保健施設和光園、㈱若狭酒店、(医)
和光園在宅介護支援センター
　　　　　アーバンホール児島、明石被服興業㈱、(医)あかり歯科クリニック、㈱アサヒデフネ、㈱飛鳥、㈱綾野工務店、壱
番製織㈱、㈱出口屋、(医)庵谷医院、㈱ウチダ、㈱エース、エブリイ㈱倉敷林店、王子脳神経外科医院、大上歯科医院、大嶋
歯科クリニック、オートショップカメイ、㈲岡田鉄工所、㈲岡田ネーム、岡山県貨物運送㈱、小田象製粉㈱、菅公学生服㈱、
吉祥院、㈱木村石油、国安ファミリークリニック、倉敷シティ病院、(特非)倉敷障碍者リハビリテーションセンター、倉敷地区
保護司会児島分区会、グループホームいこい、㈱クロダ商事、(福)浩志会、㈱コーワ・アイ、児島繊維㈱、児島繊維原料(協)、 
(医)児島第一診療所、児島マリンクリニック、㈱琴浦製作所、小橋㈱、(医)佐藤眼科医院、㈱サンアート、山陽染工児島ファ
クトリー㈱、三和包装㈲、(特養)しおかぜ、㈱塩生センター、塩生鉄工㈲、㈲清水組、㈱下電ホテル、(福)鷲山会、十八盛酒造
㈱、㈱ショーワ、㈲しらかみ、須磨商事㈱、清香、㈱瀬戸内カメラ、㈱瀬戸内重機運輸、セロリー㈱、大神丸石材㈲、㈱タカ
ハタ、㈱タケヤリ、(医)田嶋内科、㈲タニタ、㈲田藤ネーム店、天祥寺、㈱ナイカイアーキット、ナイカイ塩業㈱、 (医)内科
いこいの家、永井釦㈱、仲谷被服㈲、中塚興業㈱、中塚モータース㈱、中村不動産㈱、㈲中山鉄工所、㈲那須商店、新見脳神
経外科、西原織布㈱、西原内科眼科医院、㈱西村モータース、ニッパツ水島㈱、日本被服㈱、橋本被服㈱、㈱はまだや、浜野
工業㈲、㈱原運輸産業、㈱原木工所、㈱ＢＣＭ、(福)Ｐ．Ｐ．Ｐ．、備讃ヤンマー㈱、備南染工㈱、(協)ファブコ、㈱藤原組、
古谷千代子、(特非)フレール仲間たち、豊和㈱、ホマレ飲料、堀江染工㈱、又一別館、㈲松井辰雄商店、丸進工業㈱、マルハ
㈱、みちる保育園、三宅医院、三宅観光㈲、㈲森川造園、森の８カテン、山崎産業㈱、㈱大和エス・イー・シー、やまな内科
整形外科、㈱山水設備、(医)山本整形外科医院、竜王保育園、鷲羽電器㈱、(医)和楽会
　　　　　㈲アイ設備工業、㈲アカザワオート、㈱アキオカ、浅野工業㈱、㈲あさひ商店赤澤喜美江、アダージョ㈱、(特養)
アミカル、㈱安藤精工、(福)育和福祉会池畝保育園、いずみ乙島保育園、㈲ウエハラ事務機、岡山県市町村職員年金者連盟倉
敷支部玉島分会、㈲小野天幸堂、小野内科医院、㈲小野不動産鑑定事務所、㈲小幡梱包製作所、㈲オリンピック商会、割烹子
元、㈱木内計測、菊池酒造㈱、吉川歯科医院、倉敷市身体障害者福祉協会連合会、倉敷地区保護司会玉島分区会、㈱クリー
ン・システム、グループホーム第二朋寿、㈱クロサキジャパン、㈲ケアサービス双葉、光洋鉄工所㈱、㈱コーワ設備、古城雍
彦、こばと保育園、(福)金剛福祉会、㈱サンタック、JFE鋼板総合サービス㈱、JFE鋼板㈱玉島製造所、(宗)天台宗安養院、
(福)祥陽会、星光PMC㈱水島工場、瀬戸内ライン㈲、そんぽの家新倉敷、太陽電機工業㈱、髙木金属㈱、立花容器㈱、㈲田中
電機、玉島海運㈱、玉島金融協会、玉島商工会議所、玉島信用金庫長尾支店、玉島信用金庫本店、玉島地区母子寡婦福祉連合
会、玉島中央老健施設秀明荘、玉島老人クラブ連合会、玉島ロータリークラブ、中電プラント㈱玉島事業所、当真内科医院、
富田ケアセンター㈲、中野建築㈲、ナカハラ・インコム㈱、㈱ナショナル発条、㈱なんば技研、難波プロパン㈱、㈲二華園印
刷、日電商工㈱倉敷工場、日神機工㈱倉敷営業所、㈱日の出運輸水島港支店、㈲平田工務店、福寿院、㈲プラス・サム、ホー
ムプラザナフコ玉島店、マックエンジニアリング㈱、㈲丸三清掃、㈱森本工務店、もりや胃腸科外科、守屋おさむクリニッ
ク、㈲山成産業、(医)勇崎内科胃腸科医院、寄島町漁協乙島漁業支所

※賛助会費を納入いただいた皆様を掲載しております。なお、敬称略、五十音順にて掲載しております。
　（受付期間：平成30年６月11日～平成30年12月15日まで）

社会福祉協議会賛助会費にご協力、誠にありがとうございました。
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船　穂

真　備

（玉島地区）
　大相撲を楽しむ会
　倉敷市立乙島小学校　
　PTA
　髙木　和子
　天台宗岡山教区第四部
　中藤　七五三夫
　虫明　正雄

（真備地区）
　匿名
　真備町佛教会

（倉敷地区）
　井川　　進
　貝原　寿恵
　武政　安子
　真砂　卓也
　三宅　克治

（水島地区）
　匿名
　難波　信雄
　森谷　典之

（児島地区）
　荻野　哲弘
　藤原　栄恵
　涌井　智枝子

（玉島地区）
　阿部　紀和
　小林　良子
　寺川　　悟
　原田　　工　
　水川　政治
　森本　修一

（船穂地区）
　井上　　顕
　大隅　一臣
　岡﨑　　聰
　小野　淳子
　小野　久夫
　桐井　尚男
　小山　保江
　白神　卓子
　杉岡　孝一
　鳥越　節子
　平野　史子
　船越　　宏

（真備地区）
　浅野　展久
　片岡　浩二
　徳田　義章
　安田　　豊
　渡辺　正男

♥♥
※お名前の掲載につきましては、寄附者のご了承をいただいております。
　なお、上記のほか 23 名の掲載希望なしの方からご寄附をいただいております。
　ご寄附は、倉敷市社協各事務所にご持参いただくか、下記の口座へお振り込みいただけます。

「誰もが住み慣れた地域で、安心して豊かに暮らせる」よう、地域福祉活動を推進するために活用させ
ていただきます。
※倉敷市社協へのご寄附は、2,000 円以上の場合、税制上の優遇が受けられます。
　詳しくは受付時にお問い合わせください。
　なお、敬称略、50音順に掲載しております。（受付期間：平成30年6月11日～平成30年12月15日まで）

【寄附の振込先】◇お振込みの前に倉敷市社協地域福祉課へご連絡ください。領収書を送付させていただきます。
　振込口座:中国銀行 倉敷市役所出張所  （口座番号）普通　１１１７１９８
　口座名義:社
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　※振込手数料はご負担ください。

（倉敷地区）
　NPO在宅支援きらり
　　理事長　小川国恵
　倉敷市難病連絡会
　感染管理認定看護師
（石川美菜子　緒方哲幸 

岡本真一　小野光重 
梶川　優　川﨑伸造 
木下直子　小林携志 
城村裕一　志波幸子 
新谷友季子　鈴木由香 
高鷲智美　竹中弘子
竹中美緒子　近澤香織 
寺尾直子　富島美佐 
中川桂子　永迫　望 
永田由美　中野智美 
中村賀憲　西岡智美 
西田典子　橋本明子 
村田　幸　村吉竹美
薮内晃子）

　（福）光友会役職員
　ご利用者ご家族一同
　しょう子
　立山　礼子
　匿名
　西本　志織
　西出　雄介・泰子
　水江五地区会

FUKUI会 会長福井暉子様から「車イ
ス１台」を寄贈していただきました。

霊友会岡山西部地域様から「車イス
1台」を寄贈していただきました。

プルトップを４ｔ収集し、寄贈

新日本開発㈱（車イス２台）

篤志寄附
物品寄附

香典返し寄附

♥ご寄附に感謝申し上げます♥

　　　　　㈱浅野建設、㈱宇野組、㈲エマブル・イシイ、㈲大久保鉄工所、㈲岡鉄工所、岡山西農協船穂支店、グリーンビ
レッジ瀬戸内、グループホームはなみずき、㈲ケア・ワン、幸福車輌㈱船穂工場、㈲興美、㈱佐伯組、㈲さなだ薬局、佐野
ソーイング㈱、三喜㈲ぶどうの家、山陽新聞船穂販売所、㈲下村石油店、㈲新日本メンテナンス、(福)たから保育園、玉島信
用金庫船穂支店、(医)出宮内科医院、㈲トライバル、㈱中桐哂工場、㈲中桐建設、㈲中桐建築設計事務所、㈲西山青果、㈱備
陽工業所、福島パームヒル（杉岡公人）、藤森運輸㈱倉敷営業所、船穂運送㈱、船穂保育園、㈲ブランシュ、㈲ふるーる、宝
満寺、マツサカ㈱プラザ船穂店、(医)明三会、㈲ミラクルフード、ヤンマー㈱、㈲吉田総合燃料店
　　　　　㈲大月ブロック建設、㈱オカジュウ、岡山西農協真備東支店、(特非)岡山マインドこころ、㈱カザケン、吉備信用金
庫真備支店、木山工業㈱、㈱クラカン、㈲ケア・ワン　デイサービスまび、小林ふとん店、佐藤酒店、サンシャイン㈲、山陽
マビ水上ゴルフセンター、シルバーセンター後楽、㈱スズキオート山陽、㈲スワ水道サービス、㈲妹尾建美、妹尾動物病院、
(医)造山会まきび病院、㈲高田電気工事、田村モータースズキ販売㈲、㈲中央クリーン、ＴＩ、天満屋ハピーズ真備店、東幸
通商㈱岡山事業所、備南観光開発㈱、㈱日の丸タクシー、平松整形外科、福よし真備店、㈱ホリグチ、㈱マツサカ真備プラザ
店、真備ガス販売㈱、真備地区民生委員児童委員協議会、真備東地区民生委員児童委員協議会、真備船穂商工会、ミナモト医
院、㈱三宅組、㈱守屋石油店、山田建設㈱、山中建設㈲、㈲横溝車輌、ライフタウンまび

社会福祉協議会へ金一封のご寄附、誠にありがとうございました。

（倉敷地区）
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気になることや困ったことなど、お気軽にご相談ください。

倉敷市真備支え合いセンターを開設
見守り連絡員が、被災者の皆様のお宅を訪問します

「こんにちは！見守り連絡員です。」

お問い合わせ先

　見守り連絡員は、被災された皆様が抱えている不安や悩

みをお聴かせいただき、相談窓口や関係機関等を紹介した

り、一緒に考えさせていただきます。

　皆様の生活に寄り添った支援を心がけております。

　訪問した際には、よろしくお願いします。

♦真備支え合いセンターとは
　倉敷市社協では倉敷市の委託を受けて、仮設住宅などに入居されている皆様が、地域のつながりの中
で、豊かで、安全・安心な生活を送ることができることや、仮設住宅での生活を終えた後も、真備地区
での生活に戻れることを目的として、「被災者見守り・相談支援等事業」を行っています。
　平成30年10月1日、事業拠点となる「倉敷市真備支え合いセンター」を真備支所２階に開設しました。

♦主な活動内容は
　仮設住宅などへ見守り連絡員などが戸別訪問して、生活上の困りごとなどをお聴きし、必要な方には
行政サービスや関係機関を紹介します。また、真備地区やお住まいの地区のイベントや生活情報などを
お知らせします。

倉敷市真備町箭田1141－1（真備支所２階）
TEL ６９８－５１１５（８時30分～17時15分）
※土・日・祝日　12／29～１／３を除く

倉敷市西中新田640番地
TEL ４２６－３３８０（８時30分～17時15分）　
※土・日・祝日　12／29～１／３を除く

倉敷市真備支え合いセンター 倉敷市健康長寿課被災者見守り支援室

最近の真備は
どんな様子
なんだろう？

この先どうして
いけばいいのか

不安…

この地域の情報が
知りたいなあ

知り合いが
いなくて
寂しい

誰かと話が
したい！
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それぞれの暮らしの場で「居場所づくり」がすすめられています。

「通いの場」への参加や支援に関心のある方は、生活支援コーディネーターまでお問い合わせください
☎４３４－３３０１（地域福祉課）

名刺を手作りして自己紹介

自分だけの革のコインケースを
みんなで作りました

柳井原トレーラー
ハウス仮設住宅

クリスマスコンサートは地元柳
井原の住民をご招待

再会を喜ぶ風景がいたるところでみられました

ホールいっぱいに支援物資が届きました

人と地域をつなぐ、暮らしの場での「居場所づくり」
生活支援コーディネーターが応援します

　生活支援コーディネーターは、別名「地域支え合い推進員」とも呼ばれ、「地域で暮らす人」と「支援
する人やサービス」をつなぐ専門職です。今回は、被災者の皆様がそれぞれの生活の場で集い・交流し、
支え合っている“地域の宝物”を紹介します。

◦住み慣れた地域を離れ、住宅を借りて
生活を送る方のなかには、新しい環境
にまだ馴染めておらず、人との出会い
や交流、情報を求めている方がたくさ
んおられます。「地域の一員」「ご近所
さん」として出会える場づくりはみな
し仮設のある地域にも必要です。

◦真備地区に５か所・船穂地区に１か所、
仮設住宅が建設され、それぞれの住宅に
は集会所や談話室が設置されています。

◦仮設住宅の住民同士の顔が見える関係
づくりや困りごとを相
談し合えるきっかけと
して住民同士の交流の
　場が大切です。

◦自宅の２階部分で生活を送る方、リ
フォームや建て替えを経て真備に戻ら
れた方などがこれまでと同じように地
域で自分らしく生活が送れるよう、み
んなが集えて安心で
きる居場所づくりが
すすめられています。

　みなし仮設住宅の方を主な対象として交流イ
ベントをくらしき健康福祉プラザで開催しまし
た。被災された方だけでなく、地元の支援者の方
も参加をして新たな「出
会いの
場」と
なりま
した。
　

　柳井原仮設住宅では集会所を拠点にして、お
しゃべりやイベント等で交流の場づくりをすすめ
ています。

　みんなが顔をあわせて「ホッ」とできる居場所
を復活させたい…。下有井公民館に懐かしい顔
ぶれが帰ってきました。

みなし仮設住宅にお住いの方

建設型仮設住宅にお住いの方

真備の自宅等にお住いの方

いっぽいっぽ in 倉敷

柳井原仮設住宅集会所

有井女子会（薗）
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「のど」も「こころ」
も「福祉の財源」も
うるおう事業です！

◇ 第 29 号機 ◇
赤とんぼ 様

赤とんぼ様が、１台設置してくださいました。
写真は、代表取締役 矢野裕司様(左)と本会副
会長 加藤正之 (右)

調印式平成30年7月

事務所名 住  所  ・  電  話  等 施 設 名 休 館 日
総　務　課
地域福祉課 〒710-0834  倉敷市笹沖180番地　　　TEL 434-3301 FAX 434-3357 くらしき健康福祉

プラザ 3 階 毎週月曜日
祝日

年末年始

倉敷ボランティア
セ ン タ ー 〒710-0834  倉敷市笹沖180番地　　　TEL 434-3350 FAX 434-3357

倉　　　敷
結婚相談所 〒710-0055  倉敷市阿知1-7-2-803　　TEL 427-0667 FAX 427-0670 倉敷駅西ビル 8 階

水島事務所 〒712-8062  倉敷市水島北幸町1-1　　TEL 446-1900 FAX 440-0154 水島支所 3 階

毎週土 ･ 日曜日
祝日

年末年始

児島事務所 〒711-0912  倉敷市児島小川町3681-3 TEL 473-1128 FAX 470-0054 児島支所 4 階

玉島事務所 〒713-8121  倉敷市玉島阿賀崎1丁目1-1 TEL 522-8137 FAX 523-0054 玉島支所 2 階

真備事務所 〒710-1301  倉敷市真備町箭田1141-1 TEL 698-4883 FAX 698-9622 真備支所２階

船 穂 福 祉
セ ン タ ー 〒710-0261  倉敷市船穂町船穂1861-1 TEL 552-5200 FAX 552-9030 船穂町高齢者福祉センター 毎週日曜日・祝日

年末年始
真備支え合い
セ ン タ ー 〒710-1301  倉敷市真備町箭田1141-1 TEL 698-5115 FAX 698-9622 真備支所２階 毎週土・日曜日・祝日

年末年始

活動や地域の情報を写真付きで配信中です。
社協の「いま」がわかります！

倉敷市社会福祉協議会『賛助会員』になっていただけることを条件
にご応募いただけます。１年間：40,000 円・６カ月間 25,000 円

facebook ご覧ください！ホームページバナー広告募集！

“福祉まちづくり自動販売機”設置者募集中！
　「福祉まちづくり自動販売機」の売り上げの一部
が寄附され、倉敷市社協が実施する地域福祉活
動に活かされます。
　現在28台が設置されており、「在宅介護者への
支援事業」や「地域から孤立をなくすための見守り
活動」、「ボランティア活動への支援事業」、「車イ
スや	 介護用ベッド、福祉車両の貸出事業」など
をはじめ、さまざまな地域福祉活動を通じて地

域の皆様へ還元されます。
　自動販売機の新たな設置又は入れ替えをお考えの個人・企
業・団体の皆様は、ぜひご検討ください。

赤い羽根共同募金
「寄付つき商品　地域支援プロジェクト」 新商品の紹介

お問い合わせは、三宅税理士法人 まで。
所在地：中島 2370 番地 14 ( ☎ 466 － 1255) http://www.cms-miyake.info/
参加企業募集中！詳しくは、岡山県共同募金会のホームページ http://akaihane-okayama.or.jp か、
倉敷市社会福祉協議会のホームページにて。

登録企業　三宅税理士法人 様
登録商品名：「赤い羽根　相続　ご恩返しプロジェクト」

税理士事務所の登録は、県内で初めてです。倉敷市の地域支援プロジェクトへ
の登録団体・企業では、７番目になります。

「赤い羽根　相続　ご恩返しプロジェクト」は、三宅税理士法人様の年間の相
続業務報酬の 0.5％が倉敷市共同募金委員会に寄附され、倉敷市の地域福祉の
推進を支援されます。
相続税についてのご相談は、毎月先着 5 名様初回無料です。


