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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

船穂事務所 〒 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内

真備事務所 〒 710-1301　倉敷市真備町箭田 1161-1 TEL 698-4883　FAX 698-9622 真備保健福祉会館 1階

 

この広報紙は、共同募金の配分金によって発行しています。

和気あいあいの倉敷まちづくり
～みんなで話しあい、
　　学びあい、支えあい～

社会福祉法人

〒710－0834 倉敷市笹沖１８０番地
 TEL：086-434-3301
 FAX：086-434-3357
ホームページ：http://kurashikisyakyo.or.jp

倉敷市社会福祉協議会

くらしき社協だより

社会福祉協議会とは

10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が
はじまります。

倉敷市社会福祉協議会 広報紙の愛称は、
「ほっと社協！」に決定いたしました。

編集・発行　　　社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

　地域で起こる様々な福祉問題を地域の皆さんと一緒に考え、保健・医療・福祉などの関係者、行政機関の
協力を得て、「誰もがいつまでも住み慣れたまちで安心して暮らせるまちづくり」をめざす公共性・公益性の
高い民間の非営利団体です。

　くらしき社協だよりの愛称の募集には、総数302件というたくさんのご応募をいただき、ありが
とうございました。厳正な審査の結果、次のとおり愛称が決定し、6月30日の贈呈式で最優秀賞
の楠戸さんに虫明会長から賞状と副賞が渡されました。

★最優秀賞：楠戸絹枝さん（真備町）
　愛称の意味：“ほっと”が、安心できる意味での“ホッと”
と最新の情報を発信するという意味です。

★優秀賞　「かけはし」　　佐藤豊行さん
★優秀賞　「こもれび」　　大橋久美さん
★優秀賞　「そよかぜ」　　武本苗子さん
★優秀賞　「ハーモニー」　守屋　聰さん
★優秀賞　「温(ほっと)・はあと」　楠本さゆりさん

※応募くださいました皆さん、ありがとうございました。

（最優秀賞　楠戸さんのコメント）
娘と一緒に考えたのですが、採用されて二人とも驚いています。
親しみのある社協だよりになってくれたらいいなと思っています。

募金は、倉敷市内の福祉活動に役立てられます。

共同募金には、戸別募金、街頭募金、法人募金、職域募金、学校募金などがあります。
ご協力をよろしくお願いいたします。
募金は、振込も可能です。
◎領収書が必要な方は、倉敷市社協 地域福祉課へご連絡ください。

おかやまけんきょうどうぼきんかい    くらしきしきょうどうぼきんいいんかい        かいちょう   むしあけ まさお

中国銀行　倉敷市役所出張所　普通　１０２２１３８　

口座名義　岡山県共同募金会 倉敷市共同募金委員会　会長  虫明正雄
共同募金振込口座

このバッグは、倉敷帆布とのコラボ商品です。
売上の一部は、共同募金に寄附され、岡山県共同募金会の配分計画に基づき、

倉敷市内の福祉活動に役立てられます。

【製品紹介】
　共同募金をイメージした赤を基調として、倉敷市共同募金委員会のマスコットキャラクター「うさピー」と
　「倉敷帆布」のネームが付いています。今年は、新しいデザインのバッグを追加しました！
【 価　格 】　各 1,000 円（税込）
【販売先】　倉敷市社協 各事務所  および　㈱バイストン直営店

￥1,000
（税込）

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

A4サイズの資料が入る横型トートバッグ
赤色・紺色 高さ 24㎝
 横 38㎝
 マチ約 8㎝

お弁当入れ
赤色・紺色 高さ 24㎝
 横 38㎝
 マチ約 14㎝

A4サイズの資料が入る縦型トートバッグ
赤色・紺色・芥子色・オリーブ色（新色）
高さ33㎝  横 30㎝ マチ約8㎝

※数量限定商品は、倉敷市社協地域福祉課
　（くらしき健康福祉プラザ）の窓口のみの販売になります。

数量限定
商品

平成27年度だけの特別な商品です。
商品はなくなり次第、販売終了となります。

＊ヨコ型トートバッグです。
カラーは色々あります。
数量300枚限定です！
【価格】2,500円（税込）
・A4サイズが入り､
肩にかけられ軽くて丈夫です。
高さ30㎝ 横45㎝ マチ14㎝

＊ポーチです。
カラーは、水色とピンク色。各100個。
【価格】1,000円（税込）
・通帳やカード、診察券が入ります。

11月11日11時11分から
販売を開始します。
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・小地域福祉活動計画策定
・地区社会福祉協議会の設置推進
　26年度新たに1地区設置（50地区／ 64小学校区）
・倉敷結婚相談所の運営　
（登録者885名・26年度結婚成立組数19組）
（カップリングパーティーの開催：年2回）
・福祉機器貸出事業（車イス・福祉ベッドの無料貸出）
（貸出件数：車イス827件・福祉ベッド131件）
・福祉の店「あゆみ」の運営
福祉の店「あゆみ」（イオン
モール倉敷内）で障がい者
施設や個人が制作した作品
を販売。
　（26年度売上 6,259,269円）

・ボランティアセンター登録の受付・活動先の紹介・コー
ディネート
（登録者数：7,105名・活動件数：342件・活動者：1,622名）
・夏のボランティア体験事業
（参加者：1,255名）
・出前福祉講座
（実施回数80回・受講者数7,079名）
　など

・福祉講座の開催（参加者数：850名）
・社協だよりの発行（年４回）
・倉敷権利擁護支援フォーラムの開催（参加者数：235名）
・成年後見制度講座＆地域の身近な生活相談（3地区で開催）
・サロン活動支援事業（交流会等の開催：6回）
・介護者の会の支援（市内6か所の
在宅介護者の会の活動を支援）　

・歳末たすけあい運動の実施
（在宅ねたきり高齢者慰問958件・
独居高齢者訪問6,651件)　など

・日常生活自立支援事業
判断能力に不安のある方の日常生活上の支援
（契約者数：80名）
・生活福祉資金貸付事業（相談件数：467件）

・福祉車輌貸出事業（貸出件数：422件）
・友愛訪問事業
（独居・ねたきり高齢者の定期訪問者数：6,131名）
・高齢者等心配ごと相談事業（開所日数：244日・来所ま
たは電話相談件数：390件）

・福祉車輌貸出事業（貸出件数：422件）
・友愛訪問事業
（独居・ねたきり高齢者の定期訪問者数：6,131名）
・高齢者等心配ごと相談事業（開所日数：244日・来所ま
たは電話相談件数：390件）

・地域包括支援センター事業
（家族介護教室開催回数：3回・介護予防事業実施
　回数：33回）
・居宅介護支援事業（契約者数：159名）
・通所介護事業（契約者数：91名）
・訪問介護事業（契約者数：79名）
・障がい者訪問介護事業：（契約者数：9名）　など

・地域包括支援センター事業
（家族介護教室開催回数：3回・介護予防事業実施
　回数：33回）
・居宅介護支援事業（契約者数：159名）
・通所介護事業（契約者数：91名）
・訪問介護事業（契約者数：79名）
・障がい者訪問介護事業：（契約者数：9名）　など

　小地域福祉活動計画は、各地区社協で自分たちの地域の課題を明確にし、
いつまでも住み続けたい地域づくりを行うためにはどのようなことを計画し
実施すればよいかを地域住民で協議し、３年から5年の計画を策定するもの
です。
　倉敷市社協では、平成26年度から全地区社協での小地域福祉活動計画の
策定に向けて取り組みを始めました。
　7月4日（土）には、くらしき健康福祉プラザ5階ホールで「地区社協小
地域福祉活動計画推進セミナー」が開催され、これから策定に取り組むたく
さんの地区社協の方々が参加し、昨年計画に取り組んだ、粒江・上成・沙美
の3つの地区社協の取り組みについての報告と、
すでに3期にわたり計画策定を実施している薗
地区社協からアドバイスをいただき、小地域福
祉活動計画の策定方法について学びました。
　今年度は、3地区の地区社協が小地域福祉活
動計画の策定に取り組んでいます。

　小地域福祉活動計画は、各地区社協で自分たちの地域の課題を明確にし、
いつまでも住み続けたい地域づくりを行うためにはどのようなことを計画し
実施すればよいかを地域住民で協議し、３年から5年の計画を策定するもの
です。
　倉敷市社協では、平成26年度から全地区社協での小地域福祉活動計画の
策定に向けて取り組みを始めました。
　7月4日（土）には、くらしき健康福祉プラザ5階ホールで「地区社協小
地域福祉活動計画推進セミナー」が開催され、これから策定に取り組むたく
さんの地区社協の方々が参加し、昨年計画に取り組んだ、粒江・上成・沙美
の3つの地区社協の取り組みについての報告と、
すでに3期にわたり計画策定を実施している薗
地区社協からアドバイスをいただき、小地域福
祉活動計画の策定方法について学びました。
　今年度は、3地区の地区社協が小地域福祉活
動計画の策定に取り組んでいます。

（交流会等の開催：6回）

平成26年度  事業・決算報告（自）平成26年４月１日   （至）平成27年３月31日

賛助会員名簿 賛助会員名簿

児島競艇場売店　特別会計

財産目録（一般会計・特別会計）

◇◆閲覧ができます◆◇

会費収入
36,880,750円

一 般 事 業　204,025,199円

ボランティア活動推進事業　542,575円

共同募金配分事業　50,196,699円

県社協受託事業　10,127,925円

市受託事業　163,662,187円

介護保険関連事業　110,244,385円

小地域福祉活動計画策定の取り組みについて

寄附金
11,517,570円

補助金
125,621,050円

受託金収入
174,903,742円

事業収入
6,755,010円

共同募金配分金
53,714,899円

介護保険関連事業
118,536,143円

利用料収入
914,000円

雑収入・受取利息配当金収入
2,566,118円

財務活動による収入
8,477,820円

会計単位間繰入金収入
1,000,000円

【一般会計】●収入の部：540,887,102円

【一般会計】●支出の部：538,798,970円

※経理区分間繰入金収入は除いています。

※経理区分間繰入金支出は除いています。

●事業収入の部（科目） 決算額　 

事業収入 24,902,115円

受託金収入 13,667,719円

受取利息配当金収入 3,005円

雑収入 5,030円

①当期収入計 38,577,869円

●事業支出の部（科目） 決算額　 

売上原価 19,330,740円

人件費支出 13,089,146円

事務費支出 3,736,142円

会計単位間繰入金収入 1,000,000円

法人税・住民税及び事業税 366,700円

②当期支出計 37,522,728円

●資産の部　　科　目 決算額 　 

流動資産 242,135,322円

固定資産 507,968,003円

（１）基本財産 5,000,000円

（２）その他の固定資産 502,968,003円

資産合計 750,103,325円

●負債の部　　科　目 決算額 　 

流動負債 52,991,389円

固定負債 124,682,850円

負債合計 177,674,239円

差引純資産 572,429,086円

当期利益　1,055,141＝①－②
※なお、会計単位間繰入金支出
1,000,000円については、児島競艇
場売店特別会計から、一般会計に
繰り入れたものです。

平成26年度事業報告書、資金収支計算書、
特別会計決算書及び財産目録の詳細につい
ては、倉敷市社会福祉協議
会事務局及び各事務所・ホ
ームページにて閲覧するこ
とができます。

　　　　愛文社書店、赤木医科器械㈱、㈱暁建築設計事務所、 浅野クリニック、㈱あさひ印刷、あさひ園、旭テクノプラント㈱、居酒屋　寿、

㈱伊澤洋行、㈱いのうえ、井上電気工事㈲、上西孝道（しののめ保育園）、㈲ウエハラ事務機、㈱江口電気、（財）大原美術館、岡山エレクト

ロニクス㈱、岡山ガス（株）倉敷営業所、岡山ゴルフ倶楽部、おかやま信用金庫中庄支店㈱、岡山日野自動車㈱倉敷支店、小野歯科医院、帯

江保育園、笠岡信用組合倉敷支店、笠岡信用組合中庄支店、㈱梶谷一二商店、㈱果実工房、（学）川崎学園、㈲カワチ美容室、㈱海全重機、観龍寺、

共和運輸㈱、（福）クムレ、倉敷かさや農協西阿知支店、倉敷ケアセンター両備サンオークス、倉敷自動車学校、倉敷授産場、倉敷タクシー㈱、

㈱倉敷通信サービス、（福）倉敷にじの里、倉敷ビッグアメリカンショップ㈱、倉敷北部高齢者支援サブセンター　　　　　　３Pへ続く→

※賛助会員の掲載につきましては、平成27年４月１日から平成27年６月15日までに会費を納入いただき、ご了解をいただい
た賛助会員のみの掲載といたしております。また、敬称は省略させていただきました。地区別、50音順に掲載しています。

倉　敷

　　　　（福）倉敷連医会、倉敷ロイヤルアートホテル、クラビ販売

㈱、㈱クラボウドライビングスクール、グループホーム愛、㈲ケイ・エム・オー、黄

産婦人科医院、㈱小町産業、サーンガス共和㈱、酒津商事㈱、ササベ印刷㈱、㈱山陽

エレベーター製作所、山陽新聞社倉敷本社、㈱山陽フードサービス、㈱三楽、㈱ジャ

クエツキャラ、（福）純晴会、庄の里、正友興業㈱、（医）昭和会倉敷北病院、白神商事、

㈲白神商店、㈱神徳、新日本清掃㈲、（医）誠和会、（福）全仁会、㈱大幸商会、大地測量㈱、

㈱大同設備工業、㈱第二開発技工、大丸通商㈱、大和警備保障㈱、髙尾　肇、㈱高原組、

竹内誠税理士事務所、たけだ小児科　　　　　　　　　　　　　　　４Pへ続く→

倉　敷
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・倉敷結婚相談所の運営　
（登録者885名・26年度結婚成立組数19組）
（カップリングパーティーの開催：年2回）
・福祉機器貸出事業（車イス・福祉ベッドの無料貸出）
（貸出件数：車イス827件・福祉ベッド131件）
・福祉の店「あゆみ」の運営
福祉の店「あゆみ」（イオン
モール倉敷内）で障がい者
施設や個人が制作した作品
を販売。
　（26年度売上 6,259,269円）

・ボランティアセンター登録の受付・活動先の紹介・コー
ディネート
（登録者数：7,105名・活動件数：342件・活動者：1,622名）
・夏のボランティア体験事業
（参加者：1,255名）
・出前福祉講座
（実施回数80回・受講者数7,079名）
　など

・福祉講座の開催（参加者数：850名）
・社協だよりの発行（年４回）
・倉敷権利擁護支援フォーラムの開催（参加者数：235名）
・成年後見制度講座＆地域の身近な生活相談（3地区で開催）
・サロン活動支援事業（交流会等の開催：6回）
・介護者の会の支援（市内6か所の
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・歳末たすけあい運動の実施
（在宅ねたきり高齢者慰問958件・
独居高齢者訪問6,651件)　など
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判断能力に不安のある方の日常生活上の支援
（契約者数：80名）
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・福祉車輌貸出事業（貸出件数：422件）
・友愛訪問事業
（独居・ねたきり高齢者の定期訪問者数：6,131名）
・高齢者等心配ごと相談事業（開所日数：244日・来所ま
たは電話相談件数：390件）

・福祉車輌貸出事業（貸出件数：422件）
・友愛訪問事業
（独居・ねたきり高齢者の定期訪問者数：6,131名）
・高齢者等心配ごと相談事業（開所日数：244日・来所ま
たは電話相談件数：390件）

・地域包括支援センター事業
（家族介護教室開催回数：3回・介護予防事業実施
　回数：33回）
・居宅介護支援事業（契約者数：159名）
・通所介護事業（契約者数：91名）
・訪問介護事業（契約者数：79名）
・障がい者訪問介護事業：（契約者数：9名）　など

・地域包括支援センター事業
（家族介護教室開催回数：3回・介護予防事業実施
　回数：33回）
・居宅介護支援事業（契約者数：159名）
・通所介護事業（契約者数：91名）
・訪問介護事業（契約者数：79名）
・障がい者訪問介護事業：（契約者数：9名）　など

　小地域福祉活動計画は、各地区社協で自分たちの地域の課題を明確にし、
いつまでも住み続けたい地域づくりを行うためにはどのようなことを計画し
実施すればよいかを地域住民で協議し、３年から5年の計画を策定するもの
です。
　倉敷市社協では、平成26年度から全地区社協での小地域福祉活動計画の
策定に向けて取り組みを始めました。
　7月4日（土）には、くらしき健康福祉プラザ5階ホールで「地区社協小
地域福祉活動計画推進セミナー」が開催され、これから策定に取り組むたく
さんの地区社協の方々が参加し、昨年計画に取り組んだ、粒江・上成・沙美
の3つの地区社協の取り組みについての報告と、
すでに3期にわたり計画策定を実施している薗
地区社協からアドバイスをいただき、小地域福
祉活動計画の策定方法について学びました。
　今年度は、3地区の地区社協が小地域福祉活
動計画の策定に取り組んでいます。

　小地域福祉活動計画は、各地区社協で自分たちの地域の課題を明確にし、
いつまでも住み続けたい地域づくりを行うためにはどのようなことを計画し
実施すればよいかを地域住民で協議し、３年から5年の計画を策定するもの
です。
　倉敷市社協では、平成26年度から全地区社協での小地域福祉活動計画の
策定に向けて取り組みを始めました。
　7月4日（土）には、くらしき健康福祉プラザ5階ホールで「地区社協小
地域福祉活動計画推進セミナー」が開催され、これから策定に取り組むたく
さんの地区社協の方々が参加し、昨年計画に取り組んだ、粒江・上成・沙美
の3つの地区社協の取り組みについての報告と、
すでに3期にわたり計画策定を実施している薗
地区社協からアドバイスをいただき、小地域福
祉活動計画の策定方法について学びました。
　今年度は、3地区の地区社協が小地域福祉活
動計画の策定に取り組んでいます。

平成26年度  事業・決算報告（自）平成26年４月１日   （至）平成27年３月31日

賛助会員名簿 賛助会員名簿

児島競艇場売店　特別会計

財産目録（一般会計・特別会計）

◇◆閲覧ができます◆◇

会費収入
36,880,750円

一 般 事 業　204,025,199円

ボランティア活動推進事業　542,575円

共同募金配分事業　50,196,699円

県社協受託事業　10,127,925円

市受託事業　163,662,187円

介護保険関連事業　110,244,385円

小地域福祉活動計画策定の取り組みについて

寄附金
11,517,570円

補助金
125,621,050円

受託金収入
174,903,742円

事業収入
6,755,010円

共同募金配分金
53,714,899円

介護保険関連事業
118,536,143円

利用料収入
914,000円

雑収入・受取利息配当金収入
2,566,118円

財務活動による収入
8,477,820円

会計単位間繰入金収入
1,000,000円

【一般会計】●収入の部：540,887,102円

【一般会計】●支出の部：538,798,970円

※経理区分間繰入金収入は除いています。

※経理区分間繰入金支出は除いています。

●事業収入の部（科目） 決算額　 

事業収入 24,902,115円

受託金収入 13,667,719円

受取利息配当金収入 3,005円

雑収入 5,030円

①当期収入計 38,577,869円

●事業支出の部（科目） 決算額　 

売上原価 19,330,740円

人件費支出 13,089,146円

事務費支出 3,736,142円

会計単位間繰入金収入 1,000,000円

法人税・住民税及び事業税 366,700円

②当期支出計 37,522,728円

●資産の部　　科　目 決算額 　 

流動資産 242,135,322円

固定資産 507,968,003円

（１）基本財産 5,000,000円

（２）その他の固定資産 502,968,003円

資産合計 750,103,325円

●負債の部　　科　目 決算額 　 

流動負債 52,991,389円

固定負債 124,682,850円

負債合計 177,674,239円

差引純資産 572,429,086円

当期利益　1,055,141＝①－②
※なお、会計単位間繰入金支出
1,000,000円については、児島競艇
場売店特別会計から、一般会計に
繰り入れたものです。

平成26年度事業報告書、資金収支計算書、
特別会計決算書及び財産目録の詳細につい
ては、倉敷市社会福祉協議
会事務局及び各事務所・ホ
ームページにて閲覧するこ
とができます。

利用料収入 雑収入・受取利息配当金収入

　　　　愛文社書店、赤木医科器械㈱、㈱暁建築設計事務所、 浅野クリニック、㈱あさひ印刷、あさひ園、旭テクノプラント㈱、居酒屋　寿、

㈱伊澤洋行、㈱いのうえ、井上電気工事㈲、上西孝道（しののめ保育園）、㈲ウエハラ事務機、㈱江口電気、（財）大原美術館、岡山エレクト

ロニクス㈱、岡山ガス（株）倉敷営業所、岡山ゴルフ倶楽部、おかやま信用金庫中庄支店㈱、岡山日野自動車㈱倉敷支店、小野歯科医院、帯

江保育園、笠岡信用組合倉敷支店、笠岡信用組合中庄支店、㈱梶谷一二商店、㈱果実工房、（学）川崎学園、㈲カワチ美容室、㈱海全重機、観龍寺、

共和運輸㈱、（福）クムレ、倉敷かさや農協西阿知支店、倉敷ケアセンター両備サンオークス、倉敷自動車学校、倉敷授産場、倉敷タクシー㈱、

㈱倉敷通信サービス、（福）倉敷にじの里、倉敷ビッグアメリカンショップ㈱、倉敷北部高齢者支援サブセンター　　　　　　３Pへ続く→

※賛助会員の掲載につきましては、平成27年４月１日から平成27年６月15日までに会費を納入いただき、ご了解をいただい
た賛助会員のみの掲載といたしております。また、敬称は省略させていただきました。地区別、50音順に掲載しています。

倉　敷

　　　　（福）倉敷連医会、倉敷ロイヤルアートホテル、クラビ販売

㈱、㈱クラボウドライビングスクール、グループホーム愛、㈲ケイ・エム・オー、黄

産婦人科医院、㈱小町産業、サーンガス共和㈱、酒津商事㈱、ササベ印刷㈱、㈱山陽

エレベーター製作所、山陽新聞社倉敷本社、㈱山陽フードサービス、㈱三楽、㈱ジャ

クエツキャラ、（福）純晴会、庄の里、正友興業㈱、（医）昭和会倉敷北病院、白神商事、

㈲白神商店、㈱神徳、新日本清掃㈲、（医）誠和会、（福）全仁会、㈱大幸商会、大地測量㈱、

㈱大同設備工業、㈱第二開発技工、大丸通商㈱、大和警備保障㈱、髙尾　肇、㈱高原組、

竹内誠税理士事務所、たけだ小児科　　　　　　　　　　　　　　　４Pへ続く→

倉　敷
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いただきます。

スタ
ッフ

から
の一
言

住　　所 倉敷市児島味野2丁目2-38
 児島市民交流センター１階
電　　話 086-473-2266
営業時間 9:00～16:00
定 休 日 月曜日
倉敷障碍者リハビリテーションセンター
ＵＲＬ　http://www.kurariha.jp/

講師　川崎医療短期大学
三宅真奈美さん　辻 真美さん

喫茶ハーモニー

手作りで地元の新鮮な食材
にこだわって作っている日
替わりランチをぜひお召し
上がりください。

　今回、ご紹介するのは、「喫茶ハーモニー」さんです。
場所は児島市民交流センター内にあり、交流センタ－を利用された方や
ご近所の方などの憩いの場としても親しまれています。
　日替わりランチ（600円）は、毎日２種類が用意され、健康に気遣い
ながら飽きのこないメニューを考えられています。
　また、ケーキなどのデザートも多数用意されています。中でも特に大
人気なのが10月までの期間限定で販売されている「スノーアイス」
（350円）です。この「スノーアイス」は、台湾で人気のふわふわかき氷「雪
花氷」を日本的にアレンジしたフルーツたっぷりのアイスで、とろける
ような食感にファンがたくさんいます。ぜひ一度お立ち寄りください。

介護の
ワンポイント
アドバイス

介護の
ワンポイント
アドバイス

　ボディメカニクスには８つの原則があります。これらを使って少しでも無理のない姿
勢で介護を行ってください。今回は、４つ目をご紹介します。
④大きな筋群を使う。
　指先や腕だけの力で介助するよりも太ももの筋肉やおしりの筋肉を使うと、大きな力
を出すことができます。他にも背筋や腹筋を使うことを意識しましょう。身体全体の筋
肉を使うことで腰の負担が軽くなります。

★「安定した
介護の姿勢」

社協だより 64号の
復習です。

賛助会員名簿 　　　　㈱ダスキン倉敷、ダスキンホームステッド倉敷、（医）多田皮膚科医院、㈱田中商会、㈲田中善昭商店、玉島

信用金庫倉敷支店、玉島信用金庫小溝支店、玉島信用金庫笹沖支店、玉島信用金庫鶴形支店、㈱中国銀行藤戸支店、（医）天和会松田病院、

㈱トクラ、㈱トラヤ塗料店、中島保育園、㈱中原三法堂笹沖店、（福）和福祉会、㈱NAVTEC、㈲難波化成、㈱難波組、㈱西崎本店、西

日本三菱自動車販売㈱倉敷、㈲ノガミ工業、はやおき保育園、㈱ハラダ、㈱ビナン、藤井節夫商店、㈲藤岡楽器店、藤徳物産㈱、ブティ

ック創㈱、ふなぐら荘、㈱プラウド、プリード湯谷㈱、㈱ふるいち、文近堂、宝泉寺、（資）星島社団、㈱マスティ倉敷、丸三科学工業㈱、

㈲三浦自動車、㈱ミキヤ、室山運輸㈱、メディカ倉敷北、（福）めやす箱、森歯科医院、㈲ヤマカ組、ラブネットサービス㈱、㈲リトルマ

ーメード笹沖、㈱リンゲージ藤波、わかば保育園　水　島（医）浅桐産婦人科、㈱生藤自動車　　　　　　　　　　　　　５Pへ続く→

倉　敷

賛助会員名簿 　　　　以心会居宅介護支援事業所、㈲ウエハラ事務機、大阪鋼灰㈱岡山営業所、(医)大森クリニック、化学運輸㈱、

片山倉庫㈲、㈲亀屋防災、関東電化工業㈱、共進運輸倉庫㈱、(福)きょうどう福祉会、倉敷医療生活協同組合、倉敷地区保護司会水島分区会、

㈱健康日本総合研究所、弘化産業㈱、宏成綿業㈱、㈲合田博塗装店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６Pへ続く→

水　島

８月１日８月１日法人後見スタート法人後見スタート
平成27年度新たに取り組む事業

　倉敷市社会福祉協議会では、８月１日より法人後見をスタートしました。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などが、成年後見制度の成年後見人、保佐人もしく
は補助人（以下、「成年後見人等」といいます。）になることです。
　法人後見は、親族または弁護士などの専門職が行う支援と同様に、法人がご本人の保護・支援を行う
ことができます。法人後見では、法人の複数の職員が法人として成年後見制度に基づく後見事務を行う
ので、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。

　倉敷市社会福祉協議会では、８月１日より法人後見をスタートしました。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などが、成年後見制度の成年後見人、保佐人もしく
は補助人（以下、「成年後見人等」といいます。）になることです。
　法人後見は、親族または弁護士などの専門職が行う支援と同様に、法人がご本人の保護・支援を行う
ことができます。法人後見では、法人の複数の職員が法人として成年後見制度に基づく後見事務を行う
ので、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。

　４月１９日に、茶屋町地区社会福祉協議会が設立しました。
当地区内においても、核家族や単身世帯（独居高齢者、若者
の一人暮らし等）および高齢夫婦世帯の増加などに伴い、様々
な福祉課題が存在しています。
　その課題解決に向けて、一緒に考えていく場がなければ、
また組織化していなければ、継続して協議することができな
いと考えます。
　これからも、地区役員、地域住民、関係者皆様方のご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。

（茶屋町地区社会福祉協議会　会長　古原　重臣）

　４月１９日に、茶屋町地区社会福祉協議会が設立しました。
当地区内においても、核家族や単身世帯（独居高齢者、若者
の一人暮らし等）および高齢夫婦世帯の増加などに伴い、様々
な福祉課題が存在しています。
　その課題解決に向けて、一緒に考えていく場がなければ、
また組織化していなければ、継続して協議することができな
いと考えます。
　これからも、地区役員、地域住民、関係者皆様方のご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。

（茶屋町地区社会福祉協議会　会長　古原　重臣）

　認知症、知的障がい、精神障がいな

どの理由で判断能力の不十分な方々

は、不動産や預貯金の管理をしたり、

介護などのサービスや施設への入所に

関する契約を結んだり、遺産分割の協

議をしたりする必要があってもよく判

断ができずに契約を結んでしまい、悪

徳商法の被害にあうおそれもありま

す。このような判断能力の不十分な

方々を本人に代わって保護し、支援す

るしくみが成年後見制度です。

            （法務局ホームページより）

　認知症、知的障がい、精神障がいな
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断ができずに契約を結んでしまい、悪

徳商法の被害にあうおそれもありま

す。このような判断能力の不十分な

方々を本人に代わって保護し、支援す

るしくみが成年後見制度です。

            （法務局ホームページより）

　　事業内容
▶成年後見制度に関する相談
▶成年後見人等としての後見等事務

　利用できる方
▶①倉敷市在住の方
　②金銭管理が自分ではできない方
　③家族、親族間で資産などについて争っていない方
※上記①から③の条件をすべて満たした方で、
　家庭裁判所から倉敷市社協に法人後見の依頼があった方

　利　用　料
▶利用料は、家庭裁判所が決めます。その方の資産
　状況や支援の内容によって異なります。

お問い合わせ先 
▶倉敷市社協 地域福祉課　☎４３４－３３０１

成年後見制度とは？成年後見制度とは？

茶屋町地区社会福祉協議会

貸出事業のご案内

新設地区社協紹介新設地区社協紹介

※このコーナーでは、障がい者の就労支援を
　行っている事業所のグルメ情報を紹介します。

♥高齢者疑似体験Ｓサイズ　５セット
　倉敷ボランティアセンターまでお問い合わせください。
♥前輪を持ち上げて引くけん引式車イス補助装置　ＪＩＮＲＩＫＩ　10台
今ある車イスに取り付けるだけで、災害時要援護者の避難・移送に抜群の効果を発揮します 。
倉敷市社協水島事務所までお問い合わせください。
♥福祉機器（車イス、介護用ベッド）
地域福祉課及び各事務所までお問い合わせください。
♥車イスのまま乗車可能な 福祉車両
地域福祉課に３台と各事務所には１台あります。地域福祉課及び各事務所までお問い合わせください

新規

新規
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いただきます。

スタ
ッフ

から
の一
言

住　　所 倉敷市児島味野2丁目2-38
 児島市民交流センター１階
電　　話 086-473-2266
営業時間 9:00～16:00
定 休 日 月曜日
倉敷障碍者リハビリテーションセンター
ＵＲＬ　http://www.kurariha.jp/

講師　川崎医療短期大学
三宅真奈美さん　辻 真美さん

喫茶ハーモニー

手作りで地元の新鮮な食材
にこだわって作っている日
替わりランチをぜひお召し
上がりください。

　今回、ご紹介するのは、「喫茶ハーモニー」さんです。
場所は児島市民交流センター内にあり、交流センタ－を利用された方や
ご近所の方などの憩いの場としても親しまれています。
　日替わりランチ（600円）は、毎日２種類が用意され、健康に気遣い
ながら飽きのこないメニューを考えられています。
　また、ケーキなどのデザートも多数用意されています。中でも特に大
人気なのが10月までの期間限定で販売されている「スノーアイス」
（350円）です。この「スノーアイス」は、台湾で人気のふわふわかき氷「雪
花氷」を日本的にアレンジしたフルーツたっぷりのアイスで、とろける
ような食感にファンがたくさんいます。ぜひ一度お立ち寄りください。

介護の
ワンポイント
アドバイス

介護の
ワンポイント
アドバイス

　ボディメカニクスには８つの原則があります。これらを使って少しでも無理のない姿
勢で介護を行ってください。今回は、４つ目をご紹介します。
④大きな筋群を使う。
　指先や腕だけの力で介助するよりも太ももの筋肉やおしりの筋肉を使うと、大きな力
を出すことができます。他にも背筋や腹筋を使うことを意識しましょう。身体全体の筋
肉を使うことで腰の負担が軽くなります。

★「安定した
介護の姿勢」

社協だより 64号の
復習です。

賛助会員名簿 　　　　㈱ダスキン倉敷、ダスキンホームステッド倉敷、（医）多田皮膚科医院、㈱田中商会、㈲田中善昭商店、玉島

信用金庫倉敷支店、玉島信用金庫小溝支店、玉島信用金庫笹沖支店、玉島信用金庫鶴形支店、㈱中国銀行藤戸支店、（医）天和会松田病院、

㈱トクラ、㈱トラヤ塗料店、中島保育園、㈱中原三法堂笹沖店、（福）和福祉会、㈱NAVTEC、㈲難波化成、㈱難波組、㈱西崎本店、西

日本三菱自動車販売㈱倉敷、㈲ノガミ工業、はやおき保育園、㈱ハラダ、㈱ビナン、藤井節夫商店、㈲藤岡楽器店、藤徳物産㈱、ブティ

ック創㈱、ふなぐら荘、㈱プラウド、プリード湯谷㈱、㈱ふるいち、文近堂、宝泉寺、（資）星島社団、㈱マスティ倉敷、丸三科学工業㈱、

㈲三浦自動車、㈱ミキヤ、室山運輸㈱、メディカ倉敷北、（福）めやす箱、森歯科医院、㈲ヤマカ組、ラブネットサービス㈱、㈲リトルマ

ーメード笹沖、㈱リンゲージ藤波、わかば保育園　水　島（医）浅桐産婦人科、㈱生藤自動車　　　　　　　　　　　　　５Pへ続く→

倉　敷

賛助会員名簿 　　　　以心会居宅介護支援事業所、㈲ウエハラ事務機、大阪鋼灰㈱岡山営業所、(医)大森クリニック、化学運輸㈱、

片山倉庫㈲、㈲亀屋防災、関東電化工業㈱、共進運輸倉庫㈱、(福)きょうどう福祉会、倉敷医療生活協同組合、倉敷地区保護司会水島分区会、

㈱健康日本総合研究所、弘化産業㈱、宏成綿業㈱、㈲合田博塗装店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６Pへ続く→

水　島

８月１日８月１日法人後見スタート法人後見スタート
平成27年度新たに取り組む事業

　倉敷市社会福祉協議会では、８月１日より法人後見をスタートしました。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などが、成年後見制度の成年後見人、保佐人もしく
は補助人（以下、「成年後見人等」といいます。）になることです。
　法人後見は、親族または弁護士などの専門職が行う支援と同様に、法人がご本人の保護・支援を行う
ことができます。法人後見では、法人の複数の職員が法人として成年後見制度に基づく後見事務を行う
ので、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。

　倉敷市社会福祉協議会では、８月１日より法人後見をスタートしました。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などが、成年後見制度の成年後見人、保佐人もしく
は補助人（以下、「成年後見人等」といいます。）になることです。
　法人後見は、親族または弁護士などの専門職が行う支援と同様に、法人がご本人の保護・支援を行う
ことができます。法人後見では、法人の複数の職員が法人として成年後見制度に基づく後見事務を行う
ので、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。

　４月１９日に、茶屋町地区社会福祉協議会が設立しました。
当地区内においても、核家族や単身世帯（独居高齢者、若者
の一人暮らし等）および高齢夫婦世帯の増加などに伴い、様々
な福祉課題が存在しています。
　その課題解決に向けて、一緒に考えていく場がなければ、
また組織化していなければ、継続して協議することができな
いと考えます。
　これからも、地区役員、地域住民、関係者皆様方のご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。

（茶屋町地区社会福祉協議会　会長　古原　重臣）

　４月１９日に、茶屋町地区社会福祉協議会が設立しました。
当地区内においても、核家族や単身世帯（独居高齢者、若者
の一人暮らし等）および高齢夫婦世帯の増加などに伴い、様々
な福祉課題が存在しています。
　その課題解決に向けて、一緒に考えていく場がなければ、
また組織化していなければ、継続して協議することができな
いと考えます。
　これからも、地区役員、地域住民、関係者皆様方のご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。

（茶屋町地区社会福祉協議会　会長　古原　重臣）

　認知症、知的障がい、精神障がいな

どの理由で判断能力の不十分な方々

は、不動産や預貯金の管理をしたり、

介護などのサービスや施設への入所に

関する契約を結んだり、遺産分割の協

議をしたりする必要があってもよく判

断ができずに契約を結んでしまい、悪

徳商法の被害にあうおそれもありま

す。このような判断能力の不十分な

方々を本人に代わって保護し、支援す

るしくみが成年後見制度です。

            （法務局ホームページより）

　認知症、知的障がい、精神障がいな

どの理由で判断能力の不十分な方々

は、不動産や預貯金の管理をしたり、

介護などのサービスや施設への入所に

関する契約を結んだり、遺産分割の協

議をしたりする必要があってもよく判

断ができずに契約を結んでしまい、悪

徳商法の被害にあうおそれもありま

す。このような判断能力の不十分な

方々を本人に代わって保護し、支援す

るしくみが成年後見制度です。

            （法務局ホームページより）

　　事業内容
▶成年後見制度に関する相談
▶成年後見人等としての後見等事務

　利用できる方
▶①倉敷市在住の方
　②金銭管理が自分ではできない方
　③家族、親族間で資産などについて争っていない方
※上記①から③の条件をすべて満たした方で、
　家庭裁判所から倉敷市社協に法人後見の依頼があった方

　利　用　料
▶利用料は、家庭裁判所が決めます。その方の資産
　状況や支援の内容によって異なります。

お問い合わせ先 
▶倉敷市社協 地域福祉課　☎４３４－３３０１

成年後見制度とは？成年後見制度とは？

茶屋町地区社会福祉協議会

貸出事業のご案内

新設地区社協紹介新設地区社協紹介

※このコーナーでは、障がい者の就労支援を
　行っている事業所のグルメ情報を紹介します。

♥高齢者疑似体験Ｓサイズ　５セット
　倉敷ボランティアセンターまでお問い合わせください。
♥前輪を持ち上げて引くけん引式車イス補助装置　ＪＩＮＲＩＫＩ　10台
今ある車イスに取り付けるだけで、災害時要援護者の避難・移送に抜群の効果を発揮します 。
倉敷市社協水島事務所までお問い合わせください。
♥福祉機器（車イス、介護用ベッド）
地域福祉課及び各事務所までお問い合わせください。
♥車イスのまま乗車可能な 福祉車両
地域福祉課に３台と各事務所には１台あります。地域福祉課及び各事務所までお問い合わせください

新規

新規
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①タテのどの列にもそれぞれに１～９
の数字がひとつずつ入ります。

②ヨコのどの列にもそれぞれに１～９
の数字がひとつずつ入ります。

③太線で囲まれた３×３の９つのどの
ブロックにもそれぞれ１～９の数字
がひとつずつ入ります。

倉敷地区 水島地区 児島地区 玉島地区 船穂・真備地区

日　時 10 月 23日（金）
10：00～ 15：30

11 月５日（木）
10：00～ 15：00

11 月11日（水）
10：00～ 15：00

1０月２３日（金）
10：00～ 15：00

11 月12日（木）
10：00～ 15：00

行き先 児島観光港 岡山国際ホテル・
深山公園散策

岡山後楽園・
岡山国際ホテル

岡山国際ホテル・
岡山中央卸売市場

ホロコースト記念館
（福山市）

内　容
瀬戸大橋周遊観光ク
ルージング・フレンチ
レストランランチ・情
報交換など

テラスランチ・散策・情
報交換など

園内散策・会食・情報
交換など

会食・情報交換・買物
など 会食・情報交換など

対象者 倉敷地区在住で在宅
介護をしている人

水島地区在住で在宅
介護をしている人

児島地区在住で在宅
介護をしている人

玉島地区在住で在宅
介護をしている人

船穂・真備地区在住で
在宅介護をしている人

参加費 １名 １，０００円 １名 １，０００円 １名 １，０００円 １名 １，０００円 １名 １，０００円

定　員 ４０名
（定員になり次第締切）

２５名
（定員になり次第締切）

２０名
（定員になり次第締切）

３０名
（定員になり次第締切）

４０名
（定員になり次第締切）

申込締切日 １０月１0日（土） １０月２６日（月） １1月４日（水） １０月１３日（火） １1月4日（水）

申込先
倉敷市社協
地域福祉課
☎４３４－３３０１

倉敷市社協
水島事務所
☎４４６－１９００

倉敷市社協
児島事務所
☎４７３－１１２８

倉敷市社協
玉島事務所
☎５２２－８１３７

倉敷市社協船穂事務所
☎５５２－５２００

倉敷市社協真備事務所
☎６９８－４８８３

（水島地区）
水島中央ライオンズクラブ

 水　島　小松原米穀燃料㈲、サトウ機工㈱、三協㈱、三幸工業㈱、三成興業㈱、三洋電業㈱、慈愛幼稚園、㈱シーゲー

トコーポレーション、JFEスチール㈱西日本製鉄所、嶋池電気㈱、㈲住元建築研究所、㈱正慶興業、NPO法人自立センター、新興プランテック㈱、

㈱シンノウ、水塗商事㈱、砂田船舶㈱、角田住宅㈱、ソーダ興業㈱、大平塗装㈱、中国自動車工業㈱水島営業所、㈱ツラジマ、連島東保育園、

東亜外業㈱水島事業所、東洋化学㈱水島工場、㈲トップドライ、ナカウン㈱水島営業所、中島オートセンター、中田テント㈱、中谷エネテック

㈱水島本社、中村解体、(医)難波医院、㈱南備園芸、㈱日明舎、ニッコー運輸㈱、日本トランスシティ㈱、日本非破壊検査㈱水島事業所、

橋本防水工業㈲、ビューテック㈱、㈱双葉製作所水島支社、㈱フレッシュ寿、堀之内産業㈲、(医)眞神耳鼻咽喉科医院、㈱松浦モータース、

水島運搬機㈱、水島ガス㈱、水島機工㈱、水島商運㈱、水島信用金庫、水島切断工業㈱、(社医)水島中央病院、水島木材㈱、みのりや㈱、

明和工業㈱、㈱メタルワン菱和、守谷茂樹、㈱八起電気工事、山下食品㈱、菱進運輸倉庫㈱、リョーサン㈱　児　島　あかり歯科クリニック、

㈱飛鳥、庵谷医院、㈱ウチダ、（医）王慈会、㈲岡田鉄工所、倉敷地区保護司会児島分区会、グループホームいこい、（医）恵和会 田嶋内科、

㈱コーワ・アイ、サンタステクノ㈱、㈲田藤ネーム店、㈱出口屋、東邦産業㈱、特別養護老人ホームしおかぜ　　　　　　　７Pへ続く→

ほっと社協！　65号　平成27年9月1日ほっと社協！　65号　平成27年9月1日

賛助会員名簿

賛助会員名簿 　児　島　仲谷被服㈲、西原織布㈱、㈱西村モータース、浜野工業㈲、㈱原運輸産業、㈱原木工所、㈱ＢＣＭビューテ

ィクリニックＭＯＲＩ、㈱藤原組、村上正則、鷲羽ハイランドホテル　船　穂　浮田工業㈱、㈲)岡鉄工所、倉敷レーザー㈱、㈱グリー

ンキュービック、グループホームはなみずき、㈲興美、㈲幸福設備工業、佐野ソーイング㈱、㈲下村石油店、(有)新日本メンテナンス、

㈲中桐建設、㈲西山青果、㈱備陽工業所、㈲ブランシュ、(有）ふるーる、（有）ミラクルフード　真　備　アカギテクノ㈱、浅野材木店㈱、

㈱浅野鉄筋工業、㈲阿部オートガラス、㈱井上組、キビダンボール㈱、坂本産業㈱徳田農場、㈲山陽レジャー開発、照寂院、デイサービ

スセンター米寿、㈱中本屋工務店、㈱マビ電業社、マルエ㈱、水川商店㈲、ミツワ㈱、㈲室崎製作所、㈲モリヤス新販

　「ねたきり高齢者等介護者リフレッシュ事業」は、在宅で介護されている
方が「介護」から離れ、参加者同士の親睦を深め情報交換をするなかで、
心身をリフレッシュすることを目的としています。

　ハンディキャップのある子ども達が親子でつどい、家族同士が
交流を深め、情報交換やレクリエーションを通じて、戸外での経
験を豊かにすることが目的です。

平成27年度「ねたきり高齢者等介護者リフレッシュ事業」の参加者募集！

「親子ふれあい事業」
参加ご家族募集！

日　  時： １１月８日（日）（雨天実施）
行　  先： 広島市安佐動物公園（広島市安佐北区安佐町）
対　  象： 倉敷市内に居住し、障がいのある３歳以上１８歳以下の
 幼児・児童・生徒とその家族
定　  員： ２１０名（応募多数の場合は抽選）
参 加 費： 無料（昼食は自己負担）
申込方法： 所定の申込書で、倉敷市社協各事務所・
 障がい福祉課へＦＡＸ、郵送又は持参でお申し込みください。
 申込書は、ホームページ及び各事務所にあります。
申込締切： １０月２日（金）

　福祉のまちづくりを目的にチャリティーゴルフ大会を
開催します。
　収益金は介護者支援のための「介護技術講座」開催
の財源として活用させていただきます。

「福祉のまちづくりゴルフ大会」
参加者募集！

日　　時： 11月9日（月）
会　　場： 鷲羽ゴルフ倶楽部
対　　象： 倉敷市在住・在勤者
参 加 費： 3,000円
プレー費： 8,274円（昼食費込）
競技方法： Ｗぺリア方式
申込方法： 所定の申込書で、倉敷市社協各事務所へ
 ＦＡＸ、郵送又は持参ください。
申込書は、ホームページ及び各事務所にあります。
申込締切： 10月18日（日）

【ナンバープレイスのルール】
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　正解者の中から抽選で
１名に粗品を進呈します。
葉書に答え・住所・氏名・
ご意見ご感想をご記入の
上、倉敷市社協「クイズ係」
までお送りください。締切
りは、10月16日です。（当
日消印有効）正解は、次
回社協だより66号にて発
表します。
　前回の正解は、「気分転
換」でした。

　水島中央ライオンズクラブ
認証５周年を記念して、車イ
ス４台、けん引式車イス補助
装置４基、簡易装着型けん
引式車イス補助装置６基等を
ご寄贈していただきました。
ご寄附いただきました器具
は防災・避難訓練、出前福
祉講座等で活用させていた
だきます。（P５おしらせ参照）

（５０音順に掲載しています。）　（平成２７年４月１日～６月３０日まで）

ご寄附をありがとうございます。

（倉敷地区）
井木　　均（金一封）
貝原　寿恵（金一封）
小松原良介（金一封）
古屋野　泉（金一封）
坂本　文子（金一封）
清水　逸平（金一封）
妹尾　裕子（金一封）
地域ケアネットワーク
ホイップの会 （金一封）
時澤　昭子（金一封）
堀田　栄一（金一封）
室山恵美子（金一封）
渡邉　賢治（金一封）

（水島地区）
加藤　正之（金一封）

（児島地区）
大平　總子（金一封）
榊原美智子（金一封）
瀬戸鷲羽さつき会
 （金一封）
高田　賢一（金一封）
原　　　肇（金一封）
原　　　満（金一封）
廣瀬　里子（金一封）
水野　雄氏（金一封）

（真備地区）
水川　健治（金一封）
水川　真一（金一封）
横溝　孝次（金一封）

（玉島地区）
石井　時彦（金一封）
大相撲を楽しむ会
 （金一封）
小川千津子（金一封）
柏台町内会（金一封）
田中勢津子（金一封）
中島　悦郎（金一封）
浜野　直樹（金一封）
原田　直樹（金一封）
平松　完二（金一封）
虫明　正雄（金一封）
宗髙　勝彦（金一封）

（船穂地区）
赤澤　秀彦（金一封）
赤澤美恵子（金一封）
浅野　　弘（金一封）
井上　清子（金一封）
井上　良恵（金一封）
大橋　清祐（金一封）
小野紳一郎（金一封）
さくら会 （金一封）
白髪　唯一（金一封）
髙橋　秀夫（金一封）
中桐　幸子（金一封）
萩野　初雄（金一封）

　皆様からの善意のご寄附は、「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
に使わせていただきます。
※倉敷市社会福祉協議会へのご寄附
は、2,000円以上の場合、税制上
の優遇が受けられます。

ご寄附は、倉敷市社会福祉協議会へ

寄附者名簿

物品寄附

＊この他、10名の方々から匿名でご寄附いただきました。

しゃかいふくしほうじん     くらしきししゃかいふくしきょうぎかい     　きふきんかいけい  かいちょう   むしあけ まさお

【寄附銀行振込先】　◇お振込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。
（振込先）中国銀行　倉敷市役所出張所　（口座番号）　普通　１１１７１９８

　（名義）社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会  寄付金会計 会長   虫明正雄　

≪企業からの物品寄附≫

＊企業の社会貢献の
ご相談、提案させて
いただきます。

＊企業の社会貢献の
ご相談、提案させて
いただきます。

6 7

※振込手数料は
　ご負担ください。



①タテのどの列にもそれぞれに１～９
の数字がひとつずつ入ります。

②ヨコのどの列にもそれぞれに１～９
の数字がひとつずつ入ります。

③太線で囲まれた３×３の９つのどの
ブロックにもそれぞれ１～９の数字
がひとつずつ入ります。

倉敷地区 水島地区 児島地区 玉島地区 船穂・真備地区

日　時 10 月 23日（金）
10：00～ 15：30

11 月５日（木）
10：00～ 15：00

11 月11日（水）
10：00～ 15：00

1０月２３日（金）
10：00～ 15：00

11 月12日（木）
10：00～ 15：00

行き先 児島観光港 岡山国際ホテル・
深山公園散策

岡山後楽園・
岡山国際ホテル

岡山国際ホテル・
岡山中央卸売市場

ホロコースト記念館
（福山市）

内　容
瀬戸大橋周遊観光ク
ルージング・フレンチ
レストランランチ・情
報交換など

テラスランチ・散策・情
報交換など

園内散策・会食・情報
交換など

会食・情報交換・買物
など 会食・情報交換など

対象者 倉敷地区在住で在宅
介護をしている人

水島地区在住で在宅
介護をしている人

児島地区在住で在宅
介護をしている人

玉島地区在住で在宅
介護をしている人

船穂・真備地区在住で
在宅介護をしている人

参加費 １名 １，０００円 １名 １，０００円 １名 １，０００円 １名 １，０００円 １名 １，０００円

定　員 ４０名
（定員になり次第締切）

２５名
（定員になり次第締切）

２０名
（定員になり次第締切）

３０名
（定員になり次第締切）

４０名
（定員になり次第締切）

申込締切日 １０月１0日（土） １０月２６日（月） １1月４日（水） １０月１３日（火） １1月4日（水）

申込先
倉敷市社協
地域福祉課
☎４３４－３３０１

倉敷市社協
水島事務所
☎４４６－１９００

倉敷市社協
児島事務所
☎４７３－１１２８

倉敷市社協
玉島事務所
☎５２２－８１３７

倉敷市社協船穂事務所
☎５５２－５２００

倉敷市社協真備事務所
☎６９８－４８８３

（水島地区）
水島中央ライオンズクラブ

 水　島　小松原米穀燃料㈲、サトウ機工㈱、三協㈱、三幸工業㈱、三成興業㈱、三洋電業㈱、慈愛幼稚園、㈱シーゲー

トコーポレーション、JFEスチール㈱西日本製鉄所、嶋池電気㈱、㈲住元建築研究所、㈱正慶興業、NPO法人自立センター、新興プランテック㈱、

㈱シンノウ、水塗商事㈱、砂田船舶㈱、角田住宅㈱、ソーダ興業㈱、大平塗装㈱、中国自動車工業㈱水島営業所、㈱ツラジマ、連島東保育園、

東亜外業㈱水島事業所、東洋化学㈱水島工場、㈲トップドライ、ナカウン㈱水島営業所、中島オートセンター、中田テント㈱、中谷エネテック

㈱水島本社、中村解体、(医)難波医院、㈱南備園芸、㈱日明舎、ニッコー運輸㈱、日本トランスシティ㈱、日本非破壊検査㈱水島事業所、

橋本防水工業㈲、ビューテック㈱、㈱双葉製作所水島支社、㈱フレッシュ寿、堀之内産業㈲、(医)眞神耳鼻咽喉科医院、㈱松浦モータース、

水島運搬機㈱、水島ガス㈱、水島機工㈱、水島商運㈱、水島信用金庫、水島切断工業㈱、(社医)水島中央病院、水島木材㈱、みのりや㈱、

明和工業㈱、㈱メタルワン菱和、守谷茂樹、㈱八起電気工事、山下食品㈱、菱進運輸倉庫㈱、リョーサン㈱　児　島　あかり歯科クリニック、

㈱飛鳥、庵谷医院、㈱ウチダ、（医）王慈会、㈲岡田鉄工所、倉敷地区保護司会児島分区会、グループホームいこい、（医）恵和会 田嶋内科、

㈱コーワ・アイ、サンタステクノ㈱、㈲田藤ネーム店、㈱出口屋、東邦産業㈱、特別養護老人ホームしおかぜ　　　　　　　７Pへ続く→

ほっと社協！　65号　平成27年9月1日ほっと社協！　65号　平成27年9月1日

賛助会員名簿

賛助会員名簿 　児　島　仲谷被服㈲、西原織布㈱、㈱西村モータース、浜野工業㈲、㈱原運輸産業、㈱原木工所、㈱ＢＣＭビューテ

ィクリニックＭＯＲＩ、㈱藤原組、村上正則、鷲羽ハイランドホテル　船　穂　浮田工業㈱、㈲)岡鉄工所、倉敷レーザー㈱、㈱グリー

ンキュービック、グループホームはなみずき、㈲興美、㈲幸福設備工業、佐野ソーイング㈱、㈲下村石油店、(有)新日本メンテナンス、

㈲中桐建設、㈲西山青果、㈱備陽工業所、㈲ブランシュ、(有）ふるーる、（有）ミラクルフード　真　備　アカギテクノ㈱、浅野材木店㈱、

㈱浅野鉄筋工業、㈲阿部オートガラス、㈱井上組、キビダンボール㈱、坂本産業㈱徳田農場、㈲山陽レジャー開発、照寂院、デイサービ

スセンター米寿、㈱中本屋工務店、㈱マビ電業社、マルエ㈱、水川商店㈲、ミツワ㈱、㈲室崎製作所、㈲モリヤス新販

　「ねたきり高齢者等介護者リフレッシュ事業」は、在宅で介護されている
方が「介護」から離れ、参加者同士の親睦を深め情報交換をするなかで、
心身をリフレッシュすることを目的としています。

　ハンディキャップのある子ども達が親子でつどい、家族同士が
交流を深め、情報交換やレクリエーションを通じて、戸外での経
験を豊かにすることが目的です。

平成27年度「ねたきり高齢者等介護者リフレッシュ事業」の参加者募集！

「親子ふれあい事業」
参加ご家族募集！

日　  時： １１月８日（日）（雨天実施）
行　  先： 広島市安佐動物公園（広島市安佐北区安佐町）
対　  象： 倉敷市内に居住し、障がいのある３歳以上１８歳以下の
 幼児・児童・生徒とその家族
定　  員： ２１０名（応募多数の場合は抽選）
参 加 費： 無料（昼食は自己負担）
申込方法： 所定の申込書で、倉敷市社協各事務所・
 障がい福祉課へＦＡＸ、郵送又は持参でお申し込みください。
 申込書は、ホームページ及び各事務所にあります。
申込締切： １０月２日（金）

　福祉のまちづくりを目的にチャリティーゴルフ大会を
開催します。
　収益金は介護者支援のための「介護技術講座」開催
の財源として活用させていただきます。

「福祉のまちづくりゴルフ大会」
参加者募集！

日　　時： 11月9日（月）
会　　場： 鷲羽ゴルフ倶楽部
対　　象： 倉敷市在住・在勤者
参 加 費： 3,000円
プレー費： 8,274円（昼食費込）
競技方法： Ｗぺリア方式
申込方法： 所定の申込書で、倉敷市社協各事務所へ
 ＦＡＸ、郵送又は持参ください。
申込書は、ホームページ及び各事務所にあります。
申込締切： 10月18日（日）

【ナンバープレイスのルール】
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　正解者の中から抽選で
１名に粗品を進呈します。
葉書に答え・住所・氏名・
ご意見ご感想をご記入の
上、倉敷市社協「クイズ係」
までお送りください。締切
りは、10月16日です。（当
日消印有効）正解は、次
回社協だより66号にて発
表します。
　前回の正解は、「気分転
換」でした。

　水島中央ライオンズクラブ
認証５周年を記念して、車イ
ス４台、けん引式車イス補助
装置４基、簡易装着型けん
引式車イス補助装置６基等を
ご寄贈していただきました。
ご寄附いただきました器具
は防災・避難訓練、出前福
祉講座等で活用させていた
だきます。（P５おしらせ参照）

（５０音順に掲載しています。）　（平成２７年４月１日～６月３０日まで）

ご寄附をありがとうございます。

（倉敷地区）
井木　　均（金一封）
貝原　寿恵（金一封）
小松原良介（金一封）
古屋野　泉（金一封）
坂本　文子（金一封）
清水　逸平（金一封）
妹尾　裕子（金一封）
地域ケアネットワーク
ホイップの会 （金一封）
時澤　昭子（金一封）
堀田　栄一（金一封）
室山恵美子（金一封）
渡邉　賢治（金一封）

（水島地区）
加藤　正之（金一封）

（児島地区）
大平　總子（金一封）
榊原美智子（金一封）
瀬戸鷲羽さつき会
 （金一封）
高田　賢一（金一封）
原　　　肇（金一封）
原　　　満（金一封）
廣瀬　里子（金一封）
水野　雄氏（金一封）

（真備地区）
水川　健治（金一封）
水川　真一（金一封）
横溝　孝次（金一封）

（玉島地区）
石井　時彦（金一封）
大相撲を楽しむ会
 （金一封）
小川千津子（金一封）
柏台町内会（金一封）
田中勢津子（金一封）
中島　悦郎（金一封）
浜野　直樹（金一封）
原田　直樹（金一封）
平松　完二（金一封）
虫明　正雄（金一封）
宗髙　勝彦（金一封）

（船穂地区）
赤澤　秀彦（金一封）
赤澤美恵子（金一封）
浅野　　弘（金一封）
井上　清子（金一封）
井上　良恵（金一封）
大橋　清祐（金一封）
小野紳一郎（金一封）
さくら会 （金一封）
白髪　唯一（金一封）
髙橋　秀夫（金一封）
中桐　幸子（金一封）
萩野　初雄（金一封）

　皆様からの善意のご寄附は、「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
に使わせていただきます。
※倉敷市社会福祉協議会へのご寄附
は、2,000円以上の場合、税制上
の優遇が受けられます。

ご寄附は、倉敷市社会福祉協議会へ

寄附者名簿

物品寄附

＊この他、10名の方々から匿名でご寄附いただきました。

しゃかいふくしほうじん     くらしきししゃかいふくしきょうぎかい     　きふきんかいけい  かいちょう   むしあけ まさお

【寄附銀行振込先】　◇お振込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。
（振込先）中国銀行　倉敷市役所出張所　（口座番号）　普通　１１１７１９８

　（名義）社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会  寄付金会計 会長   虫明正雄　

≪企業からの物品寄附≫

＊企業の社会貢献の
ご相談、提案させて
いただきます。

＊企業の社会貢献の
ご相談、提案させて
いただきます。
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※振込手数料は
　ご負担ください。



Ａ４横型

Ａ４縦型

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

船穂事務所 〒 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内

真備事務所 〒 710-1301　倉敷市真備町箭田 1161-1 TEL 698-4883　FAX 698-9622 真備保健福祉会館 1階

 

この広報紙は、共同募金の配分金によって発行しています。

和気あいあいの倉敷まちづくり
～みんなで話しあい、
　　学びあい、支えあい～

社会福祉法人

〒710－0834 倉敷市笹沖１８０番地
 TEL：086-434-3301
 FAX：086-434-3357
ホームページ：http://kurashikisyakyo.or.jp

倉敷市社会福祉協議会

くらしき社協だより

社会福祉協議会とは

10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が
はじまります。

倉敷市社会福祉協議会 広報紙の愛称は、
「ほっと社協！」に決定いたしました。

編集・発行　　　社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

　地域で起こる様々な福祉問題を地域の皆さんと一緒に考え、保健・医療・福祉などの関係者、行政機関の
協力を得て、「誰もがいつまでも住み慣れたまちで安心して暮らせるまちづくり」をめざす公共性・公益性の
高い民間の非営利団体です。

　くらしき社協だよりの愛称の募集には、総数302件というたくさんのご応募をいただき、ありが
とうございました。厳正な審査の結果、次のとおり愛称が決定し、6月30日の贈呈式で最優秀賞
の楠戸さんに虫明会長から賞状と副賞が渡されました。

★最優秀賞：楠戸絹枝さん（真備町）
　愛称の意味：“ほっと”が、安心できる意味での“ホッと”
と最新の情報を発信するという意味です。

★優秀賞　「かけはし」　　佐藤豊行さん
★優秀賞　「こもれび」　　大橋久美さん
★優秀賞　「そよかぜ」　　武本苗子さん
★優秀賞　「ハーモニー」　守屋　聰さん
★優秀賞　「温(ほっと)・はあと」　楠本さゆりさん

※応募くださいました皆さん、ありがとうございました。

（最優秀賞　楠戸さんのコメント）
娘と一緒に考えたのですが、採用されて二人とも驚いています。
親しみのある社協だよりになってくれたらいいなと思っています。

募金は、倉敷市内の福祉活動に役立てられます。

共同募金には、戸別募金、街頭募金、法人募金、職域募金、学校募金などがあります。
ご協力をよろしくお願いいたします。
募金は、振込も可能です。
◎領収書が必要な方は、倉敷市社協 地域福祉課へご連絡ください。

おかやまけんきょうどうぼきんかい    くらしきしきょうどうぼきんいいんかい        かいちょう   むしあけ まさお

中国銀行　倉敷市役所出張所　普通　１０２２１３８　

口座名義　岡山県共同募金会 倉敷市共同募金委員会　会長  虫明正雄
共同募金振込口座

このバッグは、倉敷帆布とのコラボ商品です。
売上の一部は、共同募金に寄附され、岡山県共同募金会の配分計画に基づき、

倉敷市内の福祉活動に役立てられます。

【製品紹介】
　共同募金をイメージした赤を基調として、倉敷市共同募金委員会のマスコットキャラクター「うさピー」と
　「倉敷帆布」のネームが付いています。今年は、新しいデザインのバッグを追加しました！
【 価　格 】　各 1,000 円（税込）
【販売先】　倉敷市社協 各事務所  および　㈱バイストン直営店

￥1,000
（税込）

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

A4サイズの資料が入る横型トートバッグ
赤色・紺色 高さ 24㎝
 横 38㎝
 マチ約 8㎝

お弁当入れ
赤色・紺色 高さ 24㎝
 横 38㎝
 マチ約 14㎝

A4サイズの資料が入る縦型トートバッグ
赤色・紺色・芥子色・オリーブ色（新色）
高さ33㎝  横 30㎝ マチ約8㎝

※数量限定商品は、倉敷市社協地域福祉課
　（くらしき健康福祉プラザ）の窓口のみの販売になります。

数量限定
商品

平成27年度だけの特別な商品です。
商品はなくなり次第、販売終了となります。

＊ヨコ型トートバッグです。
カラーは色々あります。
数量300枚限定です！
【価格】2,500円（税込）
・A4サイズが入り､
肩にかけられ軽くて丈夫です。
高さ30㎝ 横45㎝ マチ14㎝

＊ポーチです。
カラーは、水色とピンク色。各100個。
【価格】1,000円（税込）
・通帳やカード、診察券が入ります。

11月11日11時11分から
販売を開始します。

ほっと社協！　65号　平成27年9月1日ほっと社協！　65号　平成27年9月1日8 1


