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この機関紙は、共同募金の配分金によって発行しています。
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～じぶんの町を良くするしくみ～　赤い羽根共同募金運動
みんなの募金が、地域のこんな活動に使われています。（P4～5）

今年も、戦国BASARA４
×赤い羽根 コラボレーション
～戦国 BASARA４のキャラクターが、

赤い羽根共同募金を応援します～

　株式会社カプコン（代表取締役社長ＣＯ
Ｏ：辻本春弘）の協力により、人気アクショ
ンゲーム「戦国 BASARA４」とのコラボ
レーションによる啓発ポスターおよびノベ
ルティグッズ（クリアファイル）を制作しま
した。　
　これらのグッズは、倉敷市共同募金委員
会の支部で実施する運動ＰＲのためのイベ
ントなどで、活用します。詳しくは、お近く
の市社協事務所へお問合せください。（数
に限りがあります。）

特集

　誰かのためにと思って募金をした
ら、じぶんたちの町のための、募金で
もありました。
　町のみんなで集めた募金は、じぶん
の町をよくする活動に使われていま
す。
　倉敷市でも、あなたのそばで役立て
られています。

うさピー・トートバックの新色を販売します。（P6へ）
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平成25年度  事業・決算報告

【一般会計】　●収入の部：576,007,213 円	 ※経理区分間繰入金収入は除いています。

【一般会計】　●支出の部：564,711,163 円	 ※経理区分間繰入金支出は除いています。

（自）平成25年４月１日	（至）平成26年３月31日

社協会費
37,162,850 円

①一般事業
210,297,309 円

②共同募金配分金事業
46,693,872 円

③ ボランティア活動
推進事業 758,159 円

寄付金
8,819,815 円

補助金
127,603,971 円

受託金収入
204,112,455 円

事業収入
7,585,481 円

共同募金配分金
50,932,989 円

事業報告（平成25年度実施した事業の一部をご報告いたします）

①一般事業
・地区社会福祉協議会の設置推進
　新たに３地区設置（49地区／64 小学校区）
・倉敷結婚相談所の運営　
　登録者828 名・結婚成立組数 24組
　新たにカップリングパーティーを実施。
・福祉機器貸出事業
　（車いす・福祉ベッドの無料貸出）
　�貸出件数（車いす：1020件・福祉ベッド：144件）
・福祉の店「あゆみ」の運営
　�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（25年度売上5,826,437
円）売上金全額を製作者へ還元。　　　など

②共同募金配分事業
・福祉講座の開催（850名参加）
・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
　（285 名参加）
・	成年後見制度講座＆地域の身近な生活相談
（４地区で開催）
・サロン活動支援事業（交流会等の開催：10回）
　※5ページ参照
・	介護者の会の支援（市内６地区の在宅介護
者の会の活動を側面から支援）　※４ページ
参照
・	歳末たすけあい運動の実施 ( 在宅ねたきり
高齢者・児慰問：986 名・75歳以上独居高
齢者訪問：6,464 名 )　　　　　　　��など

③ボランティア活動
・ボランティア推進事業
・	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：6,977名・活動
件数：307件・活動者：
2,037名）
・	夏のボランティア体験事
業（参加者：1,175 名）
・	介護支援いきいきポイン
ト制度
・	出前福祉講座（実施回数
77回・受講者数 6,769
名）　　　　　　　など

※賛助会員の掲載につきましては、平成 26年４月１日から平成 26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。

愛文社書店、赤木医科器械㈱、秋定クリニック、秋田税理士法人、浅原桃花園居宅介護支援事業所、あさひ園、朝日新聞倉敷販売㈱、旭テク
ノプラント㈱、麻生岡山生コンクリート、（福）郁青会、居食家　寿、井上電気工事㈲、㈲内田新聞舗、㈱江口電機、（医）えんさこ医院、㈲老松モータープール、
おおうえ歯科医院、大熊乳業㈱、㈲オージーテクノス、㈱大島屋、大高電器㈱、㈲オオニシ、（財）大原記念倉敷中央医療機構、（財）大原美術館、オール薬
局倉敷店、岡山エレクトロニクス㈱、岡山ガス㈱倉敷営業所、岡山汽力㈱、岡山ゴルフ倶楽部、おかやま信用金庫中庄支店、岡山トヨタ自動車㈱倉敷店、
岡山日野自動車㈱倉敷支店、小川ミシン㈱、小野　和博、小野歯科医院、帯江保育園、開盛配管㈲、㈱海全重機、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、㈲片岡自動車、㈱金森電気、カモ井加工紙㈱、カモ井食品工業㈱、（学）川崎学園、観龍寺、木村耳鼻咽喉科医院、旭栄電
機㈱、（福）クムレ、㈱倉敷アイビースクエア、倉敷オートメーション㈱、倉敷貨物自動車運送事業、（協組）倉敷市環境保全協会、倉敷自動車学校、倉敷市
母子寡婦福祉連合会、倉敷授産場、（財）倉敷成人病センター、倉敷タクシー㈱、㈱倉敷通信サービス、倉敷刀剣美術館、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、倉敷木材㈱、㈱クラボウドライビングスクール、グローバルプランニング㈱、㈲ケイ・エム・オー、

賛助会員名簿

3Pへ続く→

倉　敷
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【一般会計】　●収入の部：576,007,213 円	 ※経理区分間繰入金収入は除いています。

【一般会計】　●支出の部：564,711,163 円	 ※経理区分間繰入金支出は除いています。

④倉敷市受託事業
191,835,714 円

⑤岡山県社協受託事業
8,682,863 円

⑥介護保険関連事業
106,443,246 円

介護保険関連事業
123,606,184 円

利用料収入
913,000 円

雑収入　他
11,270,468 円

会計単位間繰入金収入
4,000,000 円

事業報告（平成25年度実施した事業の一部をご報告いたします）

④倉敷市受託事業
・福祉車両貸出事業（貸出件数：470件）
・	友愛訪問事業（独居・寝たきり高齢者約 5,887 名宅を定期訪問）
・高齢者等心配ごと相談事業（244日開所・353件相談対応）　　など

⑤岡山県社協受託事業
・	日常生活自立支援事業（判断能力に不安のある方の福祉サービス利用
援助・日常的金銭管理サービス・重要書類の保管等を支援（契約者数
83名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

⑥介護保険関連事業
・	地域包括支援センター事業（家族介護教室：３回・介護予防事業：35
回実施）・居宅介護支援事業（契約者：147名）・通所介護事業（契約者：
87名）・訪問介護事業（２事業所：契約者：98名）　　　　　��など

㈲興南木工所、（宗）極楽寺、㈲小橋コーポレーション、㈱小町産
業、酒津商事㈱、㈱佐和測量コンサルタント、㈱山陽エレベーター製作

所、山陽新聞社倉敷本社、山陽徳山生コンクリート㈱、㈱山陽フードサービス、サンライフ倉
敷、㈱三楽、三和保育園、㈲シーエフ三圭、（医）しげい病院、上西孝道（しののめ保育園）、㈱ジャ
クエツキャラ、庄の里、正友興業㈱、（医）昭和会倉敷北病院、㈲白神材木店、新田保育園、新
日本清掃㈲、すぎはら眼科・内科医院、清心保育園、（医）誠和会、（福）全仁会、㈱大幸商会、大
正林材㈱、大地測量㈱、㈱第二開発技工、大丸通商㈱、（医）太陽会橋本歯科医院、大和警備保障㈱、
㈲多賀印刷、高尾　肇、㈱高原組、竹内誠税理士事務所、㈱ダスキン倉敷、ダスキンホームイ
ンステッド倉敷、（医）多田皮膚科医院、㈱田中商会、田中平版印刷㈱、㈲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、
玉島信用金庫中庄支店、、茶屋町こどもクリニック、㈱中水設備、

賛助会員名簿

4Pへ続く→

倉敷市社会福祉協議会は、年齢や障がいの
有無に関わらず、誰もが安心して心豊かに
過ごせることができるよう、地域の様々な
機関と連携し、住民とともに福祉のまちづ
くりを推進する団体です。

児島競艇場売店　特別会計

●事業収入の部（科目） 決算額

事業収入 28,085,529 円

受託金収入 15,708,066 円

受取利息配当金収入 3,000 円

雑収入 315,980 円

①当期収入計 44,112,575 円

●事業支出の部（科目） 決算額

売上原価 21,882,380 円

人件費支出 12,759,791 円

事務費支出 3,669,650 円

会計単位間繰入金収入 4,000,000 円

②当期支出計 42,311,821 円

当期利益　1,800,754＝①－②
※なお、会計単位間繰入金支出 4,000,000 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。

財産目録（一般会計・特別会計）
●資産の部　　科　目 決算額

流動資産 271,421,503円

固定資産 508,613,721円

（１）基本財産 5,000,000円

（２）その他の固定資産 503,613,721円

資産合計 780,035,224円

●負債の部　　科　目 決算額

流動負債 85,420,843円

固定負債 122,652,030円

負債合計 208,072,873円

差引純資産 571,962,351円

◇◆閲覧ができます◆◇
　平成25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。

倉　敷
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㈱電建工業、特定非営利活動法人 Kirara、㈱とみはらや、㈱トラヤ塗料店、（司）永田事務所、（福）中野社会福祉協会、（福）和
福祉会、㈱ＮＡＶＴＥＣ、㈲難波化成、㈱難波組、㈱西日本ニチアス、西日本三菱自動車　倉敷支店、西本清掃㈲、㈲ノガミ工業、

㈱はぁもにぃ倉敷、㈱梅月、白龍醤油㈱、㈱ハヤシ、㈱ハラダ、㈱ビナン、ひまわり薬局加須山店、㈱福祉浩志会、（医）福間整形外科医院、藤井節夫商店、
㈱藤木工務店倉敷支店、藤倉プレカット㈱、藤沢歯科医院、藤田工営㈱、㈱藤原車輌、藤原石油店、ふなぐら荘、㈱ふるいち、文近堂、遍照院、宝泉
寺、（資）星島社団、ホテル日航倉敷、㈲ほほえみ、㈱毎日新聞中四国印刷、㈱マスカット薬局、ますみ荘、マルクラ食品㈲、丸三化学工業㈱、㈱丸徳企業、
㈱ミキヤ、みのり倉敷、㈲三宅水道、三代田建工㈱、（福）めやす箱、㈱モリヤテクノ、ヤマト緑地建設㈱、㈱山本住建、㈲ユニオンエンジニアリング、（福）
四ツ葉会、㈱ライフネット難波、龍昌院、龍昌保育園、連医会倉敷デイサービスセンター、わかば保育園、㈲蒲生電気工業所

（医）雨宮医院、（医）以心会難波医院、㈲内田工務店、㈱エスケーコーポレーション、㈱エステック・ウエカワ、㈱片山工務店、㈲かもいヤマハ販売、
共進運輸倉庫㈱、㈲協和製作所、弘化産業㈱、宏成綿業㈱、㈲合田博塗装店、サトウ機工㈱、三幸工業㈱、㈱シーゲートコーポレーション、㈱正慶興
業、白川工業㈱、新興プランテック㈱、㈱シンノウ、親和保育園、水塗商事㈱、千田　博通、ソーダ興業㈱、宅配クック 123　倉敷中央店、㈲連島車輌、
連島東保育園、㈱テクノ見附、㈱東洋工務店、内海工業㈱、ナカウン㈱、中川電機㈱、中田テント㈱、中谷エネテック㈱、中谷興運㈱、

賛助会員名簿

5Pへ続く→

水　島

倉　敷

〜じぶんの町を良くするしくみ〜　赤い羽根共同募金運動
みんなの募金が、地域のこんな活動に使われています。

集特

福祉講演会の開催（共同募金配分事業）

各地区介護者の会交流会

地区社協の防災活動

演　題　『認知機能が低下するのは当たり前
　　　　�　その時の対応次第で認知症発症！』
　　　　〜認知機能が低下しても困らない仲間作り・街作り〜
日　時　11月19日（水）14：00〜 16：00
場　所　児島市民交流センター　ジーンズホール
定　員　280人　　受講料　無料
※お問い合わせは倉敷市社協　児島事務所まで

　倉敷市社協では、共同募金の配分金を受けて、地域
福祉活動として、「介護者の会」の活動支援を行って
います。
　「介護者の会」は、介護をしている方の集まりで、
お互いの情報を交換したり、リフレッシュすることを
目的に活動しています。また、介護研修や施設見学な
どの活動も行っています。
　７月18日（金）には市内の各介護者の会の代表の
方々が集まり交流会を開催しました。交流会ではお互

いの情報を交換し、日ご
ろ困っていることや疑問
に思っていることなどを
話し合って親睦を深めま
した。
　倉敷市内には次の６つの介護者の会があり、会員を
募集しています。介護をしている方ならどなたでも参
加できます。お問い合わせは、倉敷市社協各事務所ま
でご連絡ください。

　連島東地区社会福祉協議会（浅野武
雄会長）が、６月15日（日）に学区一
斉の避難訓練を実施しました。午前８
時の、「２時間後に津波がくるとの警報
が発令されました。全員避難してくだ
さい。」との放送で、町内ごとに集合場
所へ集合し、午前10時までには、連島
東小学校の校庭へ避難・集合しました。
予想を上回る約1200人の方が参加さ
れ、物干し竿や竹と毛布で簡単にでき

る担架づくりをはじめ、煙体験ハウス、
震度７が体験できる地震体験車、引く
こともできる車椅子補助装置（じんり
きクイック）、消火訓練、新聞紙ででき
るスリッパ作りなどを体験しました。

①�倉敷地区　倉敷ねたきり認知症家族の会
②�水島地区　水島地区介護者の会「とまり木の会」
③�児島地区　児島在宅介護者の会ゆずり葉の会

④�玉島地区　「玉島ねたきり・認知症介護者の会」
⑤�船穂地区　船穂町介護者の会
⑥�真備地区　真備介護者の会

講　師
片
かたやま
山　禎

さだ
夫
お
�先生

（川崎医科大学　神経内科特任准教授、
��岡山県・認知症疾患医療センター　副センター長）

NHKスペシャルや
eテレにも出演!!

▶�

避
難
の
様
子

▲�簡単な担架づくり

▲�ちびっこも消火訓練

受講者募集

※共同募金は、地区社協の活動助成金としても配分されています。
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中村解体、㈱南海、西日本三菱自動車販売㈱、㈱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㈱、
乳児親和保育園、橋本防水工業㈲、ビューテック㈱、㈱ヒューマン、冨士石油㈲、不二道路工業㈱、㈱フジナガ、堀之内産業㈲、

㈱ホンダ販売中島、（医）眞神耳鼻咽喉科医院、㈱松浦モータース、三浦医院、水島運搬機㈱、水島機工㈱、水島商運㈱、水島信用金庫、水島切断工業㈱、
水島臨海興業㈱、明和工業㈱、㈱八起電気工事、山下食品㈱、㈱山中石材、㈱ユタカケミカル水島工場、（福）藍山会、菱進運輸倉庫㈱、両備トランスポー
ト水島㈱、リョーサン㈱

廣瀬　里子

安養院、池畝保育園、石橋運輸㈱、円乗院、円通寺、海蔵寺、笠岡信用組合玉島支店、㈲京ひろ、共立コーテック㈱、グループホーム第二朋寿、
㈱クレーンピーエムセンター、黒崎連島漁業協同組合、㈲ケアサービス双葉、㈲コーモト薬局、瀬戸内ライン㈲、㈲せのお、㈲高倉モータース、㈱滝
沢組、㈱田辺商店、㈱玉島活版所、玉島石油㈲、玉島中央老健施設  秀明荘、㈱ナカツカ、㈲ハッカ美容室、㈱光、守屋おさむクリニック、㈲山本電業、

（特）うずき荘

賛助会員名簿

7Pへ続く→

水　島

児　島

玉　島

地区社協主催の福祉講演会

サロン活動への支援

　平成25年９月に発足した沙美地区社会福祉協議会
では、６月29日（日）玉島黒崎公民館にて渡辺胃腸
科外科病院の渡辺哲夫先生をお招きして福祉講演会
を開催しました。この講演会を開催するに至った経
緯や主催者の思いを取材してきました。

レポーター：「どうして渡辺先生をお招きして講演会
を開催されることになったのですか？」

地区社協理事A：「沙美地区は高齢化率が高く、なん
と、40％を超えているのです！でも、皆さんとても
お元気です。
　そんな我々 (笑)が、地域を支えていくためには、
まず、我々自身が元気でなければいけないと思いま
す。
　長生きの秘訣には皆さん関心がありますので、健
康づくりがテーマだと大勢参加してもらえるという
こと、そして、これをきっかけに地域のみんなで声

を掛け合って、楽しく健康づくりを実践していこう
ではないか！という思いで開催しました。」

レポーター：「40％越える高齢化率、でもみなさん
お元気！！ところで、今日の講演会に参加してみて
いかがでしたか？」

参加者B：「先生のお話は楽しく、ためになることば
かりでした。これまで、小学校区で集まる機会も少
なかったので、久しぶりに会えた人もいて、うれし
かったです。これからも地区社協が主催で、地域の
繋がりを深めるような機会を作っていってほしいで
す。倉敷一番の長寿を目指せそうです。」

　年齢や性別を問わず、引きこもりや孤独といった
状況が社会的にも問題視され始め、「話し相手がほし
い」地域の人ともっと話し合う場がほしい」、また東
日本大震災後「地域住民同士のつながりを強めたい」
という要望が聞こえるようになりました。
　倉敷市社協では、共同募金からの配分を受けて、
生きがいや健康づくりに加え、居場所づくりにも取
り組めるよう、ふれあいサロンの立上げやサロンの
活動者を対象とした、研修会や交流会を開催するな
ど活動支援を行ってきました。
　サロン活動の魅力は、歩いていけるような身近な

場所で、なじみのある仲間（住民）同士でつどい、
楽しく、気楽にすごせるという自由さにあります。
　またサービスをする側、される側という立場に分
けず、お互いを尊重し合って対等につき合えること
も魅力の一つです。
　そして、地域住民同士で交流するサロンが、お互
いの困りごとや不便さなどを助け合えるような居場
所になるように、新たな方向性をもって活動支援に
取り組んでいます。
　サロン活動の立上げや活動の悩みについては、お
気軽に倉敷市社協へご相談ください。

誰もが住み慣れた地域で自立し，安心して心豊かに暮らしていけるまちづくり（福祉コミュニティ）
をめざし，各種の事業等を展開しています。

リーダーの東さんのコメント
　以前から、自分の健康のために習った健康体操
を、地域の方と一緒に続けて、みんなで元気にな
れるように生かしたいと思っていました。
　「まずは、集まってみよう」という倉敷市社協の
後押しで、集まりました。その後の活動内容は、
みんなで話し合って決めることにしました。計画
を立てる時も、話が盛り上がって楽しい時間です。
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　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。

日 時：11月10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：�指定の申込書にて倉敷市社協各事務所まで

持参かＦＡＸでお申し込みください。
締 	 切：平成26�年10�月19�日（日）

要約筆記奉仕員養成講座

　みなさん，「要約筆記」ってご存知ですか？
　要約筆記とは，発言者の話を聞き，要約して文字で
表すことで，難聴や聴覚障がいのある方にその内容を
伝える通訳のことです。そして，要約筆記には，「手
書き」と「パソコン」の要約筆記があります。
　今回は，手書きで行なう要約筆記の奉仕員（通訳者）
の養成講座を開催します。

期 間　10月7日(火)から【毎回火曜日，全15回】
会 場　くらしき健康福祉プラザ
　　　　3階ボランティア交流室　ほか
受講料　2,500円（テキスト代等）
定 員　15人（先着順）
締　切　平成26年9月19日(金)17：00まで
申込先　倉敷ボランティアセンター

福祉のまちづくりゴルフ大会
参加者募集 !!

受講生
大募集！

　募金付商品「うさピートート」。今年も㈱バイストンさんのご協力により「倉敷帆布」と倉敷市共同募金委員会
オリジナルキャラクター「うさピー」がコラボしたトートバッグを販売します。
　今年は、昨年の赤色に加え…
☆新色の紺・きなり・からし色☆の４色です。
　Ａ４サイズの書類がちょうど入る大きさです。
是非、ご購入ください。

価　　格：1,000円（募金付）
販売場所：倉敷帆布　 本店      　 （倉敷市曽原414-2） 
　　　　　　　　　　 美観地区店（倉敷市本町11-33）
　　　　　倉敷市社協 各事務所

新色「うさピートート」10/1販売開始

　最近、地域の色々なところでお弁当やお菓子の移動販売を
みかけます。このコーナーでは、そんな移動販売やお店情報
とつくっているスタッフの皆さんの声を紹介します。

いただきます。

ひなた
の台所

　今回紹介するのは、特定非営利活動法人　ひなたぼっこの会さんのひなたの台所です。
　水島商店街にある「ひなたの台所」では、お弁当やお総菜など販売されています。お
昼には地元の方を中心に多くのお客さんで賑わっています。
　なかでも、第五福田小の児童が発案し、水島おかみさん会の協力のもと商品化した「ピー
ポー弁当」は、水島地区の特産食材をつかった人気商品です。水島臨海鉄道の愛称「ピー
ポー」にちなんだ名前のとおり、生姜ご飯と鶏そぼろのおにぎりとレンコンチップスで
列車が表現されているかわいらしいお弁当です。価格もサンキューの意味をこめて390
円ととてもお手頃です。

お弁当も
お惣菜も
おいしいよっ♪

営業時間：11：00 ～ 17：00（定休日  土・日・祝）
住 所：倉敷市水島東弥生町12- ５
そ の 他：ご予約・お取置可能（ピーポー弁当の店頭販売は水曜日）
　　　　　お店には食事スペースもあり。
☎ご注文・お問い合わせ：086-446-4061

　ピーポー弁当は、おにぎりが電車だったり、たこウィンナーが入ってい
たりと子どもが喜ぶおかずが満載。おにぎりには生姜と鶏そぼろが入って
いてご年配の方にも好評です。
　ピーポー弁当を通じて水島の街がますます元気になれば、うれしいです！

スタッフからの
一言

※このコーナーでは、障がい者の就労支援をおこなっている事業所のグルメ情報を紹介します。
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㈲エマブル・イシイ、㈲割烹　石井、㈱川上建築、キリヤ商店、グループホームはなみずき、㈲興美、㈱佐伯組、佐野ソー
イング㈱、三喜㈲、㈲下村石油店、新日本メンテナンス、たから保育園、玉島信用金庫船穂支店、中備縫製㈱、㈲中桐建設、㈲

西山青果、早川建設㈱、㈱備陽工業所、ブランシュ、㈲ふるーる、宝満寺、㈲ミラクルフード、（医）明三会

アオエテック㈱、青江鉄工㈱、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、㈲井川商店、生田眼科医院、㈱井上組、
㈲井本電気工業所、植村歯科、㈱栄鋼社、Ａコープ真備店、㈱オカジュウ、岡山西農業協同組合真備西支店、岡山西農業協同組合真備東支店、小野建設㈱、
㈱カザケン、㈲笠原工業、門野鮮魚店、㈲鎌田種苗園、カマロ真備店、吉備信用金庫川辺支店、吉備信用金庫真備支店、キビダンボ－ル㈱、木山工業㈱、
㈱クラカン、倉敷医療生活協同組合真備歯科診療所、クラレトレーディング㈱、クリーンオイルサービス㈲、桑木歯科医院、坂本産業㈱徳田農場、サンシャ
イン㈲、山陽マビ水上ゴルフセンター、㈲山陽レジャー開発、照寂院、シルバーセンター後楽、㈲真晃建材、㈱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、宝乳業㈲、タケマサ、武本林業㈱、田村石油店㈱、田村モータースズキ販売㈲、㈲中央クリーン、㈱中国銀行真備支店、ＴＩ、
デイサービスセンター米寿、㈱テオリ、東幸通商㈱岡山事業所、㈱中本屋工務店、永山㈱川辺工場、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、ぶどうの家真備、ホリグチ㈱、まきび病院、㈱マツサカ、まび記念病院、㈱マビ電業社、真備船穂商工会、マルエ㈱、丸中産業㈲、
水川商店㈲、㈱みつや、㈲ミツワ、ミナモト医院、三宅組㈱、宮本歯科医院、㈲室崎製作所、㈲モリヤス新販、㈱守屋石油店、山田建設㈱、山中設備㈲、
ヨシケン不動産㈱、吉田建材㈱、吉田建設㈱、ライフタウンまび

賛助会員名簿

（平成 26年４月〜平成 26年６月）

地域福祉を支える寄附者名簿
（50音順に掲載しています。敬称は略させていただきました。）

善意のご寄附ありがとうございました。

倉		敷
石井　孝昌
大森　善市
金田　啓索
亀山　和男
岸田　更生
齋藤　晴夫
坪井　　敏
日岡　和夫
槇野　　茂

三浦　　正
三島　健治
光畑　泰治
宮武　賢輔
室山　文孝

水		島
髙田　　一
森元　英二

児		島
緋田　洋己
石川　智幸
内田　浩二
大﨑　周治
柏山　公夫
小寺　健吉
小林はるみ
菅野　泰宏
武田　裕充

西原　澄子
西原　正昭
宮本紀一郎
三好　繁光
森本 久二
矢島　富治
山本　幸二

玉		島
小野　弘志
小林　信幸

下舞テル子
高橋　富夫
田上　欣秀
滝澤　清子
中野　　均
難波　　稔
萩原　康久
平田　省三
藤岡　一男
森分　義弘

船		穂
赤澤　孝廣
浅野　三門
石井　高春
石田浩一郎
井上　浩二
小野　正晴
加納　貞代
佐々木秀雄
中原　章夫

中原　貞江
西永　康晴

真		備
浅野　正典
荒芝　春子
石井　　満
加藤　行良
黒瀬　憲次
塩尻美智子
髙田　敏明

田村　幸子
中川　善雄
平田　秀男
松永　信夫
水川　洋治
山下　　正
山本　嘉紀

倉		敷
アミパラ倉敷店
アミパラボウル
事務機卸納品組合
もたえのさと

水		島
日揮株式会社

児		島
瀬戸鷲羽さつき会
本荘園芸同好会

玉		島
大相撲を楽しむ会
虫明　正雄

香典返し寄附

篤志寄附 ※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、上記の他、匿名希望として
全市で14名の方々からご寄附をいただいております。
※倉敷市社協へのご寄附は、税制上の優遇が受けられ
る場合があります。

「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。

ご寄附は社会福祉協議会へ

真　備

船　穂

（created by パズル童子）

①

②

③

ヨコのどの列にもそれぞれに
１～９の数字が一つずつ入ります

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の数字が入ります

 ナンバープレイスのルール

タテのどの列にもそれぞれに
１～９の数字が一つずつ入ります

社協だより ナンバープレイス

　今回クイズコーナーは、パズル童子さんのご協力により、
ナンバープレイスです。
　脳トレと思って、楽しんでください。

　正解者の中から抽選で粗品を進呈します。
　ハガキに答え・住所・氏名「くらしき社協だより」への
ご意見、ご感想、今後掲載して欲しいテーマなどをご記入
のうえ、倉敷市社協「社協だよりクイズ係」までお送りく
ださい。締切りは、１０月１５日（水）の当日消印有効と
させていただきます。正解は、次回の社協だより６２号に
て発表します。

前回のクイズの正解は、④トートバックでした。
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編集・発行　　　社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

TEL 434-3301　FAX 434-3357

TEL 434-3350　FAX 434-3357

TEL 427-0667　FAX 427-0670
TEL 446-1900　FAX 440-0154
TEL 473-1128　FAX 470-0054
TEL 522-8137　FAX 523-0054

TEL 552-5200　FAX 552-9030

TEL 698-4883　FAX 698-9622

〒713-8121　倉敷市玉島阿賀崎１丁目1-1 玉島支所２階
〒711-0912　倉敷市児島小川町3681-3 児島支所４階
〒712-8062　倉敷市水島北幸町1-1 水島支所３階
〒710-0055　倉敷市阿知1-7-2-803 倉敷駅西ビル８階

〒710-0834　倉敷市笹沖180番地
くらしき健康福祉プラザ３階

〒710-0261　倉敷市船穂町船穂1861-1
船穂町高齢者福祉センター内
〒710-1301　倉敷市真備町箭田1161-1
真備保健福祉会館１階

毎週土・日曜日、
祝日、

年末年始
（12月29日
 ～１月３日）

毎週月曜日、
祝日、

年末年始
（12月29日
 ～１月３日）

地域福祉課
総　務　課

結婚相談所
水島事務所
児島事務所
玉島事務所

船穂事務所

真備事務所

事務所名 住　　　　所 電話 ・ FAX 休 館 日

ボランティ
アセンター

平成 26 年度
ねたきり高齢者等介護者
リフレッシュ事業のご案内

介護者のみなさまへのご案内です。
ストレス解消に出かけてみませんか？
参加対象者は、倉敷市内にお住まいで在宅介護をしている方です。

倉敷地区 水島地区 児島地区 玉島地区 船穂・真備地区

日 時 11月７日（金）　
10:00〜15:00

11月６日（木）
10:00〜15:00

11月26日（水）
10:00〜15:00

10月24日（金）
10:00〜15:00

11月20日（木）
９：45〜15：40

行 先 岡山国際ホテル・
岡山後楽園

岡山市中央卸売市場、
ケーキのアウトレット

店など
栗林公園（高松市）

バラの香りとアンネの
日記ホロコースト記念
館、ヴェルジュ都
（福山市）

湯郷方面（美作市）

内 容 テラスランチ・散策・
情報交換など

買い物、会食、情報交換
など

公園散策、会食、
情報交換など

見学、会食、情報交換
など

会食、散策、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人1,000円 １人1,000円 １人1,000円 １人1,000円 １人1,000円
定 員 30名（定員になり次第締切） 30名（定員になり次第締切） 24名（先着順） 30名 40名（先着順）
申込締切 10月22日（水） 10月23日（木） 11月19日（水）必着 10月17日（金） 11月６日（木）必着

申 込 先
倉敷市社協
地域福祉課

(TEL)434-3301

倉敷市社協
水島事務所

(TEL)446-1900

倉敷市社協
児島事務所

(TEL)473-1128

倉敷市社協
玉島事務所

(TEL)522-8137

倉敷市社協
船穂事務所

（TEL）552-5200
倉敷市社協
真備事務所

（TEL）698-4883

親子ふれあい事業への参加ご家族募集
　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経験を豊かにすることが目的です。

日 時　11月16日（日）（雨天の場合も実施します）
行 先　広島市安佐動物公園（広島市安佐北区安佐町大字動物公園）
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・初めて参加される方優先）
参 加 費　無料（ただし、昼食を希望する人は実費をご負担いただきます。）
　　　　　※園内の有料施設をご利用の場合は、各自ご負担ください。
申込方法　�各社協事務所・障がい福祉課へ所定の用紙にてFAX、郵送、持参

等でお申し込みください。
申込締切　10月24日（金）必着

倉敷結婚相談所
臨時休館日のご案内

　事務所のリニューアル工事に伴い、
平成26年９月16日（火）〜 18日（木）
の間、結婚相談所をお休みさせてい
ただきます。
　新しくなった相談所をぜひご活用
ください。


