
（1）ほっと社協！72号 平成29年  夏号

くらしき社協だより 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
倉敷市社会福祉協議会

ホームページ：http://kurashikisyakyo.or.jp

倉敷市笹沖１８０番地
TEL:086-434-3301 FAX:086-434-3357
〒710-0834

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。

　本プロジェクトは、企業等が通常の営業や販売
活動の中で「寄付つき商品・企画」をつくり、当該商
品・サービスの売上げの一部を共同募金に募金（寄
付）することにより、企業等が所在する地域（倉敷）
の福祉活動を支援することを目的とします。
　また、商品・サービスを購入する方は、自分の
欲しい物を買うことで地域の福祉活動を支援でき
るという、企業等、購入者、共同募金会の三者に
メリットがある関係づくりを目指すものです。

　地域で起こる様々な福祉問題を地域のみなさんと一緒に考え、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。

社会福祉協議会とは

寄付つき商品で
　地域貢献しませんか？

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
三盛物産㈱ シャングループ㈲シャン倉敷市西阿知町新田 33-3

☎ 465-5830
http://www.sansei-b.co.jp/ http://www.sian-cosme.jp/

◦桃太郎麦茶パック（定価100円〜500円＋消費税の4種類）
◦食品ギフト贈り物カタログ（掲載商品全て）
※県内のギフトショップや葬儀会社に設置。

◦桃太郎カ
レー

　　500円
＋消費税

ラフ店 ☎ 448-5515

ルーム店 ☎ 445-7102

シャン店 ☎ 472-8167

倉敷市神田 2-13-1
（ニシナフードバスケット神田店）

倉敷市水島高砂町 3-35
（イオンタウン水島店）

倉敷市児島駅前 2-27
（パティオ 1F）

◦ハンドマッサージ  300円

◦ベネフィークエステ  1,000円

◦リクイール（ヘアケア商品10品）

（飲物200円を含む）＋消費税

または3,500円＋消費税

1,500円〜5,000円＋消費税

※詳しくはお店にお問い合わせください。

三盛物産㈱様（左）と倉敷市共同募金会委員会会長と
シャングループ㈲シャン様（右）
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倉敷市社協の Facebook を見てね！

平成29年度　倉敷市社会福祉協議会事業計画・当初予算

平成29年度事業計画を次のように策定しました。

◦◦◦ 重 点 目 標 ◦◦◦
①地域福祉活動計画の推進
◦次の3つの基本目標を柱に推進
　⑴互いに助けあい、支えあう地域づくり
　⑵誰もが安心して福祉サービスを受けられる  
　　地域づくり
　⑶地域で安心して暮らすための基盤づくり
②発展強化計画の推進
◦地域福祉活動計画の推進とさらなる地域福祉

の推進のための基盤強化と健全な法人運営の
構築

③ボランティア活動及び市民活動支援の推進
　⑴災害ボランティアセンター設置・運営訓練
　　の実施と災害ボランティアセンターマニュ
　　アルをもとに、災害時の対応に向けた体制
　　強化
　⑵高齢者等がボランティア活動を通じて、地
　　域貢献及び自身の介護予防を推進すること
　　を積極的に奨励、支援する「いきいきポイ
　　ント制度」の充実
　⑶ボランティア活動の情報収集、発信を積極
　　的に実施する、ボランティア活動の活性化

１. 公私協働事業
◦広報活動事業◦福祉活動計画策定事業◦地区
社協活動◦団体育成事業◦地域福祉推進事業◦
地域活動事業◦助成事業◦福祉協力委員事業◦
フェスティバル事業◦福祉講座事業◦福祉機器
貸出事業◦結婚相談所事業◦福祉の店運営事業
◦在宅支援サービス事業◦法人後見事業◦その
他貸出事業◦歳末たすけあい配分事業◦福祉機
器リサイクル事業◦ボランティア推進及び育成
事業　等

2. 受託事業
⑴市受託事業（給食サービス事業・友愛訪問事

業・心配ごと相談事業・福祉車両貸出事業・
生活支援コーディネーター配置事業・いきい
きポイント制度事業等 ）

⑵県社協受託事業（日常生活自立支援事業・生
活福祉資金貸付事業）

3. 介護保険事業
◦居宅介護支援事業◦通所介護事業◦訪問介護
事業◦地域包括支援センター事業

4. 指定管理事業
◦老人福祉センター事業

5. 収益事業
◦競艇場売店事業

※ただし、拠点区分及びサービス区分間収入は除く。

※ただし、拠点区分及びサービス区分間支出は除く。

事業計画、資金収支予算書は、倉敷市社協
ホームページで閲覧することができます。

勘定科目 当初予算額
1 会費収入 36,224
2 寄附金収入 6,380
3 補助金収入 131,968
4 県・市受託金収入 217,021
5 事業収入 6,931
6 共同募金配分金収入 54,265
7 介護保険関連事業収入 　106,680
8 児島競艇場売店事業収入 29,094
9 負担金収入 200
10 その他の収入 6,530

収　入　合　計 595,293

事業分類 当初予算額

1 公私協働事業（社協会費、寄附金、共同
募金配分金、市補助金等により実施する事業） 246,508

2 受託事業（県社協及び市受託事業） 209,853
3 自主事業（介護保険関連事業等） 92,464
4 市指定管理事業（老人福祉センター事業） 18,371
5 収益事業（児島競艇場売店事業） 28,097

支　出　合　計 595,293

【支出】 単位：千円平成29年度当初予算【収入】 単位：千円

新人紹介（倉敷市社協ニューフェイスです！）

梶田　麻弓
（地域福祉課）

平成29年度採用

朝原　義之
（地域包括支援センター）

平成29年度採用
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倉敷市社協の Facebook を見て「いいね！」を押してね！

　

≪各地区社会福祉協議会の紹介≫

災害義援金の報告について（平成 29 年３月 31 日現在）

二福地区社会福祉協議会（水島地区）

あじの地区社会福祉協議会（児島地区）

　現在、63 小学校区のうち 54 地区に地区社会福祉協議会（地区社協）が設立されています。
　倉敷市社協のホームページで、各地区社協の紹介をしています。各地区社協が発行している広報紙も掲載し
ていますので、ぜひ、ご覧ください。
　今回は、「二福地区社協」と「あじの地区社協」を紹介します。

　二福地区社協では、男性の料理教室、健康増進教室や敬老の集い、防災訓
練などの行事を地域住民と協力しながら開催しています。
　今回紹介するのは、平成 28 年度から始まった三世代交流事業です。「ふじ
の会」という名称で毎月開催。「第二福田地区には、それぞれの世代が別々に
集まる場所しかないので、三世代交流をしたい」という住民の声をきっかけ
に立ち上げ、親子クラブ、愛育委員会、主任児童委員の方々と協力して開催
しています。
　夏には夏まつり、秋にはどんぐり拾いに出かけたりと、季節に合わせた活
動をしています。12 月の「クリスマス会」は、地区社協の副会長がサンタクロースになり、子どもたちにプ

レゼントを渡したり、トナカイの帽子作り、紙芝居「桃太郎」の読み聞かせなど、楽
しい企画でした。紙芝居と木枠は地域の方が手作りされたもので、地域の方が三世代
交流事業を応援している様子が伝わってきました。
　「今後は、子ども達の参加が増える様に広報活動に力を入れ、より活発にしたい」と、
熱い思いを会長が語ってくださいました。

　児島は、かつては瀬戸内海有数の塩田地帯でしたが、現在は全国一の学生
服やジーンズの製造が盛んな地域です。その中でも中心部に位置する味野地
区は、ジーンズストリートで注目されています。
　味野地区は人口 5,179 人、2,400 世帯で、高齢化率は 34.5％です。
　男性の一人暮らしや高齢者世帯が増加傾向にあるので、健康維持のために
栄養改善協議会の役員の指導と婦人会の方々の手伝いにより、和食中心の「男
性料理教室」を味野婦人の家で行っています。
　当初は、野菜の刻み方、火加減、混ぜ合わせ等戸惑った方が多く、参加者

のみなさんも苦労されましたが、現在は慣れてきて、メニューの分担を決めて、和
気あいあいで楽しみながら作っており、よい交流の機会にもなっているとのことで
す。その他、健康教室（毎週１回ラジオ体操とストレッチ）、歩こう会（児島保健
推進室による健康講座と風の道のウォーキング）、幼稚園児との交流会、友愛訪問（一
人暮らしの高齢者）、福祉施設との交流、子育て支援（アップルの会）、三世代交流
もちつき大会、小地域ケア会議等を行っています。

　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、
報告をさせていただきます。
　平成 28 年 4 月 15 日から平成 29 年３月 31 日までに寄せられた義援金は、熊本地震総額
1,695,597 円、鳥取県中部地震総額 31,024 円、大分地震総額 10,000 円となっ
ております。お預かりした義援金は、熊本県共同募金会・鳥取県共同募金会・大分県共同募
金会に送金させていただきました。

男性料理教室

紙芝居の読み聞かせの様子

クリスマス会の様子

三世代もちつき大会
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倉敷市社協の Facebook を配信中！

　　　

9：30 〜 12：30 〜

月曜日 和裁教室 将棋・曲芸

火曜日 囲碁・カラオケ 剣舞・扇舞

水曜日 パソコン・俳句 茶話会

木曜日 絵手紙 曲芸・軽スポーツ

金曜日 編み物 和裁

土曜日 休み パソコン

生活支援コーディネーターによる「地域の宝物」の紹介
　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、「地域で暮らす方」と「支援す
る人やサービス」をつなぐ専門職です。生活支援コーディネーターが日々の活動を通して出会った地域の
宝物である、素敵なサロン等の『通いの場』を紹介します。

　奥様が経営していたクリーニング店を改装して、「交
流サロンふらっと」は誕生しました。地域のみんなが集
まり、学び、楽しめる居場所を月曜日から土曜日まで開
いています。講師も「ふらっと」のメンバーが交代で担
当しています。
　好きな時にくつろげるカフェで、年に数回世代間の交
流を行う繋がりづくりの拠点です。

　地域の方が運営される野菜の直売所。
　買い物だけでなく、みんながゆっくりとふれあえる大
きなテーブルとベンチが居場所になります。
　お買い得な野菜とあたたかい人に囲まれて居心地は最
高です！時間にしばられず、自分の好きな時に色々な人
と交流できる。そんな居場所が地域にはもっと必要です。

交流サロンふらっと（児島）

グリーンハウス（倉敷）

お好きなメニューでいつでもどうぞ！
（常設型の『通いの場』）

気軽に集えて、気持ちがやすらぐ
自由なかたちの手作りサロン

会　場：岡山県高齢者福祉生活協同組合　
　　　　児島地域センター内
　　　　（倉敷市児島下の町 10-5-14）
休館日：日曜日・祝日
利用料：毎回２００円

開所日：月・水・金曜日
　　　　（9:00 ～ 12:30）　
会　場：グリーンハウス（野菜直売所）
　　　　（倉敷市二日市）
主な活動内容：おしゃべり・買い物

週に 3回たくさんの野菜が並び、お客さんと
スタッフの元気な笑顔に出会えます。
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倉敷市社協の Facebook を見てね！

設立総会

福祉の店「あゆみ」でお気に入りを見つけてね♪

講師：竹内　昌彦 氏

場　所：イオンモール倉敷２階 インフォメーション横
電　話：４２６－８６６８（直通）
営業時間 ：10 時～ 16 時　定休日：年中無休

日　　時：平成 29 年８月 26 日（土）13 時 30 分～
場　　所：玉島市民交流センター　玉島湊ホール
講　　師：岡山ライトハウス理事長　　竹内　昌彦 氏
演　　題：『私の歩んだ道～見えないから見えたもの』
定　　員：350 人　受講料は無料ですが、受講票が必要です。　　
※受講票は、８月１日㈫から倉敷市社協各事務所で配布します。（受講票はなくなり次第終了）

　平成 29 年１月 29 日に乙島東小学校区社会福祉協議会を設
立しました。
　玉島地区では最後の設立となりました。私たちの地域は高
梁川西岸の瀬戸内海沿いで、古くは半農半漁業世帯が多く、
その農地もだんだんと住宅地に代わってきています。また、
埋立地には近代的な工場が進出していて、古い世帯と新興世
帯が混在していますが、すでにどの町内会や自治会も、それ
ぞれが自立した活動を展開し、学区内では「小地域ケア会議」
も活発にしています。その中で、地域住民同士で支え合うま
ちづくりを進めるための組織づくりを求める声が増えてきま
した。そこで、それぞれの団体が取り組んできている既存の事業を取捨選択し、総参加のもとで取り組めば
できると信じて、乙島東小学校区社会福祉協議会を設立することになりました。
　「助け合い」「支え合い」という福祉の視点に立った活動を皆様とともに歩んでまいりたいと思います。

乙島東小学校区社会福祉協議会  会長  小　野　　貢

　福祉の店「あゆみ」では、障がいのある皆さんが、福祉
施設や作業所、在宅などで心をこめて作った作品を展示、
販売しています。そこは、まるでギャラリーのよう。かわい
い手芸小物から、本格的な木工品、季節の玩具、おいしそ
うなクッキーなど、心あたたまる作品が並んでいます。「ま
ずはたくさんの人に作品を見ていただきたい」と、おっ
しゃるのは販売のボランティア協力をしている倉敷レディ
スボランティアグループの皆さん。福祉の店「あゆみ」を
通して、障がいのある方が自立し、生きがいを持って社会
参加できるよう応援をされています。
　思いやりあふれる、福祉の店「あゆみ」に、ぜひ一度足
を運んでみませんか？

倉敷市社協では、地域福祉活動に取り組んでいる団体の活動を支援します。　
◇対象事業：地域福祉を推進するための先駆的な取り組みで、倉敷市社協会長が必要と認めた平成 29 年度中に実施する
　　　　　　事業（単年度限り）　
◇助　成　額：事業費総額の１/ ２以内とし上限が５万円　　　◇申込み期限：平成 29 年７月 14 日（金）まで　
◇お問い合わせ：倉敷市社協地域福祉課

新設地区社協の紹介（乙島東小学校区社協）

心あたたまる

作品がいっぱい！ 福祉の店「あ ゆ み」

夏期福祉講座 in 玉島

※倉敷レディスボランティアグループでは、一緒に活動して
　くださるボランティアさんを募集中！
　お問い合わせは、倉敷市社協まで。（☎４３４－３３０１）

≪地域福祉推進事業助成金のご案内≫

≪竹内昌彦氏≫
幼少期に失明し全盲と
なる。岡山県立岡山盲
学校の元教頭「いじめ」
｢命の大切さ」をテーマ
に講演活動を行う。
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倉敷市社協の Facebook を見て「いいね！」を押してね！

★制度の流れ★
　いきいきポイント制度に登録し、所
定の活動を 1 時間行うごとにスタンプ
1 個押します（1 日 2 個まで）。スタン
プ 1 個＝ 100 ポイント＝ 100 円。集め
たポイント数に応じて、活動者の申し
出により、最大 50 個＝ 5,000 ポイン
ト＝ 5,000 円まで交付金として受けと
れる制度です。

★対象者★
　倉敷市に在住する倉敷市介護保険被
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

中﨑　俊子さん 

　　　　　住友三井オートサービス　　　　　アダージョ㈱いづみ荘、安養院、いぎ呉服店、㈱井田組、(特養)うずき荘、
エラヤ食品工業㈱、㈱オカノ、岡山県市町村職員年金者連盟玉島支部、柏島保育園、割烹子元、(特非)かめかめ福祉移送、共
立コーテック㈱、倉敷念法寺、㈲ケアサービス双葉、㈲こいずみ、(医)髙志会柴田病院、ショートステイ桃のかおり、㈱スー
パードライチェーン、住倉学園、髙木金属㈱、㈱滝沢組、玉井堂、玉島医師会、㈲西山新聞舗、㈱野田タンス店、㈲平田工務
店、㈲プラス・サム、ホームプラザ ナフコ玉島店、㈱マキシマ電業、妙立寺、ヤスハラ医院、遊美工房

倉　敷 玉　島

※賛助会員の掲載につきましては、平成28年12月23日から平成29年３月31日までに会費を納
入いただいき、ご了解をいただいた賛助会員の皆様を掲載しています。

　また、敬称は省略させていただきました。

平成29年度  倉敷市社会福祉協議会の会員加入のお願い
　倉敷市社協は、「誰もがいつまでも住み慣れた地域で安心して暮
らせるまちづくり」を目指し、地域の皆さまや福祉関係者の皆さ
まと一緒に地域の福祉活動を推進しています。そして、本会会員
の会費は、この活動を推進するために実施する事業やその運営費
として大切な財源となっています。
　より良い地域づくりを進めるために、ひとりでも多くの方々に
会員になっていただきたいと考えており、各地区の役員の皆さま
のご協力をいただき、会員募集をお願いしております。
　ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　平成 22 年 10 月からスタートした倉敷市介護支援いきいきポイント制度が『倉
敷市いきいきポイント制度』に名称を変更し、登録者の募集を行っています。こ
の制度は、登録者がボランティア活動に取り組み、積極的に地域に貢献し支援す
ることで、活動者自身の健康増進を図り、いきいきとしたまちづくりを行うこと
を目的とした制度です。
　今回、事業名称の変更とあわせて、登録対象年齢が 40 歳以上に拡大されました。
　さらに、今後、活動先の対象施設も拡大の予定です。みなさん、登録していきいき活動しましょう！！
　登録は、倉敷ボランティアセンターまたは、倉敷市社協各事務所でお願いします。　

登録者へのインタビュー
　子育て支援拠点でのイベントの手伝い
や、託児補助等の活動を行っている中﨑
俊子さんにお話しをお伺いすると、「ス
タッフの方もすごく感じが良く、お母さ
ん方もとても喜んで下さり、特に子ども
さんと関わることが好きなので、すごく楽しい。」と笑顔
で話ししてくださいました。

【倉敷市社協会費振込口座】
振替口座：中国銀行 倉敷市役所出張所 普通 １０２１０５１
口座名義：社
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　◎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。

会員加入は、 銀行口座への振込もご利用になれます

会員会費（年額）
普通会員　1 口　　300 円
特別会員　1 口　1,000 円   
賛助会員　1 口　5,000 円
　※賛助会費は、税額控除が適用
　　されます。

倉敷市いきいきポイント制度の登録者募集

★登録に必要なもの★
○介護保険 1 号被保険者の方（65 歳以上の方）
　・倉敷市介護保険被保険者証　・保険料 350 円
○介護保険２号被保険者の方（40歳以上65歳未満の方）
　・身分証明証　・保険料 350 円
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倉敷市社協の Facebook を配信中！

「赤い羽根共同募金運動」・「歳末たすけあい募金運動」募金のお礼とご報告

♥

※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、匿名希望として全市で 8 名の方からご寄附をいただいております。

皆様からの善意のご寄附は、社会福祉活動に使わせ
ていただきます。ご寄附をありがとうございます。

【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

しゃ
会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

人
じん

 倉
くら

敷
しき

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

 寄
き

付
ふ

金
きん

会
かい

計
けい

 会
かい

長
ちょう

  虫
むし

明
あけ

　正
まさ

雄
お

　※振込手数料はご負担ください。

（平成 28 年 12 月 23 日～平成 29 年 3 月 15 日まで）
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。

（倉敷地区）
妹尾　公子（金一封）
（水島地区）
北畝中央組合（金一封）
北畝5丁目貞永（金一封）
北畝5丁目武藤（金一封）
北原知恵子（金一封）
北原　豪人（金一封）
北原　義行（金一封）
濵田のぶ子（金一封）
（玉島地区）
石原　紀二（金一封）
大相撲を楽しむ会（金一封）
柏台町内会（金一封）
信里　武司（金一封）
虫明　正雄（金一封）

（倉敷地区）
犬飼　正長（金一封）
栄永真由美（金一封）
貝原　　任（金一封）
神﨑　康博（50,000円）
佐々木　智（金一封）
杉原　和正（金一封）
田辺　貞子（金一封）
白島　次郎（金一封）
（水島地区）
眞田　京子（金一封）
佃　　　勤（金一封）
藤澤　直司（金一封）
藤原　睦子（金一封）
（児島地区）
安倉　　勝（金一封）

真備地区 倉敷地区 倉敷地区倉敷地区 児島地区 玉島地区
真備陵南高校生徒会様
から文化祭での模擬店
の収益金5,780円をご
寄附いただきました。

倉敷市立西阿知小学校様
から「車イス1台」を寄
贈していただきました。

倉敷市立帯江小学校様
から「車イス１台」を寄
贈していただきました。

岡山県西部ヤクルト販売
㈱様から「車イス3台」を
寄贈していただきました。

倉敷市立味野小学校様
から「車イス１台」を寄
贈していただきました。

ふっふっふ本舗様から
「車イス１台」を寄贈し
ていただきました。

（児童がアルミ缶を収集し寄贈）

長岡　　陽（金一封）
中村　敬子（金一封）
（玉島地区）
大島　保子（金一封）
岡田浩次郎（金一封）
岡田　光順（金一封）
黒瀬　元気（金一封）
田中　国彦（金一封）
匿　　　名（金一封）
中島　一郎（金一封）
南葉　裕子（金一封）
堀之内昭子（金一封）
（船穂地区）
石井　敏男（金一封）
小野　秀樹（金一封）
小野眞喜子（金一封）
亀山　孝子（金一封）
下村　　勇（金一封）

西　　房惠（金一封）
（真備地区）
石井　達雄（金一封）
大橋　貞二（金一封）
木梨　通生（金一封）
中山　義和（金一封）
林　　澄子（金一封）
百本　敏昭（金一封）
堀　　順子（金一封）

松浦　謙二（金一封）
道広　栄一（金一封）
山田　智文（金一封）
匿　 　　　名（50,000 円）

篤志寄附

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♥♥♥

ご寄附は、社会福祉協議会へ
「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。

　皆さまのご理解とご協力により、多くの募金が
寄せられました。心よりお礼申し上げます。
募金は地域の福祉推進のために活用されます。　

　赤い羽根共同募金は、約 60％が倉敷市内の地域福祉活
動に、約 40％が岡山県内施設・団体等が行う福祉活動に
活用されます。
　また、歳末たすけあい募金は、倉敷市社協が行う敬老祝
い品贈呈 7,208,000 円及び歳末慰問金贈呈 2,511,000 円
の贈呈事業に活用されるとともに、地区社協や高齢者・障
がい者・児童関係の団体等に助成されます。

平成 28 年度に集まった

赤い羽根共同募金は、
 　　　　　 ６１, ０８６, ９７２円

歳末たすけあい募金は、
　　　　　　２０, １５１, ６０６円

赤い羽根共同募金
あの人を、すべての人を、支えたい。

募金活動の様子

（売り上げの一部を寄贈） （児童がアルミ缶を収集し寄贈） （児童がアルミ缶を収集し寄贈） （ペットボトルのキャップを収集し寄贈）
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中国銀行田ノ口支店 支店長 清水英樹 様（左）
と倉敷市社会福祉協議会 会長 虫明正雄（右）

瀬戸内エンジニアリング㈱
　代表取締役社長 丸山武司 様（中）
　常務取締役　　 小出博之 様（左）
　と倉敷市社会福祉協議会 副会長 中原明（右）

◇ 第 15 号機 ◇

◇ 第 17 号機 ◇

中国銀行田ノ口支店 さま

瀬戸内エンジニアリング㈱ さま

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1161-1 TEL 698-4883 FAX 698-9622 真備保健福祉会館 1 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 船穂福祉センター 毎週日曜日・祝日

年末年始

倉敷市社協の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！

【応募資格】どなたでも応募可能ですが、倉敷市社協賛助会員の入
会をお願いしています。1 年間：40,000 円・6 カ月間：25,000 円

facebook ご覧ください！

福祉まちづくり自動販売機広がっています！
「のど」も「こころ」
も「福祉の財源」も
うるおう事業です！

売上の一部が倉敷市社協の地域福祉活動に活
かされる「福祉まちづくり自動販売機」の設
置状況をご報告いたします。設置者、協力者
の皆様ありがとうございます！

松屋ガラス店様が店舗（水島川崎通）前の道路
に設置をしていただきました。

中国銀行児島支店 支店長 守谷純一 様（右）
と倉敷市社会福祉協議会 会長 虫明正雄  （左）

◇ 第 16 号機 ◇

◇ 第 18 号機 ◇

松屋ガラス店 さま

中国銀行児島支店 さま

ホームページバナー広告募集！

◆◆自動販売機設置先募集中◆◆

“福祉まちづくり”
自動販売機を
設置しませんか？

　飲み物を買っていただくと売上に応じ飲料メーカーを通じ
て倉敷市社協へ寄附されます。
　寄附金は、
　「在宅介護者への支援事業」
　「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」
　「車イスやベッド、福祉車両の貸出事業」などをはじめ
様々な地域福祉活動を通じて地域の皆様へ還元されます。

自動販売機を新たに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！
※詳細は倉敷市社協・総務課までお問い合わせください。

平成28年度自動販売機の寄附金
13社1個人 158,143円（平成29年２月末現在）

　　ご寄附をありがとうございます。

赤い羽根共同募金「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」参加企業 募集中！！
“儲かる”と“社会貢献”を両立させたビジネスモデル

　このプロジェクトは、企業等が通常の営業・販売活動の中で「寄付つき商品・企画」をつくり、その商品・サービスの
売上げの一部を共同募金に募金（寄付）することにより、企業等が所在する地域の福祉活動を支援するものです。
　詳しくは、岡山県共同募金会のホームページ http://akaihane-okayama.or.jp/・倉敷市社会福祉協議会のホ－ムペー
ジをご覧ください。


