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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。

平成29年  冬号ほっと社協！74号

ボランティア運転者
滝澤　一敏 さん

　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

　これからは、ま
すます、外出に手
助けを必要とする
方が増えてくると
思います。
　自分のボラン
ティア活動が誰か
の暮らしのお役に
立てていることが
一番のやりがいで
す。

　「自分の暮らす地域で困っていることを話し合い、自分の暮らす地域でできることをみんなで一緒に作り
上げる」そんな手づくりで支え合う地域づくりがこれからの社会で一層求められています。
　乙島小学校区社会福祉協議会では、通院や買い物の移動に困っておられる高齢者や障がいのある方を支え
るため、火曜日と金曜日の週２回運行する外出支援サービス「乙島ボランティアらんらん」を立ち上げました。
　このサービスは、地域のボランティアの「活動の場」となり、また、利用者の「生きがい」や「社会参加」
のきっかけづくりになるなど、地域に元気を与えてくれています。

　7 月 4 日（火）出発式セレモニーの様子。地域の思いを乗せて、「乙島ボランティ
アらんらん」が走りはじめました。

わがまち 手づくりの 「 支え合い 」 スタートしました！

福祉無償運送事業「乙島ボランティア らんらん」
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福祉のまちづくり自動販売機設置者募集中！

　　　　　㈱ＲＣヨコタ、㈱アイシ・フュージョン・アソシエイツ、秋定クリニック、(福)秋穂福祉会、㈱あさひ印刷、麻生岡山生コンク
リート㈱、足立歯科クリニック、うえむら歯科医院、㈲内田新聞舗、㈱栄伸海事工業、㈱エブリイ西阿知店、(医)えんさこ医院、㈲オージー
テクノス、㈱大島屋、大野屋、 (公財)大原記念倉敷中央医療機構、オール薬局倉敷店、岡本製甲㈱、岡山エレクトロニクス㈱、岡山学院大
学、岡山ガス㈱倉敷営業所、㈱岡山木村屋、岡山気力㈱、(協組)岡山県商工協会、岡山県西部ヤクルト販売㈱、岡山西農協茶屋町支店、岡山
弁護士会、小川ミシン㈱、小野歯科医院、小原孝文、帯江保育園、㈱海全重機、貝原 任、カモ井加工紙㈱、開盛配管㈲、(宗)駕龍寺、㈱カ
ワイ、(学)川崎学園、㈱木の城いちばん、Cuore Optical、㈱クニフク、(福)クムレ、倉敷かさや農協、(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、倉敷自動車学校、(一財)倉敷市母子寡婦福祉
連合会、倉敷商工会議所、倉敷商店街振興連盟、倉敷地所㈱、 (福)倉敷にじの里、 (協組)倉敷模範店会、㈱倉敷夢工房、倉敷ロータリーク
ラブ、倉敷市老人クラブ連合会、クラブン㈱、グローバルプランニング㈱、黄産婦人科医院、㈱コーセイカン、(特非)コウチ、(特非)工房か
たつむり、極楽寺、琴浦電気㈱、酒津商事㈱、㈲佐藤印刷所、ササベ印刷㈱、㈱佐和測量コンサルタント、三共鉄工㈱、三備道路㈱、山陽事
務機㈱、山陽新聞印刷センター、山陽新聞社倉敷本社、㈱三楽、三和保育園、㈱ジェイアール西日本リネン、㈲しおつ、東雲保育園、㈱ジャ
クエツキャラ、正専寺支坊、奨農土地㈱、㈲白神商店、白土浩一、昭和保育園、新田保育園、新日本清掃㈲、杉の子デイサービスセンター、
㈱スプーキーズ、(医)千先クリニック、正織興業㈱、十合物産㈱、㈲多賀印刷、㈲高尾酒店、㈱高橋建築、たけだ小児科、武鎗不動産㈱、
(医)多田皮膚科医院、玉島信用金庫小溝支店、茶屋町金融協議会、茶屋町こどもクリニック、帝国カーボン工業㈱岡山営業所、(協組)テクノ
バレー岡山、テクノ柳生㈱、㈱でんでん、東海電機㈱、東洋実業㈲、㈱トクラ、㈱トラヤ塗料店、㈲永山商会、㈱難波組、野口住宅

倉　敷

※賛助会員の掲載につきましては、平成29年６月11日から平成29年８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。

歳末たすけあい運動

歳末たすけあい募金のつかいみち

つながり ささえあう みんなの地域づくり

高齢者等心配ごと相談のご案内

車 イ ス の 貸 出 事 業 の ご 案 内

生活での困りごとや心配ごとなど…お気軽にご相談ください。
相談は、各事務所で受け付けています。

（貸出対象）市内在住の方で、在宅での生活に車イスが必要な方
（貸出期間）原則６カ月以内　　
（貸出費用）無料　　＊お問い合わせは、倉敷市社協各事務所まで。

相談日 相談時間 相談場所 電　　話
月 曜 日 10：00

16：00

※祝日・年末年始
　　は休み

真備事務所 真備保健福祉会館２階相談室 ☎６９８－４８８３
火 曜 日 倉敷事務所 くらしき健康福祉プラザ３階 ☎４２６－７８６７
水 曜 日 水島事務所 水島支所１階相談室 ☎４４６－１９００
木 曜 日 児島事務所 児島支所４階 ☎４７３－１１２８
金 曜 日 玉島事務所 玉島支所２階 ☎５２２－８１３７

〜

地区社協が行う歳末事業の様子
お飾り作り・お飾り配布・もちつき

12月1日から始まります。

今年も皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。

①在宅で一人で生活している75歳以上の方への
「敬老祝い品」配付事業

②在宅で寝たきり状態にある6歳以上の方への
「歳末慰問金」配付事業

③市内各地区社協（Ｈ29年９月現在54カ所）
で実施する歳末事業への助成
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ホームページバナー広告募集中！

　

≪各地区社会福祉協議会の紹介≫

南
なん

浦
ぽ

地区社会福祉協議会（玉島地区）

連
つら

島
じま

東
ひがし

地区社会福祉協議会（水島地区）

　現在、市内の63小学校区のうち54小学校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、「南浦地区社協」と「連島東地区社協」を紹介します。

　南浦地区は、倉敷市西南端に位置し、平成29年６月末現在の世帯数は、
419世帯、高齢化率は50％です。
　地区社協は平成８年に設立され、小学校との合同体育祭や南浦地区に古く
から伝わる盆踊り｢一つ拍子踊り｣など三世代が参加できる事業を中心に、多
彩な事業を実施しています。
　今年２月26日（日）に、初めて路線バスを利用したウォーキング大会を実
施しました。参加者は大人45名と小学生８

名で、目的地は玉島雛めぐりが開催された玉島街並み保存地区とその周辺で
した。この日は、路線バス会社の協力で、通常より１台増便してバスが運行
されました。

　「超高齢化の南浦地区では、今後ますます公共交通機関の
利用が必要になるなかで、改めてこの路線バスの利用につい
て考える良い機会になりました。」と小林会長。
　今年度もバスを利用した三世代ふれあいウォーキング大会
を計画中です。

　「金魚は和金に始まり、和金に終わる。熱帯魚はグッピーに始まり、グッ
ピーに終わる。人の関係も同じで挨拶に始まり、挨拶に終わる。」
　これは、平成29年度の連島東地区社協総会での、浅野武雄会長の冒頭の
挨拶です。
　今年度連島東地区社協では、毎月第３、第４金曜日の登下校時に見回りを
行い、挨拶運動に力を入れています。

　春には、地区社協の役員の方々が連島東小学校を訪問し、「地域の宝である皆さんを守り、地域のつなが
りを強くするために挨拶運動を行います」と生徒たちに伝えました。
　また、子ども達の登下校の時間帯に花の水遣りをする、犬の散歩は通
学路を利用するなど、“住民が日常生活のなかで、子どもを見守る運
動”を展開しています。
　挨拶が活発な地域は、犯罪者が入りにくい地域と言われています。
　安心して暮らせる連島東小学校区を、住民の手で作り上げていこうと
頑張っています。

校門前でハイタッチ♪

バス車内の和やかな様子

玉島雛めぐり会場で記念撮影

小学校で、挨拶運動の趣旨説明とユニフォームを紹介

　　　　　萩原㈱、白龍醤油㈱、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㈱、㈲美
建、ヒシカワ車輌㈲、HINODE&SONS、ひまわり薬局加須山店、平田内科医院、㈲広谷商店、㈲ピュア岡
山、㈱福祉浩志会介護事業所、(医)福寿会グループホーム西坂、㈱藤木工務店倉敷支店、藤徳物産㈱、(医)
ふじの小児科医院、藤原石油店、㈱ブリーズ、プリード湯谷㈱、文近堂、ヘア－サロン津島、(医)平成会、

㈱鵬林、ぽこ・あ・ぽこ、㈲ほほえみ、マキノ音楽教室、松尾 功、丸倉青果物協同荷受組合、㈱丸五、丸三化学工業㈱、㈱丸徳企業、㈲三
浦自動車、みのる産業㈱倉敷工場、㈲三宅水道、(医)六峯会近藤歯科医院、㈱山本住建、㈱ライフネット難波、レオパレス・ゴールドレシﾞ
デンスMOMO、ローズガーデン倉敷、吉宗薬局本店、(医)わに診療所　　　　　　(福)愛育福祉会、荒川化学工業㈱水島工場、石川産婦人
科医院、以心会居宅介護支援事業所、(医)以心会難波医院、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㈱水島工場、㈲
岡建、小野商㈱、金森㈱、㈲亀屋防災、関東電化工業㈱水島工場、㈲協和製作所、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㈱、倉敷リバーサイド病院、(福)薫風福祉会、光耀㈱、サトウ機工㈱、三協㈱水島営業所、三松興業㈱、三成興業㈱、三和工業㈱、
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、白川工業㈱、㈱シンニチロ、親和保育園、(医)水清会水島第一病
院、角田住宅㈱、㈱セントラル警備保障、創点工業㈱、大日電気㈱、大平塗装㈱、宅配クック１２３倉敷中央店、竹内商事㈱、㈱竹内道夫商
店、タチバナ工業㈱中国支店、舘　正孝、東亜外業㈱水島事業所、東洋化学㈱、トーカロ㈱水島工場、とまり木の会、㈲とみや水島、内海工
業㈱、ナカウン㈱水島営業所、㈱中島オートセンター、㈱中島商会水島支店、中田テント㈱、中谷興運㈱、難波事務所、㈱南備園芸

水　島

倉　敷
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サロンの情報提供をお願いします！

平成29年  冬号 ほっと社協！74号

「手づくり」で地域の居場所を
みんなで運営しています。

尾崎ひまわりサロン
副代表 大重　正三 さん

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、「地域で暮らす人」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の活動を通して見つけた、“地域の宝物”
を紹介します。

　「尾崎ひまわりサロン」は、年２回、地域のお客さんをお迎
えしての食事会「清流庵」を開催しています。男性はうどんを
打ち、女性は天ぷらを揚げてみんなで食事会を楽しみます。ア
イスクリームなどのデザートや箸置き、お膳の敷紙まで、すべ
て参加者の手づくりです。
　食事会の他にも、毎月参加者が笑って、学べて、元気を分け
合える内容を企画しています。

☆開設年月：平成 26 年３月
☆開催拠点：宮田団地集会所（真備町尾崎）
☆参加人数：18 人
☆活動の回数：月１回（毎月第 2 火曜日）
　　　　　　10：00 ～ 11：30
☆活動の内容：うどん・そば打ち、食事会、
　　　　　　体操、花見等、様々な内容を企画

地域のお客さんをお迎えできる
よう、のれんも看板も自分たち
で作りました。

お昼ごはんの完成です。
みんなで作って、みんなで食べ
ることが最高の味付けです。

　みんなが、顔を合わせ
て、お互いの暮らしを確
認し合えるサロンのよう
な場所がこれからもっと
必要になると思います。
　参加者それぞれができ
ることを楽しくやって、
自分たちの地域を盛り上
げていきたいです。

ご活用ください！『通いの場』ガイドブック
　『通いの場』ガイドブックは、「通いの場に参加したい」「通
いの場を開設したい」という方に倉敷市内の通いの場の開設情報
や、ガイドマップ、運営に向けてのお役立ち情報等をまとめた冊
子です。倉敷市社会福祉協議会ホームページからも
電子版が、ダウンロードできます。

http://kurashikisyakyo.or.jp/welfare/zaitaku/saron/

尾崎ひまわりサロン（真備町尾崎）
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共同募金にご協力をお願いします！

　

4 本入 100 円 （税込）
８本入 200 円 （税込）

１個 100 円 （税込）

●個人・団体ボランティアの登録　●いきいきポイント制度の登録・受付
●ボランティア依頼施設・団体登録　など

●ホームページ・掲示板による情報発信　●ボランティアに関する書籍など
の貸出　●点訳・音訳による情報提供　など

●ボランティアを必要とされている方の相談・仲介
●ボランティア団体への活動助成　●ボランティア活動に関する各種相談　
●ボランティアアドバイザーの活動　など

●ボランティア保険の加入手続き　●会場や機器の貸し出し
●災害ボランティア　など

●出前福祉講座  ●ボランティア大会　●ボランティア交流会
●夏のボランティア体験事業　●先生のための福祉講座
●各種講座（手話・点字・朗読・要約筆記・託児・傾聴・ガイドヘルプ）など

倉敷ボランティアセンターは、市民の皆様に生き生きとして自分に合ったボランティア
活動をしていただけるよう、次の活動を行っています。
お気軽にお問い合わせください。（倉敷ボランティアセンター　☎ 434-3350）

倉敷ボランティアセンターについて

※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ています。

　今回は、社会福祉法人めやす箱さんが運営する“いっぽいっぽ”を紹介します。

　素朴でどこか懐かしい味わいがする“いっぽいっぽ”のお菓子。ツイストクッキーは甘さ控えめ。
　チョコやオレンジが味のアクセントになり、とても美味しいです。食べると「サクッ」とした食感もこ
のクッキーの魅力です♪　基本は予約販売となっています。予算に応じてギフトもできます。
ご希望の方は、お問い合わせください。

社会福祉法人めやす箱 “いっぽいっぽ”　〒 701-0105 倉敷市矢部 530-6 ☎ 462-2912
営業時間 9:00 ～ 15:00　営業日 月曜日～金曜日

 お問い合わせ

いただきます。

ボランティア登録

情 報 提 供

相 談・ 支 援

そ の 他

養 成・ 研 修

夏のボランティア体験事業の様子 手話奉仕員養成講座の様子 ともしび点訳グループ作成による
「点字広報くらしき」

ツイストクッキー
ピーナッツチョコ、キャラメルチョコがお勧めです★

カップケーキ
チョコ、ココアがお勧めです★

ギフトも
できます。
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うさピーバッグ販売しています！

　　　　　ニッコー運輸㈱、日本トランスシティ㈱、乳児親和保育園、のぞみ保育園、橋本防水工業㈲、早
瀬歯科医院、備南車体工業㈱、(福)ひまわりの会、ビューテック㈱、(医)眞神耳鼻咽喉科医院、㈱丸文、水島
協同病院、水島合金鉄㈱、水島コンテナーサービス㈱、㈱水島測量設計コンサルタント、水島臨海鉄道㈱、
三菱自動車ロジテクノ㈱、みのりや㈱、㈱メタルワン菱和、(医)養命会佐藤医院、㈱若狭酒店

　　　　　㈱飛鳥、㈱ウチダ、(医)王慈会王子脳神経外科医院、㈲岡田鉄工所、㈲岡田ネーム、(特非)倉敷障碍者リハビリテーションセン
ター、(医)恒和会庵谷医院、㈱コーワ・アイ、児島興産㈱、(医)児島第一診療所、㈱琴浦製作所、㈱サンアート、サンタステクノ㈱、(特養)
しおかぜ、㈱塩生センター、下電ホテル㈱、(福)鷲山会、(福)寿宝会竜王保育園、(医)聖約会佐藤眼科医院、㈱瀬戸内重機運輸、㈲田藤ネー
ム店、㈱出口屋、㈱ナイカイアーキット、ナイカイ塩業㈱、仲谷被服㈲、㈲那須商店、㈱西村モータース、西山弁当、浜野工業㈲、㈱原運輸
産業、㈱原木工所、㈱ＢＣＭ ビューティークリニックMORI、藤原不動産㈱グループホームいこい、NPO法人フレール仲間たち、(福)美知
留福祉会みちる保育園、(医)村山クリニック、鷲羽山吹上温泉鷲羽ハイランドホテル

水　島

児　島

高齢者・障がい者なんでも相談会 in 倉敷
　毎日の生活の中で、法律や福祉について困っていること、悩んでいることはありませんか。
　『高齢者・障がい者なんでも相談会』では、高齢な方や障がいのある方が、安心して地域で生活
できるように、法律や福祉などについてのご質問・ご相談、虐待や権利侵害に関するご相談などを
お受けします。また、「どんな時に成年後見制度を利用したらいいの？」といった入門講座も同時
に行います。

日　時：平成 30 年２月 17 日（土）10：00 ～ 15：00
開　場：くらしき健康福祉プラザ２階 201 研修室（倉敷市笹沖 180 番地）
主　催：岡山高齢者・障がい者権利擁護ネットワーク懇談会・倉敷市社協
　　　　※相談員は、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など

（当日、都合により特定の専門家で対応できない場合があります。）

日　時：平成 30 年２月 17 日（土）11：00 ～ 12：00
開　場：くらしき健康福祉プラザ５階　プラザホール（倉敷市笹沖 180 番地）

　このプロジェクトは、企業等が赤い羽根共同募金の「寄付つき商品やサービス」を販売し、
その売上げの一部を共同募金に寄附することにより、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、倉敷市共同募金委員会（倉敷市社会福祉協議会）のホ－ムページをご覧くださ
い。

　「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 22 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さまへ還元
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。

“社会貢献”と“売り上げアップ”を両立させたビジネスモデル
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！

“福祉まちづくり自動販売機”設置者募集中！ 「のど」も「こころ」も「福祉の財源」もうるおう事業です！

相 談 会

講 座

◇相談は無料！事前の予約必要なし！相談の時間制限なし！

◇成年後見制度入門（基礎）講座

お問い合わせ先：倉敷市社協  地域福祉課　☎４３４- ３３０１
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赤い羽根共同募金 募金バッジ販売中！

（倉敷地区）
　岡田　節子（金一封）
（水島地区）
　阿部ハツヱ（金一封）
　唐住　泰裕（金一封）
　神社　節子（金一封）
（児島地区)
　武鑓　早苗（金一封）
　原　千代子（金一封）
（玉島地区）
　石飛千惠子（金一封）
　 村　廣則（金一封）
　徳田未差子（金一封）
　匿　　　名（金一封）
　中藤　晃壽（金一封）
　日浦　恵子（金一封）

（船穂地区）
　安藤　正幸（金一封）
（真備地区）
　徳田　邦彦（金一封）
　土師　充正（金一封）
　森川　　至（金一封）

♥♥
※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６名の方からご寄附をいただいております。

　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。
　福岡県大雨災害義援金　　２，０００円
　大分県豪雨災害義援金　１２，０００円
　秋田県大雨災害義援金　　２，０００円　となっております。

　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。

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  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。

（平成 29 年６月 16 日～平成 29 年８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）
　ジーンズの街 児島
　竹島 宏 チャリティーLIVE
　　　　　　（金一封）
　匿　　　名（金一封）
　藤田　美子 7,000円
（児島地区)
　匿　　　名（金一封）
　児島愛鳥会（金一封）
（玉島地区）
　小河原正恵グループ
　　　　　　（金一封）
　柏台町内会（金一封）
　中藤七五三夫（金一封）

KDDI㈱中国総支社様から「車イス
１台」を寄贈していただきました。

（社会貢献として寄贈）

篤志寄附 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。

　　　　　㈲アイ設備工業、浅野工業㈱、㈱浅原青果、㈱安藤精工、安養院、いぎ呉服店、(福)いずみ乙島
保育園、植村眼科医院、(特養)うずき荘、㈲小野天幸堂、㈲小野不動産鑑定事務所、㈲小幡梱包製作所、海蔵
寺、㈲鴨方屋呉服店、㈱木内計測、倉敷企業合資会社、倉敷念法寺、㈱クリーン・システム、㈱クロサキジャ
パン、(公財)弘仁会玉島病院、(福)向陽会沙美保育園、極楽寺、こばと保育園、(福)金剛福祉会ルンビニ保育

園、㈱サンタック、JFE鋼板総合サービス㈱、JFE鋼板㈱玉島製造所、(福)松園福祉会、(医)新風会玉島中央病院、㈱スーパードライチェー
ン、住倉学園、瀬戸内ライン㈲、太陽電機工業㈱、立花容器㈱、㈲田中電機、玉島海運㈱、㈱玉島活版所、玉島軽金属工業㈱、玉島商工会議
所、玉島地区母子寡婦福祉連合会、玉島地区民生委員児童委員協議会、玉島中央老健施設秀明荘、玉島テレビ放送㈱、玉島ねたきり・認知症
介護者の会、玉島ロ－タリ－クラブ、㈱中国電業舎、中電プラント㈱玉島事業所、㈱豊島屋、㈱ナカツカ、中野建築㈲、㈱ナショナル発条、
㈱なんば技研、難波プロパン㈱、㈲二華園印刷、(医)西崎内科医院、日神機工㈱倉敷営業所、畑本工業㈱、八幡保育園、㈱日の出運輸水島支
所、福寿院、㈲プラス・サム、㈱マキシマ電業、㈱森本工務店、もりや胃腸科外科、守屋おさむクリニック、わたなべ歯科クリニック
　　　　　㈱浅野建設、㈲エマブル・イシイ、㈲大久保鉄工所、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、㈱佐伯組、三喜㈱ぶどうの家、㈲下村石油店、㈲新日本メンテナンス、たから保育園、中備縫製㈱、㈲トライバル、㈲中
桐建設、㈲西山青果、㈱備陽工業所、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、㈲ミラクル
フード、ヤンマー㈱バイオイノベーションセンター倉敷ラボ、㈲吉田総合燃料店
　　　　　㈱オカジュウ、岡山西農協真備西支店、岡山西農協真備東支店、㈱カザケン、吉備信用金庫真備支店、木山工業㈱、㈱クラカ
ン、(福)幸風会シルバーセンター後楽、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、㈱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―、平松整形外科医院、福よし真備店、㈱ホリグ
チ、㈱マツサカ、真備船穂商工会、真備ガス販売㈱、真備竹林麦酒醸造所、(医)ミナモト医院、㈱三宅組、㈲守屋石油店、山田建設㈱、山中
設備㈲、㈲山本組、㈲横溝車輌、(老健)ライフタウンまび

玉　島

船　穂

真　備

災害義援金の中間報告について（平成 29 年８月 15 日現在）
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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

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 船穂町高齢者福祉センター 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！

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！

赤い羽根共同募金 「寄付つき商品　地域支援プロジェクト」 の商品紹介

お問い合わせは、旭テクノプラント株式会社まで。所在地：新田 2403-1 ( ☎ 430 － 0123) 
http://www.asahi-techno-p.co.jp

　地産地消野菜は、県内初めての登録です。「倉敷小町　倉敷れたす」
は、無農薬の水耕栽培なので水洗い不要で安心していただけます。
　お買い求めいただくと、売上の一部（１パックにつき 0.5 円）が倉
敷市共同募金委員会に寄附されます。

旭テクノプラント株式会社 様
　登録商品名：倉敷小町　倉敷れたす
　寄　附　額：１パックにつき 0.5 円

水耕栽培の様子

カップリングパーティのご案内
バレンタインカップリングパーティ スプリングカップリングパーティ

○日　　時：平成 30 年２月 11 日（日）
　　　　　　＜１部＞ 11：00 ～ 13：30
　　　　　　＜２部＞ 14：30 ～ 17：00
○実施場所：Pizza&PastaNocca 
　　　　　　（天満屋倉敷店６階：ＪＲ倉敷駅徒歩１分）
○募集人数：【第１部】男女各 15 名（計 30 名）
　　　　　　【第２部】男女各 15 名（計 30 名）
○参　加　費：男性 2,000 円／女性 2,000 円
○参加対象者（参加資格）
　【第１部】男女とも 25 才～ 37 才
　【第２部】男女とも 35 才～ 47 才
　　※男女とも高梁川流域圏内の在住または在勤者に限る
○申込期間：平成 29 年 12 月 14 日（木）～
　　　　　　平成 30 年１月 29 日（月）18：00 まで
○申し込み・お問い合わせ先
　　ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨ事務局（㈲チアーズ）
　　イベント専用：☎４８４－００２０

（ホームページ）http://cheer-s.com/180211-shakyo 

○日　　時：平成 30 年３月 18 日（日）
　　　　　　14：00 ～ 17：00
○実施場所：倉敷市内の結婚式場（会場調整中）
○募集人数：男女各 20 名（計 40 名）
○参　加　費：男性 2,000 円／女性 2,000 円
○参加対象者（参加資格）
　男女とも 25 才～ 45 才未満
　　※男女とも高梁川流域圏内の在住または在勤者に限る
○申込期間：平成 30 年２月１日（木）～
　　　　　　平成 30 年３月５日（月）18：00 まで
○申し込み・お問い合わせ先
　　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨ事務局（㈲チアーズ）
　　イベント専用：☎４８４－００２０

（ホームページ）http://cheer-s.com/180318-shakyo


