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　今年も１０月１日から、赤い羽根共同募金運動が始まります。
赤い羽根共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」です。
皆様のやさしい気持ちを、どうぞよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６Ｐに続く）

・平成２９年度　事業報告・決算

・各地区社会福祉協議会の紹介

・特集「生活支援コーディネーター」

・赤い羽根共同募金のお願い

・“トートの日”販売開始！
　共同募金付　倉敷帆布オリジナルバッグ

編集・発行　　　　社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会　倉敷市笹沖１８０番地　ＴＥＬ：086-434-3301　ホームページ：http://kurashikisyakyo.or.jp

災 害 お 見 舞 い

赤い羽根共同募金にご協力を
　　　　　　　　　よろしくお願いします！
赤い羽根共同募金にご協力を
　　　　　　　　　よろしくお願いします！

　岡山県では２０１６年から“ももたろうシリーズ”として、募金バッジを製作しています。
２０１８年は第３弾の「イヌ」です。
　募金バッジは、倉敷市共同募金委員会（倉敷市社協各事務所）にあります。
数に限りがありますのでお早めに！
「サル」「キジ」のバッジの在庫もあります。

“ももたろうシリーズ”の募金バッジを集めませんか・・・？“ももたろうシリーズ”の募金バッジを集めませんか・・・？

募金バッジ
４００円

募金バッジ
４００円

「平成３０年７月豪雨」による災害において、被害を受け

られた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。

私どもは、行政、関係団体、ボランティアの皆さまととも

に被災された皆さまに寄り添いながら、出来る限りの支援

を行ってまいります。

被災地の復旧と、被災された皆さまの一日も早い生活再建

をお祈り申し上げます。

社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会
会 長　虫　明　正　雄



事業報告 決算報告

２

１公私協働事業　２３０,７１１,６３５円
（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）

◆広報活動事業
◆地区社協活動事業
◆高齢福祉事業
◆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
◆結婚相談事業
◆福祉の店事業　　　　
◆在宅支援サービス事業
◆法人後見事業
◆歳末たすけあい配分事業
◆ボランティア推進、福祉ボランティア育成事業　等

３自主事業　８７,２１３,４７９円
（介護保険関連事業）

◆居宅介護支援事業
◆デイサービスセンター事業
◆訪問介護事業

５収益事業　２４,６９９,６６０円

◆競艇場売店事業

平成29年度計算書類等の詳細については、
倉敷市社会福祉協議会事務局及び各事務所
・ホームぺージで閲覧することができます。

倉敷市社会福祉協議会 役員（常務理事）の紹介

常 務 理 事　 安 原 恭 子

事業収入
８,１００,３５５
（１.４％）

県・市受託金収入
２０４,９５０,８８１
（３５.９％）

寄附金収入
６,２４５,０４５
（１.１％）

その他の収入
７,８７４,８９７（１.４％）

児島競艇場売店
２５,９９２,９１８
（４.５％）

会費収入
３６,３０２,２００
（６.４％）

共同募金配分金収入
５３,６９０,５１０
（９.４％）

介護保険関連事業収入
１０１,５７９,８９２
（１７.８％）

補助金収入
１２６,７５６,１５７
（２２.２％）

収入の部
５７１,４９２,８５５

支出の部
５５４,７９２,１２４

公私協働事業
２３０,７１１,６３５
（４１.６％）

市指定管理事業
１７,７２２,４６９（３.２％）収益事業

２４,６９９,６６０
（４.５％）

自主事業
８７,２１３,４７９
（１５.７％）

受託事業
１９４,４４４,８８１
（３５.０％）

※単位：円
※収入、支出の差異は、次年度繰越金

平成２９年度　倉敷市社会福祉協議会事業報告・決算平成２９年度　倉敷市社会福祉協議会事業報告・決算

出前福祉講座　点字体験の様子
（下津井西小学校）

（福祉事業に使うことを目的に実施している事業）

４市指定管理事業　１７,７２２,４６９円

◆高齢者福祉センター事業

（市から指定管理者として
　指定を受けて実施している事業）

２受託事業　１９４,４４４,８８１円
（県社協及び市受託事業）

◆生活福祉資金貸付事業
◆給食サービス事業
◆心配ごと相談所事業
◆友愛訪問事業
◆介護支援サポーター養成事業
◆生活支援コーディネーター事業
◆地域支え合い活動事業
◆日常生活自立支援事業
◆福祉車両貸出事業
◆地域包括支援センター事業　等

小学生との交流会（あやとり）

閲覧できます

（任期 平成30年４月１日～平成31年定時評議員会終結の時）

平成３０年４月１日の理事会において選任された
役員（常務理事）をご紹介いたします。
どうぞ、皆様のより一層のご理解とご協力を、
よろしくお願いいたします。

生活支援コーディネーター事業
で実施したサロン交流会

（抜粋）
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≪各地区社会福祉協議会の紹介≫≪各地区社会福祉協議会の紹介≫≪各地区社会福祉協議会の紹介≫
　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、「豊洲地区社協」・「三福地区社協」を紹介します。

　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、「豊洲地区社協」・「三福地区社協」を紹介します。

豊洲地区社会福祉協議会（倉敷地区）
　豊洲地区は、古くはい草栽培が盛んな農業地帯で、今でも田畑が広が
っている一方、工業地帯のベッドタウンとして大きな団地を併せ持つ地
域で、高齢化率は約２７％です。
　豊洲地区社協では「豊洲で育て、豊洲を愛す、福祉のまちの学びあい」
をテーマに平成２８年に小地域福祉活動計画をつくり、三世代グランドゴ
ルフや餅つき大会、防災ウォーキング大会等を通して、三世代交流や防
災意識の向上など、地域住民同士がつながる事業を行っています。
　一方、地域には様々な困りごとを抱えている人も多く、「地域住民の
ちょっとした困りごとは、住民同士で解決できたら」との思いから、お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手伝いをしてくれる協力ボランティアを募り、ごみ出しや庭の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草取りなど住民のちょっとした困りごとを住民同士で支え合う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『豊サポ』の実施を目指して、現在話し合いを重ねています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議では住民のどういった困りごとを支援するのかを皆で出し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合うなど、具体的な内容について話し合いを行っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後も豊洲地区社協は、誰もが参加でき、笑顔があふれ、安
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心して暮らしていけるまちづくりを進めていきます。

三福地区社会福祉協議会（水島地区）
　三福地区は、平成２８年６月に倉敷市社協が開催した講演会に役
員が参加し、そこで高知市役所が考案した介護予防教室「いきいき
百歳体操」のすばらしい効果、津山市での実践発表を聞き、百歳体
操に取り組んでいます。「いきいき百歳体操」を「シュウイチ百歳
体操」と名付け、現在、７会場９グループに約１３０人が毎週１回か
ら２回参加しています。体操した後には、「おしゃべり」や「ふき矢」、
「脳トレーニングビデオ」、「手芸」などで楽しみ、参加者同志の情
報交換の場、つながりの場となり、いつも笑顔が絶えません。参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者の生きがいづくりの場になっています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林会長にお話をお聞きすると、「初めは、町内会の役員や民生委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などが対象者一軒一軒を訪問し、声を掛けました。今は、口コミで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楽しさや効果を聞き、新しい仲間が増えています。百歳体操の協力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者からいろいろなアイデアをいただき、体操指導には福田高齢者支
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　援センターの協力、リハビリの先生にも来ていただき、感謝してい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。これからも高齢者が家に閉じこもらないように、集う場を増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やしていきたい。そして、住民が住み慣れた地域でいつまでも元気
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でいきいきと暮らすことができるような地域づくりに役立ちたい。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と笑顔で言われました。

豊サポの支援内容を付箋に書き、検討している様子

防災ウォーキングの様子

シュウイチ百歳体操のチラシ

シュウイチ百歳体操の様子



・サロンなど「通いの場」の立ち上
　げ・運営・参加について 
・支え合い活動について知りたい 
・地域で新たな活動に取り組みたい
　（仕組みづくり・地域デビュー）等 

地域とつながることから
コーディネーターの役割
はスタートします。
支え合い活動のご相談や
情報提供お待ちしており
ます！

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）
　生活支援コーディネーターをご存知ですか？ 
　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、
みんなが支え合える「居場所」や「支援」・「情報」などをつなぐ地域づくりの専門職です。 
　自分らしい暮らし、安心した生活を実現するためには、身近な人同士で、できることを少しず
つお手伝いする「支え合い」が必要です。 
　これまでも、生活支援コーディネーターが中心となり「通いの場」や「支え合い活動」の取材
やガイドブックの作成、フォーラムやサロン交流会の開催等を担当しましたが、より一層支え合
いの地域づくりを応援するため、生活支援コーディネーターが今年度２名増員され、５名体制と
なりました。これまで以上に地域のそばで様々な「つなぐ」機能を発揮してまいります。 

特集特集
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生活支援コーディネーターが行う、地域づくり事業

 「私たちの住む地域にも世代の垣根をこえて、住民同士が
つながる居場所があったらいいな」という声から、愛育委
員さんや保健師さん、地域のお母さんたちが中心となった
サロン立上げの作戦会議に生活支援コーディネーターも仲
間に加えていただきました。 
　他地区で取り組んでいる世代間交流の事例や活動をサポ
ートするボランティアさん、補助金の情報等をつなぎなが
ら話し合いを重ねた結果、平成３０年４月から毎月１回、定
期的な交流会が開催されることになりました。 

生活支援コーディネーターへのお問い合わせは 倉敷市社協地域福祉課へ 

地域住民・関係機関の支え合いの意識の醸成
をはかることを目的に開催。写真は第２回目
のフォーラム「通いの場大自慢大会」の様子
です。発表に加えてサロン活動を紹介する写
真や手芸作品などのブースを設置しました。 

一人ひとりの暮らしに寄り添う地域の担い手を養成する
講座。後半には活動体験等を実施し、担い手と活躍の場
をつなぎます。 

支え合いのまちづくりフォーラム

新たな取り組みの実現に向けた作
戦会議の仲間に加えていただき、
一緒に汗を流します。

支え合いの仕組みづくりに
向けた作戦会議への参加 地域で行われている活動を取材し

情報発信を行います。 
（好事例集・通いの場ガイドブック
の作成等） 

支え合い活動の取材・情報発信
地域で開催される「通いの場」の
代表者や関係者を対象にサロン交
流会を開催。 
楽しい雰囲気で、日頃の活動の情
報交換や活動に役立つ情報提供を
行います。

サロン交流会 

生活・介護支援サポーター養成講座

４月はみんなでパンづくりに挑戦し、 
できたてを美味しくいただきました。 

広がっています！
　支え合い活動 ひだまりカフェひだまりカフェ

（穂井田）
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赤い羽根共同募金のお願い赤い羽根共同募金のお願い赤い羽根共同募金のお願い

 今回ご紹介するのは、
『社会福祉法人Ｐ.Ｐ.Ｐ.　Ｐ.Ｐ.Ｐ.プラットフォーム！玉島グラン』です。
 閑静な住宅街にあり、一押しは「ダコワーズ」。そのほか３０種類のお菓子があります。

　倉敷市共同募金委員会では今年も１０月１日から、赤い
羽根共同募金運動を実施します。
　皆様のやさしさが、声かけが、行動が、「じぶんの町を
良くするしくみ」につながります。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

「第６回 福祉のまちづくりゴルフ大会」参加者募集！

※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。

＊フィナンシェ ２個１００円
＊レアチーズケーキ ２００円
＊シフォンケーキ　
　ワンカット ２００円
　ギフト注文　可（要予約）

お問い合わせ
〒713-8101　玉島上成３４２－１
ＴＥＬ：５２６-２１２３　ＦＡＸ：４４１-２１２３
営業時間：１０：００～１７：００
定 休 日：土・日・祝日

倉敷市共同募金委員会 
マスコット『うさピ―』

※募金は振り込みでもお受けしています。
領収書が必要な方は、倉敷市共同募金会（倉敷市
社協地域福祉課内）へご連絡ください。

【振込先】
　中国銀行　倉敷市役所出張所　普通　１０２２１３８

岡山県共同募金会倉敷市共同募金委員会

　会長　虫 明 正 雄

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

平成29年度共同募金の主な配分先
民間保育園【６園】
かめやま保育園（バランスボード）、片島保
育園（バランスボード）、連島東保育園（防
滴ワイヤレスアンプ他音響機器）、田之浦
保育園（ジャングルジム等）、たから保育園
（テラス・足洗い場のコーティング）、真備
かなりや小規模保育園（手洗い場の設置等）
障がい者就労継続支援事業所【２事業所】
ふなぐら荘（アートクレイオリジナル電気
炉）、みんな農園（軽自動車）等

災害時には、被災者・被災地支援としても
役立てられます。

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、市民を対象とした「介護技術講座」の財源として活用させていただきます。
日　　時：１１月５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（チャリティー代込み）　
プレー費：８,３８２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、ホームページ及び倉敷市社協各事務所にあります。
申込締切：９月２８日（金）必着　　＊当日は、キャディーは付きません。 介護技術講座の様子

お店には

イートイ
ンスペー

スが

あり、美
味しいお

菓子を

食べなが
ら話に花

を

咲かせま
せんか！！

！

お店には

イートイ
ンスペー

スが

あり、美
味しいお

菓子を

食べなが
ら話に花

を

咲かせま
せんか！！

！

ラム酒が香る
クッキー
ラム酒が香る
クッキー
ラム酒が香る
クッキー

表面パリッ
中はふんわり
表面パリッ
中はふんわり
表面パリッ
中はふんわり

※商品はすべて税込です。
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【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

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　　※振込手数料はご負担ください。
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

　　　　㈱アイシ・フュージョン・アソシエイツ、㈲青木建築設計事務所、秋田(税)、浅野クリニック、浅原桃花園居宅介護支援事
業所、旭電気㈱、旭メンテナンス工業㈱、天城保育園、(福)郁青会、㈱栄伸海事工業、㈱江口電機、ＮＣ貝原パイル製造㈱、(公財)
大原美術館、岡山ゴルフ倶楽部、岡山トヨタ自動車㈱倉敷店、㈱小野幸建設、小野歯科医院、開盛配管㈲、笠岡信用組合倉敷支店、
笠岡信用組合中庄支店、かめやま保育園、カモ井食品工業㈱、観龍寺、㈱橘香堂、㈱木の城いちばん、行願院、共和運輸㈱、(医)く
すの木、倉敷自動車学校、(公財)倉敷市民間保育所協議会、㈱倉敷通信サービス、倉敷ビッグアメリカンショップ㈱、倉敷市北部高
齢者支援サブセンター、倉敷リハビリテーション病院、倉敷ロイヤルアートホテル、グローバルプランニング㈱、㈲ケイ・エム・オー、
㈱コスミック、㈱ザ・トップ、サーンガス共和㈱、ササベ印刷㈱、㈲佐藤印刷所、三共鉄工㈱、㈱サントップ、三恭電設㈱、山陽精
麦㈱、山陽美業㈱、㈱山陽フードサービス、庄薬局、正友興業㈱、(医)昭和会倉敷北病院、新日本清掃㈲、㈱すみれ花店、(福)全仁会、
(学)専門学校倉敷ファッションカレッジ、十合物産㈱、㈱大幸商会、大正林材㈱、大印㈱倉敷大果、大丸通商㈱、㈲多賀印刷、㈱タ
カトリ、㈱髙原組、㈱ダスキン倉敷、ダスキンライフケア倉敷駅前ステーション、㈲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、(医)天和会松田病院、(医)東山会、(司)永田事務所、(福)和福祉会、
㈱西崎本店、西日本三菱自動車販売㈱倉敷店、濱田弘、はやおき保育園、㈱ハヤシ、㈱ビナン、ＨＩＮＯＤＥ＆ＳＯＮＳ㈱、ひらまつ総合
法務行政事務所、㈱藤木工務店倉敷支店、二葉建具店、ブティック創㈱、ふなぐら荘、㈱プラウド、㈱ふるいち、文近堂、遍照院、
宝泉寺、(資)星島社団、マキノ音楽教室、光畑組㈱、(福)稔福祉会、室山運輸㈱、めいほうメディカル㈱、森歯科医院、㈲ヤマカ組、
㈱吉田庭石園、龍昌保育園、わかば保育園　　　　　㈱生藤自動車、大森クリニック、尾崎裕税理士事務所、片山倉庫㈲、㈲亀屋
防災、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コープリハビリテーション病院、倉敷医療生活協同組合老人
保健施設老健あかね、弘化産業㈱、宏成綿業㈱、㈲合田博塗装店、光耀㈱、㈱髙菱、サトウ機工㈱、三成興業㈱、㈱シーゲートコ
ーポレーション水島支店、㈲住元建築研究所、㈱正慶興業、白髪胃腸科内科小児科、白川工業㈱、㈱シンノウ、水塗商事㈱、砂田
船舶㈱、角田住宅㈱、三成興業㈱、ソーダ興業㈱、大平塗装㈱、㈱大和テック、竹内商事㈱、中国自動車興業㈱、　眼科内科歯科
医院、㈲連島車輌、連島東保育園、㈱テラオカ、東亜外業㈱水島事業所、㈱東洋工務店、㈱中島商会水島支店、中田テント㈱、中
谷興運㈱、㈱南備園芸、㈱日明舎、日光計装㈱、のぞみ保育園、野村交通㈱、冨士石油㈲、㈱双葉製作所水島支社、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㈱、水島協同病院、水島信用金庫、(医)水和会水島中央病院、水島木材㈱、
三宅製簾㈱、明和工業㈱、森田幸喜司法書士・土地家屋調査士・社会福祉士事務所、㈱八起電気工事、山下食品㈱、㈱ユタカケミカ
ル水島工場、(医)養命会佐藤医院、菱進運輸倉庫㈱、ワタナベ工業㈱　　　　　赤澤屋㈱、天野産業㈱、いぎ呉服店、石橋運輸㈱、
㈲インテリアオギハラ、(医)植村眼科医院、エラヤ食品工業㈱、圓乗院、㈱オカノ、岡山西農業協同組合玉島北支店、海蔵寺、共立
コーテック㈱、倉敷企業合資会社、倉敷市市友会玉島支部、倉敷念法寺、㈱クレーンピーエムセンター、黒崎連島漁業協同組合、
㈲コーモト薬局、㈱サカエ、(医)新風会玉島中央病院、石医院、㈲せのお、㈱滝沢機工製作所、㈱田辺商店、㈱玉島活版所、玉島
協同病院、玉島石油㈲、玉島地区民生委員児童委員協議会、玉島テレビ放送㈱、玉中ポートサービス㈱、中国商工㈱、㈱中国電業舎、
デイサービスとんがりぼうし、㈱豊島屋、㈱ナカツカ、畑本工業㈱、八幡保育園、㈲ハッカ美容室、樋口ガス㈱、㈱平野瓦工業所、
富士興業㈱、冨士ダイス㈱岡山製作所、㈱富士野、㈱富士モータース、松岡塗装㈱、㈲メイビ堂、ヤスハラ医院、(医)山岡医院、
㈱山本材木店、㈲山本電業、わたなべ歯科クリニック　　　　　アカギテクノ㈱、アオエテック㈱、浅野材木店㈱、㈱浅野鉄筋工
業、㈲井川商店、生田眼科医院、㈱井上組、植村歯科医院、㈱栄鋼社、㈲栄善工業、Ａコープ真備店、小野建設㈱、㈲笠原工業、
カマロ㈱真備店、吉備信用金庫川辺支店、㈱キビダンボール、倉敷医療生協真備歯科診療所、クラレトレーディング㈱、坂本産業
㈱徳田農場、㈲山陽レジャー開発、照寂院、㈲真晃建材、武本林業㈱、㈱中国銀行真備支店、テオリ㈱、㈱中本屋工務店、㈱永山
川辺工場、㈱マビ電業社、水川商店㈲、㈱みつや、三ツワ㈱、㈲ミツワ、宮本歯科医院、㈲室崎製作所、㈲モリヤス新販、ヨシケ
ン不動産㈱、吉田建材㈱、吉田建設㈱

賛助会員名簿
福祉のまちづくりを支える

倉 敷

※賛助会員の掲載につきましては、平成３０年４月１日から平成３０年６月１０日までに会費を納入
　いただいた賛助会員の皆様を掲載しています。なお、敬称は省略させていただいております。

※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1１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。

社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました。
「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。
　　５０音順に掲載しています。なお、敬称は省略させていただいております。（平成３０年３月１６日～平成３０年６月１０日まで）

（倉敷地区）
帯中３期卒業生一同（金一封）
髙原　武志（金一封）
手嶋　浩一（金一封）
匿　　　名（金一封）
藤田　美子（5,000円）
（児島地区）
瀬戸鷲羽さつき会（金一封）
田頭商店お客様有志（金一封）
本荘園芸同好会
　代表者　川越秀樹（金一封）

（倉敷地区）
岡本　政孝（金一封）
中野美智子（金一封）
楢村　　操（金一封）
（児島地区）　
金光　美佳（金一封）
新見　彰堂（金一封）
原　　智信（金一封）
森　　迪利（金一封）
（玉島地区）　
赤澤　房子（金一封）
髙越　　勇（金一封）

（玉島地区）
中川　逸実（金一封）
三宅美都子（金一封）
（船穂地区）　
小野駿之介（金一封）
白神丈太郎（金一封）
難波　洋二（金一封）
（真備地区）　
浅原　武計（金一封）
阿部　直也（金一封）
井上　桂一（金一封）
守屋　　努（金一封）

（玉島地区）
大相撲を楽しむ会（金一封）
（真備地区）
ＪＦＥ旧鋼片工場ＯＢ会（金一封）
守屋　哲男　　　　　（金一封）

香典返し寄附篤志寄附

水 島

玉 島

真 備



本広報紙の発行には共同募金の配分金の一部を使用させていただいております。

　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。
　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。

総　務　課
地域福祉課
倉敷ボランテ
ィアセンター
倉　　　敷
結婚相談所

船 穂 福 祉
セ ン タ ー

水島事務所

児島事務所

玉島事務所

真備事務所

くらしき健康福祉
プラザ３階 毎週月曜日

祝日
年末年始

倉敷駅西ビル８階

水島支所３階

毎週土・日曜日
祝日

年末年始

児島支所４階

玉島支所２階

船穂町高齢者福祉センター

真備保健福祉会館１階

ホームページバナー広告募集！

【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

ご覧ください！
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！

カラーは全部で１０色。なくなり次第、販売終了！
サイズ：縦３０㎝　横４５㎝　マチ１４㎝
仕　様：内側にポケットが１つ
素　材：綿（帆布）
倉敷帆布と共同募金がコラボした
お問い合わせ／倉敷市共同募金委員会（地域福祉課）

事務所名 住 所 ・ 電 話 等 施 設 名 休 館 日

〒７１２-８０６２　倉敷市水島北幸町１-１

〒７１１-０９１２　倉敷市児島小川町３６８１-３

〒７１３-８１２１　倉敷市玉島阿賀崎１丁目１-１

〒７１０-１３０１　倉敷市真備町箭田１１６１-１

〒７１０-０２６１　倉敷市船穂町船穂１８６１-１

〒７１０-００５５　倉敷市阿知１-７-２-８０３ ＴＥＬ４２７-０６６７　ＦＡＸ４２７-０６７０

ＴＥＬ４４６-１９００　ＦＡＸ４４０-０１５４

ＴＥＬ４７３-１１２８　ＦＡＸ４７０-００５４

ＴＥＬ５２２-８１３７　ＦＡＸ５２３-００５４

ＴＥＬ６９８-４８８３　ＦＡＸ６９８-９６２２

ＴＥＬ５５２-５２００　ＦＡＸ５５２-９０３０

〒７１０-０８３４　倉敷市笹沖１８０番地 ＴＥＬ４３４-３３５０　ＦＡＸ４３４-３３５７

〒７１０-０８３４　倉敷市笹沖１８０番地 ＴＥＬ４３４-３３０１　ＦＡＸ４３４-３３５７

毎週日曜日・祝日
年末年始

「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。
　主には「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、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。

“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”
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！

こんどう脊椎矯正院　近藤勇作院長様（左）
と倉敷市社協　加藤正之副会長（右）

◇第２８号機◇◇第２８号機◇
こんどう脊椎矯正院 さま

第２８号機を設置してくださいました。
ご協力ありがとうございました。

平成29年度自動販売機の寄附金

ご寄附ありがとうございました。

総額　２６３,７９９円

枚数限定枚数限定

１０月１０日(水) １０時～

トートの日販売開始トートの日販売開始

販売場所　倉敷市社会福祉協議会　ボランティア交流室

共同募金付
倉敷帆布オリジナルバッグ

１枚３,８００円（税込）２００枚限定

今年度だけの限定商品！今年度だけの限定商品！今年度だけの限定商品！


