
　募金バッジ・うさピーバッグは、倉敷市
共同募金委員会（倉敷市社協各事務所）にて
販売します。

エコバッグ1,800円税込
サイズ：高さ約40㎝　幅約34㎝
マチ約11㎝　手持ちの長さ約23㎝

限定船型トートバッグ
3,800円税込

サイズ：高さ約19㎝　幅約30㎝
マチ約13㎝　手持ちの長さ約14㎝

うさピー
倉敷市共同募金委員会
マスコットキャラクター

バッグやバッジの購入も
募金につながります

主
な
内
容

89

・赤い羽根共同募金のお願い
・令和2年度倉敷市社会福祉協議会事業報告・決算
・各地区社会福祉協議会の紹介
・【特集1】互近助（ご近所）の底力
・【特集2】第3次倉敷市地域福祉活動計画②
・「寄付つき商品地域支援プロジェクト」参加企業紹介!!
・「まちづくりゴルフ大会」参加者募集！
・「寄付つき商品地域支援プロジェクト」
　新規登録企業紹介!!

くらしき社協だより89号　令和３年　秋号

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
が始まりますが始まります
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　赤い羽根共同募金は「自分の町をよくするしくみ」です。災害による被災地支援にも役立てられます。
　※募金は振り込みでもお受けしています。領収証が必要な方は、倉敷市共同募金委員会（倉敷市社
協地域福祉課）へご連絡ください。
　　　【振込先】中国銀行　倉敷市役所出張所　口座番号：普通　1022138

　　　　　　　 口座名義：岡
おかやまけんきょうどうぼきんかい

山県共同募金会　倉
くらしきしきょうどうぼきんいいんかい

敷市共同募金委員会　会
かいちょう

長　中
なかぎり

桐　泰
やすし

2021年は“ももたろうシリーズ”

シリーズ第６弾‼

全員集合‼

赤い羽根共同募金
募金バッジ　
1個４００円

倉敷帆布㈱ うさピー

新色です

数量限定販売‼

10/1から販売‼
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 令和２年度　倉敷市社会福祉協議会事業報告・決算令和２年度　倉敷市社会福祉協議会事業報告・決算

1.公私協働事業 224,424,914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・団体育成事業
◆地域福祉推進事業
◆福祉協力委員事業
◆福祉講座事業
◆福祉機器貸出事業
◆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
◆被災者見守り支援事業
◆ボランティア推進事業
◆福祉ボランティア育成事業　等

2.受託事業 410,628,673円
　  （県社協及び市受託事業）

◆給食サービス事業
◆結婚相談所事業
◆友愛訪問事業
◆生活支援コーディーネーター事業
　

◆介護支援サポーター養成事業
◆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
◆真備支え合いセンター　　
◆倉敷市市民後見人養成講座フォローアップ研修事業
◆生活福祉資金貸付事業／緊急小口資金等特例貸付事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                     　　等

3.自主事業 82,085,668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

4.市指定管理事業 18,689,154円
　  （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）

◆老人福祉センター事業

令和２年度決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、ホームページで閲覧する
ことができます。

5.収益事業 17,539,559円
　  （福祉事業に使うことを目的に実施している事業）

◆競艇場売店事業

（抜粋）

　新型コロナ影響下での支え合いのしくみづくり
・つながり安心⤴増すマスクプロジェクト
・つながる回覧
・互近助パントリープロジェクト

  新型コロナの影響による貸付申請件数
・緊急小口資金　3,677件
・総合支援資金　5,927件

＊閲覧できます＊

県社協・市受託金収入
398,223,743 
51.1%

県社協・市補助金収入県社協・市補助金収入
152,024,800 152,024,800 
19.5%19.5%

介護保険関連事業収入介護保険関連事業収入
94,838,420 94,838,420 
12.2%12.2%

共同募金配分金収入共同募金配分金収入
51,900,754 51,900,754 
6.６％6.６％

会費収入会費収入
33,691,450 33,691,450 

4.3%4.3%

児島競艇場売店収入児島競艇場売店収入
19,259,620 19,259,620 

2.5%2.5%

寄附金収入
5,004,212 

0.6%

事業収入
6,996,786 
0.9%

その他の補助金収入
13,897,000 
1.8%
その他の収入
3,677,636 
0.5%

１. 公私協働事業
224,424,914 
29.8%

２. 受託事業
410,628,673 
54.5%

※単位：円

３. 自主事業
82,085,668 
10.9%

４. 市指定管理事業
18,689,154 

2.5%

５. 収益事業
17,539,559
2.3%

収入の部
779,514,421

支出の部
753,367,968



　令和2年はコロナ禍で人との交流が減った年でした。
　本荘地区社協ではICT（情報通信技術）を活用し、人と
のつながりを途絶えさせない新しい試みを始めました。
　第1弾として2月28日～ 3月7日に開催された「吊るし
雛のおひな祭り」動画をYouTubeで配信しました。（倉敷
児島吊るし雛で検索）
　YouTubeでの情報発信には、①コミュニケーションの
場を作る②本荘の魅力を世界に発信するという２つの目
的があります。
　YouTubeを見ることによって、地元の人たちはお互いの様子が分かり、国内外の人にも本荘の催し物に

≪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５５小学校区に地区社会福祉協議会（地区社協）が設置されています。
倉敷市社協のホームページで、各地区社協を紹介しています。
今回は、「四福地区社協」・「本荘地区社協」を紹介します。

　四福地区社会福祉協議会は「地域社会福祉は、地域の人で」をスローガ
ンに平成１６年に立ち上げ、これまでも地域住民と各種団体が一丸となっ
て活動してきました。
　コロナ禍で取りやめる事業もありましたが「これまで築いてきた住民
同士のつながりが分断されないように、新しい生活様式に合わせた活動
をしよう」という理事会の思いで、十分な対策をして友愛訪問活動とふ
れあいウォーキングを実施しました。
　友愛訪問活動では、役員がお弁当と一緒に心を込めて作ったマスクや

交通安全グッズなどを持ってお一人暮らしの高齢者を訪問しまし
た。高齢者からはコロナ禍だからこそ「来てくれてうれしい」とのお
声がありました。また、ふれあいウォーキングでは、学区内にある
水島彫刻通りを役員の説明を聞きながら散策しました。この事業は
特に小学生からの要望が多く、地域の歴史や見どころを次世代に継
承していこうと、説明資料の作成に力を入れました。
　今後も災害などいざという時のためにも、工夫をし
ながら住民のつながりを切らない活動を継続していき
ます。

四福地区社会福祉協議会（水島地区）

3

興味を持ってもらい、コロナ禍が落ち着いたら、本荘を訪れて欲
しい。そして、本荘が活気づいていけたら嬉しいと、夢は大きく
膨らみます。
　また、スマートフォンを交流のツールとして活用していきたい
と、サロンでスマホ教室を開催し、LINEでの交流や
YouTubeの鑑賞の仕方を学びました。（左写真）
　新しいものを取り入れた時代の流れに柔軟に対応
する素敵な取り組みです。

本荘地区社会福祉協議会（児島地区）

７,７２０体のお雛様は圧巻

ふれあいウォーキングでは、役員の説明に
参加者は真剣に聞き入っていました

友愛訪問での何気ない談笑が日頃の見守
り活動にもつながっています

し ふ く

ほん じょう

講師は集落・組織の課題解決に取組んでいる
“みんなの集落研究所”の調査員永田愛さん



※パントリーとは、 食料品 などを 収納 ・ 保管するための「食品庫」という意味。
善意で寄せられた食材や生活雑貨を地域の身近なご近所で保管し、「互いに近所で助け合う」活動に
活かす取り組みが「くらしき互近助パントリープロジェクト」です。

互近助パントリーで提供する食材等の活用方法は拠点ごとに様々です。みんなで話し合いながら地域にふさ
わしい支え合い活動となっていきます。

　倉敷市社協では、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を計画期間とする、第 3 次倉敷
市地域福祉活動計画を策定し、その計画の実現に向けて３つの基本目標を設定しました。
　今回は 基本目標 2「誰もが安心して相談でき、解決につながる地域づくり」 の推進
に取り組むための３つの重点目標についてご紹介します。

食材や生活雑貨の提供・相談・パントリーサポーターに関心がある等
倉敷市社協地域福祉課まで　　☎４３４－３３０１お問い合わせ先

特集１　互近助（ご近所）の底力特集１　互近助（ご近所）の底力

集まっています！集まっています！ 増えています！増えています！

広がっています！広がっています！
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第　 次倉敷市地域福祉活動計画②特集2特集2 3

身近な相談支援体制の構築1

相談窓口と情報提供の充実（つたわる）

　支援を必要とする人が「誰でも」「いつ
でも」「なんどでも」相談でき、課題を早
期解決できるよう、各種相談窓口をわか
りやすく周知するなど、情報の提供体制
の充実を図ります。

【様々な機関・団体が
 パントリーサポーターとして活動中】
・法律事務所・子育て支援拠点・子ども食堂・地区
社会福祉協議会・障がい者就業支援作業所・地域交
流拠点・喫茶店・被災者支援拠点・地域ボランティ
ア等

【支援物品提供の一例】
・災害備蓄食材の入れ替えを行ったが、まだ賞味
期限に余裕があるため提供

・家庭で使う予定のない食材や洗剤等の日用品を
提供

・畑で少し多めに作った野菜のおすそわけ
・企業の社会貢献活動の一環として食材を提供
・団体や地域でのボランティア活動としてフード
バンクをとおして集まったものを提供

【パントリープロジェクトから始まった地域の支え合い活動】
・支援物品を活用した困りごとの相談と支援　・多世代が定期的に集う交流の場として活用　
・食材を活用した子ども食堂の開催　・一人暮らしや孤立しがちな方への訪問活動　・被災地での新しいつながりづくり　等

倉敷市社協のホームページ
地域活動の今、社協の今など、福祉の
情報をみなさまに発信します

※基本目標１についてはほっと社協第 88号をご覧ください。

出張権利擁護講座
身近な地域の集まりに専門職が訪問し
「終活」や「成年後見制度」などの講座
を行います

ご きん じょ

重点目標5重点目標5

地域共生型の地域拠点とすべての住民が活躍し支える仕組みづくり4

多様な困りごとに対する支援体制づくり（きょうせい─共生─）

　地域共生社会実現に向けて、
世代や立場の垣根なく住民や関
係機関がつながり続ける場や機
会の創出を目指します。多くの
人が役割や生きがいを持ち続け
ることができるよう、活躍でき
る機会を創出できるように積極
的に取り組みます。

たけちゃん珈琲
みずえ地域相談支援事業所の
催しで、視覚に障がいを持つ
たけちゃんが淹れる珈琲が、
地域の方の居場所づくりにも
つながっています

千鳥町団地集会所
宿題をしている子どもを、地
域の大人が優しく見守ってい
ます。多世代の交流の場や居
場所が、つながり続ける地域
をつくります

認知症カフェ
認知症の人とその家族、地域
の住民、誰もが参加できる場
所として、お茶を飲みながら
話をし相談をしながら交流を
深めることができます

重点目標7重点目標7

93を超える個人・企業・団体から支援物品が
寄せられています。 （令和３年６月末現在）

手づくりの支え合い活動として役立ててください

市内43か所に互近助パントリーを設置
　　　　　　　　　　　　  　（令和３年６月末現在）

2

住民と関係機関の連携強化（きょうどう ─協働─）

　地域や個人の課題に対して、適切な
相談の支援、サービス利用につなげる
ことができるよう、住民や地域支援団
体だけでなく、社会福祉法人や介護保
険事業所、NPO、企業等様々な機関
が協働できる支援・連携の体制づくり
に取り組み、生活困窮者、ひきこもり、
介護、子育て等生活に困難を抱える人
への支援を行います。

重点目標6重点目標6

社会福祉法人公益活動推進連絡会
福祉施設・事業所が情報交換を行い、協働で
地域公益活動等に取り組むことで、市民の福
祉の向上を図ります

余剰になった野菜を定期的に
提供していただいています

㈱クラレ 倉敷事業所様より、
「クラレふれあい募金」を
活用したご支援をいただきました

しおかぜの地域支援事業部
くみ上げられた地域のニーズが、住民と法人
の協働により、多くの仕組みにつながってい
ます

創心福祉会パントリー平田
地域や職員から寄せられた食材や生活雑貨を
活用し、世代間のつながりや、困りごと支援
を目的としたイベントを開催しています

支援対象や制度の枠を取り払った協働の関係構築

社会福祉法人・企業等の公益活動の推進

3

真備連絡会
医療機関・福祉・介護事業所・行政・当事者・
ボランティア等で構成し、制度の枠組みを越
えた様々取り組みの中で、防災避難訓練も
行っています

小地域ケア会議
住民の顔が見える、身近な暮らしのエリアに
おいて、住民と専門職が福祉のまちづくりに
向けて、話し合い学び合います

食材や生活雑貨などの
支援物品の提供支援

パントリーの支援物品を活用した支え合い活動

パントリーサポーター
（パントリーボックス設置協力者）

互近助（ごきんじょ）力で困りごとに「気づき」・「受け止め」・「つなぎ」・「支える」身近な拠点

困りごと支援困りごと支援 子ども食堂子ども食堂 子育て支援子育て支援 地域交流地域交流

真備地区
６ゕ所
真備地区
６ゕ所

玉島地区
8ゕ所
玉島地区
8ゕ所

船穂地区
１ゕ所
船穂地区
１ゕ所 倉敷地区

14ゕ所
倉敷地区
14ゕ所

水島地区
10ゕ所
水島地区
10ゕ所

児島地区
4ゕ所
児島地区
4ゕ所

支援物品は
パントリーボックスに入れて保管・活用していただきます！



※パントリーとは、 食料品 などを 収納 ・ 保管するための「食品庫」という意味。
善意で寄せられた食材や生活雑貨を地域の身近なご近所で保管し、「互いに近所で助け合う」活動に
活かす取り組みが「くらしき互近助パントリープロジェクト」です。

互近助パントリーで提供する食材等の活用方法は拠点ごとに様々です。みんなで話し合いながら地域にふさ
わしい支え合い活動となっていきます。

　倉敷市社協では、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を計画期間とする、第 3 次倉敷
市地域福祉活動計画を策定し、その計画の実現に向けて３つの基本目標を設定しました。
　今回は 基本目標 2「誰もが安心して相談でき、解決につながる地域づくり」 の推進
に取り組むための３つの重点目標についてご紹介します。

食材や生活雑貨の提供・相談・パントリーサポーターに関心がある等
倉敷市社協地域福祉課まで　　☎４３４－３３０１お問い合わせ先

特集１　互近助（ご近所）の底力特集１　互近助（ご近所）の底力

集まっています！集まっています！ 増えています！増えています！

広がっています！広がっています！
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第　 次倉敷市地域福祉活動計画②特集2特集2 3

身近な相談支援体制の構築1

相談窓口と情報提供の充実（つたわる）

　支援を必要とする人が「誰でも」「いつ
でも」「なんどでも」相談でき、課題を早
期解決できるよう、各種相談窓口をわか
りやすく周知するなど、情報の提供体制
の充実を図ります。

【様々な機関・団体が
 パントリーサポーターとして活動中】
・法律事務所・子育て支援拠点・子ども食堂・地区
社会福祉協議会・障がい者就業支援作業所・地域交
流拠点・喫茶店・被災者支援拠点・地域ボランティ
ア等

【支援物品提供の一例】
・災害備蓄食材の入れ替えを行ったが、まだ賞味
期限に余裕があるため提供
・家庭で使う予定のない食材や洗剤等の日用品を
提供
・畑で少し多めに作った野菜のおすそわけ
・企業の社会貢献活動の一環として食材を提供
・団体や地域でのボランティア活動としてフード
バンクをとおして集まったものを提供

【パントリープロジェクトから始まった地域の支え合い活動】
・支援物品を活用した困りごとの相談と支援　・多世代が定期的に集う交流の場として活用　
・食材を活用した子ども食堂の開催　・一人暮らしや孤立しがちな方への訪問活動　・被災地での新しいつながりづくり　等

倉敷市社協のホームページ
地域活動の今、社協の今など、福祉の
情報をみなさまに発信します

※基本目標１についてはほっと社協第 88号をご覧ください。

出張権利擁護講座
身近な地域の集まりに専門職が訪問し
「終活」や「成年後見制度」などの講座
を行います

ご きん じょ

重点目標5重点目標5

地域共生型の地域拠点とすべての住民が活躍し支える仕組みづくり4

多様な困りごとに対する支援体制づくり（きょうせい─共生─）

　地域共生社会実現に向けて、
世代や立場の垣根なく住民や関
係機関がつながり続ける場や機
会の創出を目指します。多くの
人が役割や生きがいを持ち続け
ることができるよう、活躍でき
る機会を創出できるように積極
的に取り組みます。

たけちゃん珈琲
みずえ地域相談支援事業所の
催しで、視覚に障がいを持つ
たけちゃんが淹れる珈琲が、
地域の方の居場所づくりにも
つながっています

千鳥町団地集会所
宿題をしている子どもを、地
域の大人が優しく見守ってい
ます。多世代の交流の場や居
場所が、つながり続ける地域
をつくります

認知症カフェ
認知症の人とその家族、地域
の住民、誰もが参加できる場
所として、お茶を飲みながら
話をし相談をしながら交流を
深めることができます

重点目標7重点目標7

93を超える個人・企業・団体から支援物品が
寄せられています。 （令和３年６月末現在）

手づくりの支え合い活動として役立ててください

市内43か所に互近助パントリーを設置
　　　　　　　　　　　　  　（令和３年６月末現在）

2

住民と関係機関の連携強化（きょうどう ─協働─）

　地域や個人の課題に対して、適切な
相談の支援、サービス利用につなげる
ことができるよう、住民や地域支援団
体だけでなく、社会福祉法人や介護保
険事業所、NPO、企業等様々な機関
が協働できる支援・連携の体制づくり
に取り組み、生活困窮者、ひきこもり、
介護、子育て等生活に困難を抱える人
への支援を行います。

重点目標6重点目標6

社会福祉法人公益活動推進連絡会
福祉施設・事業所が情報交換を行い、協働で
地域公益活動等に取り組むことで、市民の福
祉の向上を図ります

余剰になった野菜を定期的に
提供していただいています

㈱クラレ 倉敷事業所様より、
「クラレふれあい募金」を
活用したご支援をいただきました

しおかぜの地域支援事業部
くみ上げられた地域のニーズが、住民と法人
の協働により、多くの仕組みにつながってい
ます

創心福祉会パントリー平田
地域や職員から寄せられた食材や生活雑貨を
活用し、世代間のつながりや、困りごと支援
を目的としたイベントを開催しています

支援対象や制度の枠を取り払った協働の関係構築

社会福祉法人・企業等の公益活動の推進

3

真備連絡会
医療機関・福祉・介護事業所・行政・当事者・
ボランティア等で構成し、制度の枠組みを越
えた様々取り組みの中で、防災避難訓練も
行っています

小地域ケア会議
住民の顔が見える、身近な暮らしのエリアに
おいて、住民と専門職が福祉のまちづくりに
向けて、話し合い学び合います

食材や生活雑貨などの
支援物品の提供支援

パントリーの支援物品を活用した支え合い活動

パントリーサポーター
（パントリーボックス設置協力者）

互近助（ごきんじょ）力で困りごとに「気づき」・「受け止め」・「つなぎ」・「支える」身近な拠点

困りごと支援困りごと支援 子ども食堂子ども食堂 子育て支援子育て支援 地域交流地域交流

真備地区
６ゕ所
真備地区
６ゕ所

玉島地区
8ゕ所
玉島地区
8ゕ所

船穂地区
１ゕ所
船穂地区
１ゕ所 倉敷地区

14ゕ所
倉敷地区
14ゕ所

水島地区
10ゕ所
水島地区
10ゕ所

児島地区
4ゕ所
児島地区
4ゕ所

支援物品は
パントリーボックスに入れて保管・活用していただきます！
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【こんな企業です (^^)/】
　倉敷市役所近くのビルの中で水耕栽培で安心・安全
な無農薬栽培のレタスを主に生産しています。

Ｑ. プロジェクトにどんな期待をしていますか？
Ａ. 地元企業として、地域に貢献できることを検討していた際、
このプロジェクトを知りました。地産地消を売りにしている
商品ですので、『地域の皆様』にお買い求め頂き『地域』に
貢献できればと思っております。

　倉敷市社協では YouTube による動画の配信や SNS を利
用した情報発信をしています。これからも様々な
お役立ち情報を発信していきます。乞うご期待！！
　倉敷市社協YouTube チャンネルで検索！

開 催 日：１１月１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：８,０３５円程度（昼食費込み）
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又は郵送ください。
　　　　　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：１０月１日（金）必着　※当日キャディーは付きません。

「寄付つき商品　地域支援プロジェクト」参加企業紹介!!「寄付つき商品　地域支援プロジェクト」参加企業紹介!!

「第８回 福祉のまちづくりゴルフ大会」参加者募集！「第８回 福祉のまちづくりゴルフ大会」参加者募集！

（任期　令和3年6月25日から令和5年定時評議員会終結の時）

　令和3年6月25日の定時評議員会において選任された役員（理事・監事）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。
会　　長　　中桐　泰　　
副 会 長　　内田浩二、大野　治、浅野静子
常務理事　　岡野敏郎
理　　事　　荒谷眞由美、中濱　崇、新垣敦子、森上博之、江良克彦、片岡民成、大森誠一、
　　　　　　永井龍一、小野　貢、中野宏子
監　　事　　藤原博之、下浦政昭

倉敷市社会福祉協議会　役員（理事・監事）の紹介倉敷市社会福祉協議会　役員（理事・監事）の紹介倉敷市社会福祉協議会　役員（理事・監事）の紹介

今回の紹介企業は「旭テクノプラント㈱」さんです

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。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。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。

企業の担当者の方に聞いてみました

「倉敷小町　倉敷れたす」
１パックにつき
０.１円を寄附

※価格が変更する場合があります。

※新型コロナウイルスの感染状況によって、中止になる場合もあります。予めご了承下さい。

介護技術講座の様子

149円149円

寄付つき商品寄付つき商品

スーパーなどで
絶賛販売中！
スーパーなどで
絶賛販売中！

はじめました
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「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。
※倉敷市社協などの税額控除対象法人への個人で年間2,000円を超えるご寄附をされた方は、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。（令和３年3月1日～令和３年５月31日まで）

社会福祉協議会へ金一封のご寄附、誠にありがとうございました。

倉敷　㈱アイシ・フュージョン・アソシエイツ、秋田（税）、旭電気㈱、あさひ園、㈱アメニティコンサル阿知、㈲医療福祉研究所ヘイセイ、う
ちだ眼科医院、㈱江口電機、オール薬局倉敷店、大高電器㈱、岡山ガス㈱倉敷営業所、岡山県観光企業㈱岡山ゴルフ倶楽部、（福）岡山厚生会帯江
保育園、岡山トヨタ自動車㈱倉敷店、岡山日野自動車㈱倉敷支店、（医）おぎの内科医院、㈱小野幸建設、小野歯科医院、㈱海全重機、笠岡信用組
合倉敷支店、笠岡信用組合中庄支店、㈲風早自動車鈑金工場、カモ井食品工業㈱、（宗）駕龍寺、観龍寺、㈱木の城いちばん、（宗）行願院、（医）くす
の木、㈲クライム、㈱クラカン、㈱倉敷ケーブルテレビ、倉敷自動車学校、（公社）倉敷市民間保育所協議会、倉敷授産場、倉敷製帽㈱、㈱倉敷通
信サービス、㈱クラビ、倉敷ビッグアメリカンショップ㈱、（学）倉敷ファッションカレッジ、（福）倉敷福徳会、倉敷油類販売（協組）、倉敷ロータ
リークラブ、クリニックソフィア、㈲ケイ・エム・オー、酒津商事㈱、㈲佐藤印刷所、三共鉄工㈱、三恭電設㈱、㈱サンタカ、山陽事務機㈱、山陽
精麦㈱、㈱山陽フードサービス、㈱三楽、㈲しおつ、（税）シナジー、（福）松園福祉会あすなろ園、庄薬局、（医）昭和会倉敷北病院、新田保育園、㈱
すみれ花店、（福）全仁会、㈱大幸商会、㈱大同設備工業、㈱第二開発技工、大丸通商㈱、㈱タカトリ、㈱高橋建築、㈱髙原組、㈱ダスキン倉敷、㈱
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、玉島信用金庫鶴形支店、㈱中水設備、（医）天和会松田病院、（宗）東雲
院、東陽電気㈱、㈲ナカムラ、㈱中祥建設、中洲保育園、（司）永田事務所、㈱難波組、㈱西崎本店、日本医療研究㈱、㈱はぁもにぃ倉敷、羽島保育
園、濱田弘、早沖診療所、はやおき保育園、㈱ハヤシ、（司）備中サポートセンター、㈱ビナン、ひまわり保育園、㈲藤岡楽器店、㈱藤木工務店倉敷
支店、ふなぐら荘、㈱ふるいち、㈱文近堂、（医）平成会、㈱鵬林、ぽこ・あ・ぽこ、㈲マイライフ、丸三化学工業㈱、光畑組㈱、㈱ミヤケ工業、室
山運輸㈱、森歯科医院、㈲ヤマカ組、㈱山本住建、㈲ヨコヤマ防災、（福）四ツ葉会、老龍園緑化㈱、（福）わかば会わかば保育園、（医）わに診療所

水島　㈱生藤自動車、石田工業㈱、エンドレス水島店、大阪鋼灰㈱、㈲岡建、（医）介護老人保健施設和光園、化学運輸㈱、片山倉庫㈲、㈲亀屋防
災、河村食品㈱、（生協）倉敷医療、倉敷市水島全地区民生委員児童委員協議会、倉敷中央病院リバーサイド、倉敷ボーリング機工㈱、弘化産業㈱、
幸輝興業㈱、宏成綿業㈱、㈲合田博塗装店、㈱高菱、小松原米穀燃料㈲、サトウ機工㈱、三協㈱、三成興業㈱、三洋電業㈱、三和工業㈱、㈱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、㈱シンノウ、親和保育園、水塗商事㈱、砂田船舶㈱、
㈲千田ビル、㈱セントラル警備保障、ソーダ興業㈱、玉島信用金庫水島支店、中国自動車興業㈱、連島工業㈱、連島東保育園、デイサービス住人
十彩、東亜外業㈱、㈱中島オートセンター、中谷エネテック㈱、中村解体、㈱南備園芸、㈱日明舎、乳児親和保育園、のぞみ保育園、野村交通㈱、
備南車体工業㈱、冨士石油㈲、不二道路工業㈱、㈱双葉製作所水島支社、㈱フレッシュ寿、㈱松浦モータース、丸十運輸倉庫㈱水島支店、水島運
搬機㈱、水島協同病院、水島信用金庫、㈱水島測量設計コンサルタント、水ノ上災害防具㈱、（福）めやす箱、㈱ユタカケミカル水島工場、（医）養命
会佐藤医院、㈲陸正開発、両備トランスポート㈱水島支店、リョーサン㈱、㈲渡辺酒造本店

児島　倉敷市市友会児島支部　　玉島　岡山県市町村職員年金者連盟倉敷支部玉島分会

真備　アオエテック㈱、植村歯科、㈱栄鋼社川辺工場、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、（生
協）倉敷医療真備歯科診療所、呉妹診療所、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、㈱ナカノ、㈱中本屋工務店、㈱永山川辺工場、㈲ミツワ、㈱三ツワ、宮本歯科医院、㈲室崎製作所、㈲山下板金、ヨシケン不動産㈱、吉
田建材㈱、吉田建設㈱

※賛助会員の掲載につきましては、令和３年３月1日から令和3年6月10日までに賛助会費を
　納入いただいた皆様を掲載しています。五十音順、敬称は省略させていただいております。

【倉敷地区】 阿智の風（7,000 円）、アミパラ倉敷店（金一封）、アミパラボウル（金一封）、匿名（金一封）、
 世界平和統一家庭連合倉敷家庭教会（30,000 円）、西阿知学区愛育委員会（金一封）　
【児島地区】 王子脳神経外科医院職員一同（金一封）、（福）王慈福祉会　相談役名誉会長　髙橋　鼎（金一封）、
 匿名 （100,000 円）
【玉島地区】 大相撲を楽しむ会（金一封）、長森　亀久男（金一封）

【倉敷地区】 田中　孝一（金一封）
【水島地区】 武智　誠治（金一封）、匿名 （金一封）
【玉島地区】 戸田　達也（金一封）、水川　正美（金一封）、
 湯浅　二郎（金一封）
【真備地区】 岡　　孝行（金一封）、谷口　康親（金一封）、匿名（金一封） 

♥ご寄附に感謝申し上げます♥
　北日本コンピューター㈱様から車いす
10台を寄贈していただきました。

社会貢献の一環として、2003 年から日本各
地へ車いす寄贈を行っています。

【振込先】◇領収書が必要な方は、倉敷市社協総務課へご連絡ください。
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
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　ご寄附は、倉敷市
社協各事務所にご持
参いただくか、左記
の口座へお振り込み
いただけます。
※振込手数料はご負担く
ださい。

　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13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。



　「福祉まちづくり自動販売機」は、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。

登録企業：有限会社ウエハラ事務機
　　　　　　倉敷市二日市６－１　☎４２２－９３４５　
登録商品名：「赤い羽根　思いやり　プロジェクト」
　地域の皆さまに育てていただいたことへの恩返しをしたい、またコロナ禍で
安心安全をお届けしたいという思いやりに溢れるご提案をいただきました。
　プロジェクト内容は、手指アルコールスプレ
ー噴射ポンプボトル３本セットをご購入いただ

くと１件につき３０円が倉敷市共同募金委員会に寄附され、倉敷市内の地域福祉活動に役立
てられます。
　今後も倉敷市共同募金委員会では、このプロジェクトに積極的に取り組んでまいります。
赤い羽根共同募金「寄付つき商品　地域支援プロジェクト」の登録企業を募集中です。

“福祉まちづくり自動販売機” 設置者募集中！

赤い羽根共同募金
「寄付つき商品　地域支援プロジェクト」新規登録企業紹介！！

◇ 第４３号機 ◇・◇第４４号機◇

瀬戸内
ホールディングス
株式会社様

第４３号機・第４４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。

令和２年度自動販売機の寄附金
総額　３５８,２３２円

ご寄附ありがとうございました。

代表取締役社長桐野宏司様（左）と
倉敷市社協大野治副会長（右）

岡田新町町内会様

岡田新町町内会会長黒瀬正典様（左）
と倉敷市社協浅野静子副会長（右）

飲めば飲むほど「のど」も「こころ」も
「福祉の財源」もうるおう事業です！

倉敷市共同募金委員会（倉敷市社協）☎４３４－３３０１お問い合わせ先


