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ボランティ
アセンター

～児島地区ふれあいサロン代表者交流会のご案内～～児島地区ふれあいサロン代表者交流会のご案内～
みんなどんなふうにサロン活動してるんだろう？と思った方もそうでない方も!!
児島地区内でふれあいサロンをされている方を対象にした交流会を開催します!
興味ある方はぜひご参加ください!

日　時　７月29日（火）10時～12時
場　所　児島支所２階　大会議室
内　容　レクリエーション体験、情報交換等
対　象　児島地区内のサロン代表者及び支援者等
定　員　40名　※お問い合わせは児島事務所まで

締切
７月22日（火）

第41回　夏期福祉講座のご案内
　TBSに報道記者として入社したきっかけや社会情勢から今のテレビ報道の在り方やテ
レビ視聴率の裏話、「朝ズバッ！」の舞台裏などなど・・・おなじみの軽快なトークで
笑いも交えてのお話。楽しくてためになる、ホットな一時を過ごしませんか？

あの！！「みのもんたの朝ズバ！」を
はじめ報道番組、生活情報番組で
解説役としておなじみの！！
杉尾秀哉氏が倉敷へやってくる！

◆講 師◆　杉尾　秀哉 氏（TBSテレビ報道局　解説・専門記者室長）

◆日 時◆　7月19日（土）　13：00～15：00　
◆場 所◆　玉島文化センター
◆定 員◆　1000人　

～震災報道の現場から～
地域、家族のつながり、今大切なこと

※お問い合わせは玉島事務所まで

※入場は無料ですが、チケットが必要です。
　チケットは社会福祉協議会　事務局・各　
　事務所にて、7月1日（火）から配布します。
　無くなり次第、配布は終了いたします。
　ご了承ください。

すぎ　　お　　　　　ひで　　や

平成26年６月1日
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P２～３ 平成26年度事業計画・収支予算
P４～５ 特集～ハンディキャップがあっても、
 暮らしやすい地域づくりのために～
P６ 共同募金、歳末たすけあい募金のお礼・
 いただきます。
P７ 寄附者名簿・賛助会員名簿・
 地域福祉推進事業助成金のご案内・
 ニューフェイス・クイズ
P８ 講座・研修会のご案内

和気あいあいの倉敷まちづくり
～みんなで話し合い、学びあい、支えあい～

ホームページ：http://www.fukushiokayama.or.jp/kurashiki/kurashiki.htm
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～ハンディキャップがあっても、暮らしやすい地域づくりのために～
身近な倉敷市社協の活動紹介（P4～5）

　イオンモール倉敷２階の福祉の店「あゆみ」では、
ハンディキャップのある皆さんが、福祉施設や在宅で
心を込めて作った製品を紹介・販売しています。そこ
で、販売のボランティアをしているのが、私たち倉敷
レディスボランティアグループです。
　自立し、生きがいを持って社会参加できる環境づ
くりの応援を目的に協力させていただいています。
ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
　

特集

　　　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
※賛助会員は、税制上の優遇が受けられます。

皆様からいただいた会費は、倉敷市社協の貴重な財源として地域福祉推進の為に役立たせていただきます。
今年度も引き続き、ご理解、ご賛同をいただきますようお願いいたします。

倉敷市社会福祉協議会の会員を募集中！！

　各町内会や地区の役員による集金、
　各事務所の窓口で受付けています。
　連絡先は、Ｐ８に掲載しています。

納入方法会員の種類と年会費

新コーナー

「いただきます」P6
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●  ● 重 点 目 標  ●  ●

平成26年度　事業計画・収支予算

　近年、多様化する生活課題を解決するために、互助・共助の精神によりすべての人々が社会とつながりを持ち、安心
して日々の生活を営むことができるような取り組みに力を尽くすことが求められています。
　倉敷市社会福祉協議会では、平成23年度に「地域福祉活動計画」を策定して、事業の推進を図ってまいりました。
今年度は、３年間に実施した事業の確認と検証を行い、第２次計画策定に向けての提言を行うとともに、新たな財源確
保に努め権利擁護の在り方にも着目し、より地域に密着した福祉サービスに取り組んでまいります。

①地域福祉活動計画の推進

②発展強化計画の推進　

③ボランティア活動及び市民活動支援の推進

④社会福祉協議会活動広報の充実

・なんでも相談でき、話し合い、集い、学び、
支え合う。そんな地域づくりを目指します。

・社協の経営戦略を明確にし、業務の改善、在
宅福祉サービス、権利擁護の在り方を検討し
ていきます。

・幅広い世代が様々なボランティア活動に携わ
ることができる体制を整備・拡充していきま
す。

・社協活動をもっとわかりやすく、より親しみ
をもってもらえるよう広報の充実に努めます。

会費収入
6%

585,473,000円

585,473,000円

寄附金収入
2%

補助金収入
22%

県・市受託金収入
38%

事業収入
0.003%

共同募金配分金収入
9%

介護保険関連事業収入
22%

その他の収入
1%37,084

9,017 
125,842

222,955

2,667
53,067

127,361
7,480 

（単位：千円）

①会費収入 
②寄附金収入 
③補助金収入 
④県・市受託金収入
    ※介護保険関連収入は除く 

⑤事業収入 
⑥共同募金配分金収入 
⑦介護保険関連事業収入 
⑧その他の収入
    ※介護保険関連収入は除く

 

項　目 
収入の部

予算額

収入合計 585,473

172,826
10,397
10,306
52,271
8,396

204,435
9,846

116,996

（単位：千円）

①一般事業
②市補助事業
③県社協補助事業
④共同募金配分金事業
⑤ボランティア活動推進事業
⑥倉敷市受託事業
⑦県社会福祉協議会受託事業
⑧介護保険関連事業

項　目 
支出の部

予算額

支出合計 585,473

一般事業
29%

市補助事業
2%

県社協
補助事業
2%

共同募金
配分金事業
9%

ボランティア活動
推進事業
1%

倉敷市受託事業
35%

県社会福祉協議会
受託事業
2%

介護保険関連事業
20%

収入の部

支出の部
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（１）管理運営
　　　・結婚相談所事業・福祉の店「あゆみ」事業等
（２）研修会の開催及び大会派遣
（３）地域福祉活動計画関係事業・地域福祉活動計画
　　　検討委員会（仮称）の設置等
（４）調査・広報事業
（５）地域福祉推進事業・福祉協力委員制度の推進
　　　・権利擁護支援フォーラムの開催等
（６）在宅福祉推進事業
　　　・福祉機器貸出事業・なんでも相談会
　　　・住民参加型在宅福祉サービス事業等

1．一般事業

（１）ボランティア育成事業・ボランティア交流座談
　　　会の開催・出前福祉講座の開催等
（２）ボランティア推進事業
　　　・点字カレンダー・点字社協だよりの作成
　　　・ボランティア大会の開催等
（３）ボランティア普及推進事業
　　　・倉敷市ボランティア連絡協議会の支援
（４）福祉ボランティア育成事業
　　　・ボランティア保険の加入促進等
（５）地域共助型ボランティア育成事業
　　　・夏のボランティア体験事業の実施等
（６）障がい者社会参加促進事業
　　　・手話・要約筆記・朗読・点訳等養成講座の
　　　　開催等
（７）介護支援いきいきポイント制度事業
（８）障がい者生活支援事業（おもしろ工作、生け花）
（９）点字・拡大写本メニューの作成

３．倉敷ボランティアセンター事業

（１）生活福祉資金貸付事業の実施
（２）日常生活自立支援事業の実施

５．県社協受託事業

（１）高齢者福祉事業
　　　・在宅介護者への支援等
（２）障がい者福祉事業
（３）児童福祉事業
（４）父子母子福祉事業
（５）福祉育成援助事業
　　　・いきいきふれあいサロン事業
　　　・福祉講座の開催等
（６）地域福祉推進事業
　　　・地区社協設立と運営の支援等
（７）地域活動事業
（８）市共同募金委員会との連携

２．共同募金配分金事業

（１）高齢者福祉受託事業
　　　・友愛訪問事業・高齢者等心配ごと相談事業
　　　・高齢者等給食サービス事業
　　　・生活・介護支援サポーター養成研修事業
　　　・高齢者福祉センター事業等
（２）障がい者福祉受託事業
　　　・障がい児を囲む親子ふれあい事業
　　　・社会参加促進事業
　　　・福祉機器リサイクル事業
　　　・福祉車両・福祉バス貸出事業等
（３）介護支援受託事業
（４）地域福祉基金受託事業

４．倉敷市受託事業

（１）地域包括支援センター事業の実施
（２）居宅介護支援事業の実施
（３）訪問介護事業の実施
（４）通所介護事業の実施
（５）介護予防支援事業の実施

６．介護保険関連事業

　　　  科　　　　　目
事業収入
受取利息配当金収入
受託金収入
雑収入
　  収　　入　　合　　計

　　　  科　　　　　目
売上原価
人件費支出
事務費支出
会計単位間繰入金支出
予備費
　  支　　出　　合　　計

予　算　額
29,625

3
16,827

22
46,477

予　算　額
23,108
13,383
5,776
4,000

210
46,477

（事業支出の部）　    （単位：千円）

※収益金4,000,000円は、一般会計へ繰出し社会福祉事業にあてています。

（事業収入の部）　    （単位：千円）

児島競艇場売店事業特別会計



 　倉敷市社協で使用済インクカー
 トリッジ（純正品）を集めている
 のをご存じですか？集まった使用
 済インクカートリッジは、業者に
 引き取ってもらい、その収益を財
 源として、点字カレンダーを作成
し、視覚障がい者の方を中心に配布しています。
　この事業は、多くのボランティアさんのご支援により成
り立っています。ともしび点訳グループの皆さんに点字カレ
ンダーの作成をお願いし、インクカートリッジをメーカー、
品番ごとに仕分ける作業には、聴覚障がい者の方や車いす利
用者の方など、ご自身に障がいのある方にボランティアとしてご協力をいただいています。また、カレンダー
以外にも、『広報くらしき』や『社協だより』などの点字版や音声版も作成し、必要な方にお送りしています。
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～ハンディキャップがあっても、
　　　　　　　　暮らしやすい地域づくりのために～特集特集

《身近な倉敷市社協の活動紹介》

点字カレンダー利用者の竹本さん

【にんじんクラブ　代表　小原さん】

　みなさんは、「ノーマライゼーション」ということばを聞いたことがありませんか？
　「ノーマライゼーション」とは、「ハンディキャップがあっても、区別されることなく、またハンディキャップによっ
て不利益や不便さを感じることなく、誰もが一緒に暮らせる社会をつくることです。」
　倉敷市社協では、この考え方を実現するために、多くのボランティアさんのご協力を得ながら、サービスの提供や支
援の輪を広げています。
　今回は、市内で活動しておられる方やサービスを利用されている方の声をお届けします。

　この制度は、65歳以上の方が介護施設等でボランティア
として活動し、ポイントを集めると換金できるしくみです。
ボランティアとしていきいきとした地域社会づくりに貢献で
き、自分自身の介護予防と健康づくりにも役立ちます。

『倉敷の点字カレン

ダーは六曜が入って

いるから便利なの』

と（竹本さん）。

　『やろうと思って

もできない事もたく

さんあるけど、何ご

ともやろうと思って

行動を起こさなかっ

たらできることもで

きないでしょう』と

笑ってコメントを下

さいました。

◎介護老人保健施設 老健あかね　看護師長　岡本さんのコメント
　現在、写経や計算など 10団体が、定期ボランティアとして登録されていて、１週間の内２回程度来てくださっています。
入所者さんの日常生活の活性化にもつながり、何より笑顔がこぼれます。ボランティアさんが来られるのを、皆さん楽しみ
にされています。

　私たちは、介護ボランテ

ィアとして、施設でレクリ

エーションの手伝いを行っ

ています。施設入所者の笑

顔を見ながら、いつボラン

ティアをする立場から観客

の立場になってもおかしく

ないなと思いながらも、喜

んでいただいていることに

感謝しています。

　私たちは３人で２年前からそろばんを使ったボラ

ンティアを行っています。当初は５つ珠で指導して

いましたが、高齢の方は手が震えて運指が上手くで

きないことに気付いて、プリントを利用して簡単な

四則演算をしてもらっています。1時間で多い人は、

６枚（約500問）を解いています。月に1回の活動で

すが、皆さん楽しみに待っていてくださいます。

【そろばん（計算）ボランティア　代表　江木さん】

点字カレンダーを作っています！点字カレンダーを作っています！

　　　　　　　　　　　　障がい者の生活支援事業として、生け花教室とおもしろ工作教室を開催しています。
　　　　　　　　　　　今回は、生け花教室に長年参加されている片岡さん（視覚障がい者）にインタビューさ
　　　　　　　　　　　せていただきました。
　　　　　　　　　　　　Q：いつ頃から参加されていますか？
　　　　　　　　　　　　A：駅の西ビルでやっていた頃からです。もう、
　　　　　　　　　　　　　　何十年にもなりますかね・・・。
Q：参加しようと思ったきっかけは何ですか？
A：視覚障がい者なので、はっきり見えないんだけど、花のかおりを嗅いだ
　　り、触ってみることで、季節を感じることができます。個人でお花屋さ
　　んに行っても、なかなか触ってみることができないので、この教室に参
　　加して自分で触ってみたいと思ったのがきっかけです。当然、生け花は
　　したことがなかったので、生け方も当然わからないまま参加しました。
Q：生け花教室に参加してみて良かったと感じたことがありますか？
A：先生に丁寧に教えて頂いて良かったなあと思いますが、一番良かったの
　　は、いろんな方と一緒に習えたことですね。特に、いろいろな障がいの
　　ある人が集まっているのに、障がいの話しにとらわれることがないんで
　　す。倉敷市社協のサポート体制のおかげだと思いますが、障がい者が集
　　まって、一緒に生け花を楽しむことができ、また、お互いが助け合える
　　ことができて本当にうれしくて、ずっと参加してきました。
　　今後も頑張ります。

障がい者の生活支援事業（生け花，おもしろ工作）の参加者に聞きました！障がい者の生活支援事業（生け花，おもしろ工作）の参加者に聞きました！

　倉敷市社協では、車いす利用者が乗車可能な
福祉車両の貸し出しを行っています。利用料は
無料です。（ただし、返却時には、清掃し、ガ
ソリンを満タンにしてお返しください。）

　倉敷市社協では、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、レクリ
エーションを通じて戸外での経験を豊かにすること
を目的に、大勢のボランティアさんのご協力をいただ
いて、毎年「親子ふれあい事業」を実施しています。
　平成25年度は、あすたむらんど徳島へ
77世帯278名で行ってきました。
　参加されたご家族からは「なかなか子供を連れて
バス旅行に行けないので、久々に親子で楽しめまし
た」「家族同士の交流もできて良かった」「ボラン
ティアさんも優しくて楽しめました」などたくさん
のお声をいただいています。

福祉車両の貸し出しをしています！福祉車両の貸し出しをしています！

介護支援いきいきポイント制度に参加しています！介護支援いきいきポイント制度に参加しています！

実際の片岡さんの作品です。

　妻を月に２回、リハビリテーションを兼ねて病院まで送迎

するために利用させていただいています。タクシーだと、

往復で4,500円ぐらいの出費になるところが、ガソリン代の

負担だけだと数百円で済み、たいへん助かっています。今

後とも利用させていただきたいと思っています。

利用者の久保さん（乗車中です・・・。）

親子でふれあいながら、戸外での経験を豊かに！



 　倉敷市社協で使用済インクカー
 トリッジ（純正品）を集めている
 のをご存じですか？集まった使用
 済インクカートリッジは、業者に
 引き取ってもらい、その収益を財
 源として、点字カレンダーを作成
し、視覚障がい者の方を中心に配布しています。
　この事業は、多くのボランティアさんのご支援により成
り立っています。ともしび点訳グループの皆さんに点字カレ
ンダーの作成をお願いし、インクカートリッジをメーカー、
品番ごとに仕分ける作業には、聴覚障がい者の方や車いす利
用者の方など、ご自身に障がいのある方にボランティアとしてご協力をいただいています。また、カレンダー
以外にも、『広報くらしき』や『社協だより』などの点字版や音声版も作成し、必要な方にお送りしています。
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《身近な倉敷市社協の活動紹介》
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平成25年度　共同募金、歳末たすけあい募金のお礼

※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。

　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、そんな移動販売などのお店
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。

　昨年10月1日から12月31日にかけておこないま
した「赤い羽根共同募金」並びに「歳末たすけあ
い募金」では、市民の皆様の多大なるご理解とご
協力を賜り、誠にありがとうございました。
　この募金は岡山県共同募金会の配分計画に基づ
き、障がい者・児童等の福祉施設、ボランティア
グループやＮＰＯ団体、社会福祉協議会の活動等
に活用させていただきます。
　心よりお礼申しあげ、募金結果をご報告いたし
ます。

　「うさピー」は、共同募金運動のPRを目的とし
た倉敷市共同募金委員会のオリジナルキャラクター
です。昨年、㈱バイストンさんがこの「うさピー」
付きの倉敷帆布のトートバックを作製し、「倉敷
帆布」と「うさピー」のコラボ商品として販売しま
した。
　その結果、多くの個人や団体の方にご購入いただ
き、933枚が販売され、522,240円の募金につなが
りました。
　本年度も引き続き、トートバッグの販売と新たな
グッズの作成を予定しております。「じぶんの町を
良くするしくみ。」赤い羽根共同募金を本年度もよ
ろしくお願いいたします。

倉敷
水島
児島
玉島
船穂
真備
合計

赤い羽根共同募金額
25,359,068円
10,447,277円
10,445,378円
9,570,588円
1,152,880円
3,473,805円

60,448,996円

歳末たすけあい募金額
9,037,838円
3,399,871円
3,174,800円
3,118,300円

361,600円
1,405,600円

20,498,009円

うさピー

 

いただきます。
　今回紹介するのは、お弁当や手作りおやつなどを販売している 特定非営利活動法人　就労継続支援Ａ型
事業所　おにぎり工房　まことさんです。
　素材にこだわり地産地消を心がけ地元農家からの購入はもちろん、今年は自ら畑を借りて自家栽培する
ほどの徹底ぶり。無添加で手作りのあたたかみあるお弁当です。
　特製日替弁当やオムライス弁当、からあげ弁当などワンコイン（500円）のお弁当が充実しているところ
もうれしいです。

営業時間：10：00～14：00（お休み：お盆と年末年始）
住　　所：倉敷市川西町11-10ホワイトイン倉敷1F
そ の 他：配達あり（配達エリア等ありますのでご相談ください。）
　　　　　お店ではランチもいただけます。
移動販売：三斎市や市役所、くらしき健康福祉プラザ等で販売しています。
　　　　　詳しくは下記までお問い合わせください。
☎ご注文・お問い合わせ：0120-210-400

　お弁当の種類が20種類以上あり覚えるのが大変ですが、皆さんに「おいしい。」と言って
いただけるようにがんばっています。すべて手作りですが特にハンバーグやオムライスにか
かっている自家製デミグラスソースはおすすめです。～スタッフ

からの一言
～

スタッフ2年目
継邉 英俊さんレディス弁当450円
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（平成26年1月～平成26年3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。

※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11名の方々か
　らご寄附をいただいております。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。

ご寄附は社会福祉協議会へ篤志寄附 物品寄附

香典返し寄附

船 穂

水 島

児 島

倉 敷

福祉のまちづくりを支える

賛助会員名簿
水　島　　　　　メガポート㈱倉　敷　　　　　㈱毎日新聞中四国印刷

真 備

※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。）

私、うさピーがついているグッズは次の内どれでしょう？
①ポーチ　②ハンカチ　③ボールペン　④トートバック
※ヒント：「私、売れっ子♡品切れ注意。社協各事務所と倉敷
　帆布さんの直営店にあります♪よかったら是非買ってね♪」　

　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。
　締め切りは、7月31日（木）当日消印有効とさせていただきます。正解は、次
回くらしき社協だより61号にて発表します。
なお、当選者の発表は、粗品の発送をもってかえさせていただきます。

《前回のクイズ》 正解 6 人でした。

ク イ ズ 

玉 島

板谷　久雄
犬飼　秀明
岡田　伸子
川上　　進
木曽　輝彦
小坂　　亮
谷口シヅコ
守屋　忠美

岡野　節子
北山　芳子
黒明　秀敏
白川　一子
杉本　絹代
角南　節子
太宰総一郎
平松　淳一
藤原　晴男
堀　伊佐夫

松井　行治
三宅　正広
本山　昭裕
森　　正充
吉田　直美
吉田　雅春

青江　忠義
池原　秀和

大嶋　知之
大島　康司
太田かほり
小林　保道
小山　綾子
髙尾　昌代
中原　義行
西　　典夫
花土　修二
林　　　葵

林　　良一
松下　佳弘
横山　裕司

石井　見奈
井上　佳祐
井上　宗範
宇野　寿人
小野　博男

小野　政男
楠戸　孝志
田邉　保友
中桐　公民
西永　信江
横溝　秀行

奥田　隆志
加藤　博久

加藤三智子
黒岡　雅弘
清水　法潤
妹尾　　實
髙見　浩三
田村喜美子
田村　洋之
野口　正徳
三宅　光男

若林　和夫

千田　健二
松崎　繁美
山田　邦子

生田　岩雄
内田　一民

水 島

児 島

倉 敷

玉 島

片山　　留
倉敷南ｺﾐｭﾆﾃｨ
小原　幸子
山谷智素佳

北畝５丁目
北畝第５組合
北畝中央組合
北原知恵子

水 島

倉 敷
帯江小学校
すみれの会
ヤクルト

JFE条鋼㈱
水島製造所

北原　善行
日　揮　㈱

倉敷市立味野小学校
はつらつ会

柏台町内会
歌謡Kリーグチャリティー基金
 代表　中葉　正信
虫明　正雄

味野小学校の生徒のみなさん　
ご寄附いただきありがとうございました。

　「学校の取り組みとし
て、毎週金曜日にアルミ
缶とペットボトル集めを
してきました。
　代表委員会で話し合い
をして、３年間で集まっ
た収益金を全額寄附する
ことに決まりました。地
域の方々の福祉のために
役立てていただけるとう
れしいです。」

　皆様はじめまして。平成26年４月１
日から倉敷市社会福祉協議会地域福祉
課に配属となりました水野孝昭と申し
ます。地元は倉敷市児島です。一時期
地元を離れ、九州の方で生活していた
時期もありましたが、こうして地元倉
敷市の地域福祉のために働かせていた
だけることとなりました。配属され１
ヶ月、いまだ業務になれず冷や汗して
勤務しておりますが、少しでも早く、

地域の皆様のお役にたてるように日々努力してまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

ニューフェイス!!ニューフェイス!!

倉敷市社協では、地域福祉に取り組んでいる団体の活動を支援します。
●主な対象事業
　なんらかの支援が必要な人々に対する地域福祉事業
●推進事業
　「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を市民参画のもとで推進
　する事業
　平成26年度中に実施する事業（単年度限り）
●助成限度額
　事業費総額の１／２以内とし、上限が５万円
●助成件数　２件まで（審査あり）
●申込期限　平成26年７月31日（木）まで
●お問い合せは　倉敷市社協　地域福祉課TEL434－3301

地域福祉推進事業助成金のご案内
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　本年度も引き続き、トートバッグの販売と新たな
グッズの作成を予定しております。「じぶんの町を
良くするしくみ。」赤い羽根共同募金を本年度もよ
ろしくお願いいたします。

倉敷
水島
児島
玉島
船穂
真備
合計

赤い羽根共同募金額
25,359,068円
10,447,277円
10,445,378円
9,570,588円
1,152,880円
3,473,805円

60,448,996円

歳末たすけあい募金額
9,037,838円
3,399,871円
3,174,800円
3,118,300円

361,600円
1,405,600円

20,498,009円

うさピー

 

いただきます。
　今回紹介するのは、お弁当や手作りおやつなどを販売している 特定非営利活動法人　就労継続支援Ａ型
事業所　おにぎり工房　まことさんです。
　素材にこだわり地産地消を心がけ地元農家からの購入はもちろん、今年は自ら畑を借りて自家栽培する
ほどの徹底ぶり。無添加で手作りのあたたかみあるお弁当です。
　特製日替弁当やオムライス弁当、からあげ弁当などワンコイン（500円）のお弁当が充実しているところ
もうれしいです。

営業時間：10：00～14：00（お休み：お盆と年末年始）
住　　所：倉敷市川西町11-10ホワイトイン倉敷1F
そ の 他：配達あり（配達エリア等ありますのでご相談ください。）
　　　　　お店ではランチもいただけます。
移動販売：三斎市や市役所、くらしき健康福祉プラザ等で販売しています。
　　　　　詳しくは下記までお問い合わせください。
☎ご注文・お問い合わせ：0120-210-400

　お弁当の種類が20種類以上あり覚えるのが大変ですが、皆さんに「おいしい。」と言って
いただけるようにがんばっています。すべて手作りですが特にハンバーグやオムライスにか
かっている自家製デミグラスソースはおすすめです。～スタッフ

からの一言
～

スタッフ2年目
継邉 英俊さんレディス弁当450円
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〒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 ・ メールアドレス 休 館 日

ボランティ
アセンター

～児島地区ふれあいサロン代表者交流会のご案内～～児島地区ふれあいサロン代表者交流会のご案内～
みんなどんなふうにサロン活動してるんだろう？と思った方もそうでない方も!!
児島地区内でふれあいサロンをされている方を対象にした交流会を開催します!
興味ある方はぜひご参加ください!

日　時　７月29日（火）10時～12時
場　所　児島支所２階　大会議室
内　容　レクリエーション体験、情報交換等
対　象　児島地区内のサロン代表者及び支援者等
定　員　40名　※お問い合わせは児島事務所まで

締切
７月22日（火）

第41回　夏期福祉講座のご案内
　TBSに報道記者として入社したきっかけや社会情勢から今のテレビ報道の在り方やテ
レビ視聴率の裏話、「朝ズバッ！」の舞台裏などなど・・・おなじみの軽快なトークで
笑いも交えてのお話。楽しくてためになる、ホットな一時を過ごしませんか？

あの！！「みのもんたの朝ズバ！」を
はじめ報道番組、生活情報番組で
解説役としておなじみの！！
杉尾秀哉氏が倉敷へやってくる！

◆講 師◆　杉尾　秀哉 氏（TBSテレビ報道局　解説・専門記者室長）

◆日 時◆　7月19日（土）　13：00～15：00　
◆場 所◆　玉島文化センター
◆定 員◆　1000人　

～震災報道の現場から～
地域、家族のつながり、今大切なこと

※お問い合わせは玉島事務所まで

※入場は無料ですが、チケットが必要です。
　チケットは社会福祉協議会　事務局・各　
　事務所にて、7月1日（火）から配布します。
　無くなり次第、配布は終了いたします。
　ご了承ください。

すぎ　　お　　　　　ひで　　や
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P２～３ 平成26年度事業計画・収支予算
P４～５ 特集～ハンディキャップがあっても、
 暮らしやすい地域づくりのために～
P６ 共同募金、歳末たすけあい募金のお礼・
 いただきます。
P７ 寄附者名簿・賛助会員名簿・
 地域福祉推進事業助成金のご案内・
 ニューフェイス・クイズ
P８ 講座・研修会のご案内

和気あいあいの倉敷まちづくり
～みんなで話し合い、学びあい、支えあい～
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～ハンディキャップがあっても、暮らしやすい地域づくりのために～
身近な倉敷市社協の活動紹介（P4～5）

　イオンモール倉敷２階の福祉の店「あゆみ」では、
ハンディキャップのある皆さんが、福祉施設や在宅で
心を込めて作った製品を紹介・販売しています。そこ
で、販売のボランティアをしているのが、私たち倉敷
レディスボランティアグループです。
　自立し、生きがいを持って社会参加できる環境づ
くりの応援を目的に協力させていただいています。
ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
　

特集

　　　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
※賛助会員は、税制上の優遇が受けられます。

皆様からいただいた会費は、倉敷市社協の貴重な財源として地域福祉推進の為に役立たせていただきます。
今年度も引き続き、ご理解、ご賛同をいただきますようお願いいたします。

倉敷市社会福祉協議会の会員を募集中！！

　各町内会や地区の役員による集金、
　各事務所の窓口で受付けています。
　連絡先は、Ｐ８に掲載しています。

納入方法会員の種類と年会費

新コーナー

「いただきます」P6


