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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。

登録した本田さん

　65歳以上の方が、介護保険施設でボランティア活動をすることで、自身の介護予防の推進といきいきとした地域社
会づくりを目指して、平成22年10月に『倉敷市介護支援いきいきポイント制度』がスタートしました。平成28年９月か
ら「地域子育て支援拠点」が活動場所に加わり、平成29年９月からは、「障がい者施設」も新たに活動場所として加わ
り、活動できる施設が増えています。
　また、登録できる年齢も65歳以上から、平成29年４月に40歳以上になり、名称も『倉敷市いきいきポイント制度』と
変更になりました。
　制度が拡大したことで、未登録の方や登録はしたが、なかなか活動につながっていない方を対
象に、６月28日（水）に「アルファデイサービスセンター倉敷駅前通り」で、体験事業を実施しま
した。
　まず、職員から説明を受けた後、施設職員の方と一緒に利用者さんの話し相手をしたり、車い
す介助のお手伝いを体験しました。
　参加者からは、「どのようなことをするのか不安だったが、体験してみると自分にも続けられ
そうだ」「体験して楽しかった～」「登録してボランティア活動を始めたい」との声があり、笑顔
で登録された方もいました。

　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

今年度から実施！

赤い羽根共同募金　募金バッジ　１個４００円 有限会社 植木保険サービス 様

８ページに、赤い羽根共同募金

「寄付つき商品地域支援プロジェクト」商品掲載！

岡山県では、昨年から４年間 “ももたろうシリーズ”として、「サル」
「キジ」「イヌ」「ももたろう」の順に募金バッジを製作しています。

ももたろうシリーズの募金バッジを集めませんか…。

　2017年は、ももたろうシリーズ
第２弾の「キジ」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！
　2016年の「サル」バッジの在庫
もあります。

利用者さんの介助をしてお店に行き、会話を楽しみながら
アイスクリームを一緒に食べる廣田さん。

倉敷市いきいきポイント体験事業
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福祉のまちづくり自動販売機設置者募集中！

事 業 活 動 計 算 書

貸 借 対 照 表

（単位：円）

（単位：円）

平成28年度　社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会 事業報告・決算

♦法人運営事業
◦社協だよりの発行（年4回）
◦船穂町高齢者福祉センター事業
♦地域福祉推進事業                                                                       
◦地区社協の組織化支援（63小学校区中54小学校区に設立）
◦福祉協力委員制度の推進（活動者4,343人）
◦福祉講演会の開催
◦障がい児を囲む親子ふれあい事業（参加者191人）
◦福祉まちづくり自動販売機の設置（18台設置）
♦在宅福祉推進事業 
◦住民参加型在宅支援サービス事業（活動時間426時間）
◦生活支援コーディネーター配置事業（「通いの場」の調査等）
◦友愛訪問事業（訪問員数3,197人、対象者数6,371人）
◦高齢者等心配ごと相談所事業（相談件数520件）
◦高齢者等給食サービス事業（配食389,493食）
◦福祉機器貸出事業（ベッド92件、車椅子982件貸出）
◦日常生活自立支援事業（契約件数88件）
◦法人後見事業（受任件数17件）
◦倉敷結婚相談所（登録者数942人、成立数18組）
◦福祉の店「あゆみ」の運営（出店施設・団体29箇所）
♦ボランティア事業
◦ボランティア登録（登録者数7,377人 うち新規570人）
◦ボランティアの相談受付（依頼件数511件、活動件数472件）
◦ボランティア活動保険の普及（加入者17,778人）
◦点訳及び音訳テープの情報提供
◦出前福祉講座の開催（78回、6,683人が受講）
◦介護支援いきいきポイント制度の推進（登録者数637人）
♦介護保険事業
◦地域包括支援センター事業（船穂）
◦居宅介護支援事業（船穂）
◦デイサービスセンター事業（船穂）
◦訪問介護事業（船穂）
♦児島競艇場売店事業
♦共同募金・歳末たすけあい運動の推進

事業報告（抜粋）

閲覧ができます
平成28年度計算書
類の詳細について
は、倉敷市社協事務
局及各事務所・ホー
ムページで閲覧する
ことができます。

新人紹介（倉敷市社協ニューフェイスです！）

小野　里恵 山下　拓史
（訪問介護事業所） （地域福祉課）

5月1日採用 6月1日採用

田村　有里 近藤真由美
（訪問介護事業所） （地域福祉課）

5月1日採用 7月1日採用
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ホームページバナー広告募集中！
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≪各地区社会福祉協議会の紹介≫

粒江地区社会福祉協議会（倉敷地区）

箭田地区社会福祉協議会（真備地区）

　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、「粒江地区社協」と「箭田地区社協」を紹介します。

　「お年寄りは暮らしのちょっとしたことで困っており、地域みんなで助けたい」住
民が住民をできる範囲で、できることを支え合う。そんな取り組みの実現に向けて、
粒江地区社協では、「お困り高齢者お手伝い隊」の準備を進めています。住民の中か
ら支援者を募り、電球の交換や火災報知機の設置、ゴミ出し、庭の草取りなど暮ら
しに寄り添った支援を行政を含めた関係機関と一緒になって協議を進めています。
　粒江地区社協の田中孝一会長は、「事業を通じて、支援を必要としている人がどこ
に住んでいるか分かり、見守り活動にもつながる。お手伝い隊の隊員には定年退職
して新たに地域デビューをする人も想定しており、地域で新たな活動を始めること
は生きがいづくりにもなる」と力強く事業の狙いを話されます。
　「お困り高齢者お手伝い隊」は、今後も事業実施に向けた作戦会議を重ね、今年の秋ごろの事業実施を目指
しています。当面は事務局として倉敷南高齢者支援センターが、利用者や支援者の登録・マッチングを担いま
すが、将来的には粒江地区の交流の拠点として４月より開設された「うきうき館」に事務局を設置し住民主体
の活動を視野に入れています。

　「ちょっとまわりを見渡し、そばにいる人と関わりを持つことで、人と人とが繋がっ
て行く。その繋がり、コミュニケーションの輪は、安心して暮らせるまちには欠かせ
ません。その輪が大きくなっていくために箭田地区社協が少しでも役に立てたら」と、
地区社協の守屋貞男会長。その言葉のままに『繋がり』『コミュニケーション』を何
より大切に事業を展開し、活動しているのが箭田地区社協です。
　様々な活動の中でも注目は、毎年夏の時期に流しそうめんと宝探しを行う「夏休
み児童支援お楽しみ会！」企画・準備段階から、役員をはじめ、本当に多くの地域の

方々が関わります。（竹の切り出しから始まるのです！）
　そして、開催当日になると、箭田にこにこ児童クラブの子ども達を中
心に、多くの箭田小学校の児童が集います。
　また箭田地区社協はこの事業を、倉敷市社協が行う「夏のボランティ
ア体験事業」の活動体験メニューとして提供し、地元の中学生・高校生
を受け入れ、ボランティア活動の支援も行っています。　　　　　　　

「緊張した～」「上手じゃったよ」「ありがとうだって。嬉し～♡」「オレ
箭田小でよかった～」「中学生になったら今度は手伝いに来るんで」会場内に溢れる会話と笑顔。
　地域の楽しい活動が、様々な世代・立場の人々が繋がる出会いの場の一つとなっているのです。

「注目～。」
（ドキドキ）

美味しい！おねえちゃんありがと！

「流しそうめん名人じゃ！」「ここ
までくるんは年季がいるで(笑）」

　　　　　㈲青木建築設計事務所、あおば中央法律事務所、秋田(税)、浅原桃花園居宅介護支援事業所、あさひ園、天城保育園、(福)郁青
会、㈱インターネット倉敷、㈲ウエハラ事務機、(特養)浮洲園、㈱江口電機、ＮＣ貝原パイル製造㈱、㈲老松モータープール、(公財)大原美
術館、岡山県印刷工業組合倉敷支部、岡山ゴルフ倶楽部、岡山トヨタ自動車㈱、岡山日野自動車㈱、㈱小野幸建設、笠岡信用組合倉敷支店、
笠岡信用組合中庄支店、㈱梶谷一二商店、㈱果実工房、かめやま保育園、観龍寺、㈱橘香堂、行願院、共和運輸㈱、(医)くすの木、倉敷市倉
敷地区民生委員児童委員協議会、倉敷市倉敷北部高齢者支援サブセンター、倉敷製帽㈱、倉敷かさや農協西阿知支店、倉敷授産場、 (一財)
倉敷成人病センター、㈱倉敷通信サービス、(公社)倉敷市民間保育所協議会、倉敷ロイヤルアートホテル、㈲興南木工所、㈲グループホー
ム愛、㈲ケイ・エム・オー、㈱坂口損保、㈱ザ・トップ、庄の里、(特養)庄の里「なごやか」、三恭電設㈱、㈱サントップ、㈱山陽エレベー
ター製作所、山陽美業㈱、㈱山陽フードサービス、サーンガス共和㈱、正友興業㈱、㈲白神材木店、㈲白神商事、 (医)誠和会倉敷紀念病院、
そんぽの家浜の茶屋、(福)全仁会、㈱大幸商会、大正林材㈱、大印㈱倉敷大果、大地測量㈱、㈱大同設備工業、大丸通商㈱、㈱タカトリ、㈱
髙原組

倉　敷

※賛助会員の掲載につきましては、平成29年4月1日から6月10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。
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サロンの情報提供をお願いします！

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。今回は、平成 29 年 3 月 4 日に行われた「支え合いのまちづくりフォー
ラム～心もかよう『通いの場』実践発表会～」で発表をしていただいた６つの『通いの場』をご紹介します。

会場：倉敷西公民館（八王寺）
　月に1回、世代間交流
サロンを開催。参加す
る高齢者一人ひとりが、
役割を担い、サロンの
準備や運営をみんなで
一緒に楽しみながら進
めています。

①里帰りサロン「うーちゃん」（世代間交流型）
会場：茶屋町第一公園（茶屋町）
　地域の人が集うラジ
オ体操を毎日実施。人
と人がつながることで
ウォーキングサークル
やボランティアグルー
プなど新しい活動へと
広がりをみせています。

会場：外浜公会堂（玉島勇崎）
　毎週木曜日に、いき
いき元気体操（百歳体操）
を実施。病院や近隣の
企業、団体等と上手に
つながりながら、毎回
笑顔にあふれた活動を
実施しています。

会場：箭田分館（真備町箭田）
　箭田地区の老人クラ
ブ連合会が中心となっ
て、百歳体操を箭田地
区全域に広げるための
実行委員会を立ち上げ
ました。体操のポイン
トを学び、今後は各地区の老人クラブで百歳体操の実
施を目指しています。

②ラジオ体操を楽しむ会（毎日型）

④笑和会（体操中心型・週 1 回開催型）

⑥タケノコいきいき百歳体操（百歳体操拡充型）

会場：医療生協会館別館調理室（水島南春日町）
　毎週水曜日にボラン
ティアによる弁当づくり
と配食・安否確認を行っ
ています。年末にはおせ
ち料理も作っており、ボ
ランティアの交流の場と
高齢者の食と見守り支援
の場となっています。

会場：小規模多機能ホームぶどうの家（船穂町）
　子どもから高齢者ま
で、入居者から地域住
民までみんながふれ
あえる地域の駄菓子屋
菓々子（かかし）と、月に
2回、お食事処茶々遊亭
（ちゃーちゃーゆうて
い）を開催。

③水島給食サービス（配食ボランティア活動）

⑤ぶどうの家（専門機関開設型）

生活支援コーディネーターが増員されました！
　今年度より生活支援コーディネーターが
2名増員され、3名体制で地域づくりを応援
しています。
　地域の素晴らしい活動や声はこれからの
支え合いのまちづくりの大きなヒントとな
ります。『通いの場』の取り組みや身近な
生活支援など、地域の取り組みを教えてく
ださい。 地域福祉課 山下 雅光 地域福祉課 戸川 雅江地域福祉課 松岡 武司

（倉敷東部・児島地区担当） （倉敷西部・水島地区担当）（倉敷中部・玉島・船穂・
真備地区担当） 　　　

地域の情報・担い手・支援を私たちがつなぎます
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共同募金にご協力をお願いします！

　

数量限定
商品

1 個 120 円 税込

吉備ＳＡ ( 下り線 )、
イオンモール倉敷福
祉の店あゆみなどで
販売中。お土産にも
どうぞ！！

１箱 600 円 税込
（１個 200 円 税込）

私たちも待っ
てるよ。会いに
来てね、メ～!

ヤギのわかばとちぐさ

　毎年、ご協力くださった寄附者の皆様及び運動を支えてくださったボランティアの
皆様に心から御礼申し上げます。今年も戸別募金、街頭募金、法人募金、職域募金、
学校募金、募金バッジなど、皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

　赤い羽根の募金活動は、 町の人のやさしい気持ちを集める活動です。あなたのやさしさが、あなたの声かけが、
あなたの行動が、きっと、町を変えていくはじめの一歩となるはずです。もっと、もっと、良いまちになりますように。

倉敷市共同募金委員会に寄せられた募金の約６割は、倉敷市の地域福祉のために、残り
の約４割は、岡山県内の社会福祉施設や民間団体を支援するために役立てられます。　
災害時には、「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、被災地にも役立ちます。

10月１日から「赤い羽根共同募金運動」が始まります。

ひとり、ひとりのやさしさが、あなたの住む町を、もっと、やさしくしてくれます。

【赤い羽根共同募金振込口座】※募金は振込も可能です。◎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。

振込口座：中国銀行 倉敷市役所出張所 普通 1022138　口座名義：岡
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※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 クムレ　クラシス」(上東)＆「ひろば栗の家(おうち)」(栗坂)さんを紹介します。
　いま、力を入れているものは「きびの国から」というオリジナルブランド商品です。
「農福連携」をコンセプトに、周辺地域の農家で収穫した四季折々の果物や野菜を使
用して、パウンドケーキや焼き菓子を作り、販売しています。
　持ち味を活かして、丹精込めて作られているのはもちろん、徹底した製品管理で品
質維持にも努めています。ふんわりとしたパウンドケーキは絶品です！！
　また、クリスマスやハロウィンなど季節商品や子供会やイベント向けの商品なども、
随時予約販売しています。

　栗坂には、カフェ「ひろば栗の家(おうち)」があります。
紅茶やコーヒー、シフォンケーキ、「おいしいランチ（500円 税込）」も楽しめます。

 お問い合わせ
　社会福祉法人 クムレ　クラシス　上東 827-7
　TEL： 463-1366　HP  http://www.cumre.or.jp/theme48.html
　営業日：月曜日～土曜日 (土曜日は不定期開所)　9：00～15：30迄

 お問い合わせ
　ひろば栗の家

おうち
　栗坂 11-1( 倉敷学園敷地内 )

　TEL：441-5601　e-mail：kurinoouchi@cumure.or.jp　
　営業時間：9：30～15：00　ラストオーダ14：30（ランチ11：00～14：00）
　営業日：月曜日～金曜日、第1・3土曜日

いただきます。

倉敷帆布縦型 トートショルダーバッグは、『プラザまつり』開催日の11月23日(木・祝)10時からくらしき健康福祉プラザ３階ボランティア交流室で販売をスタートします。

お知らせ
 寄附（募金）付商品 平成29年度だけの特別な商品です。
商品はなくなり次第、販売終了となります。

カラーは「オリーブ色」と「レンガ色」の２色

数量限定：各100枚 【価格】2,500円（税込）

Ａ４サイズが入り、バッグを肩からショルダーがけに
することができます。
実寸：縦約34.5㎝×横約34㎝×マチ約10㎝
仕様：内側にポケット×１
素材：綿（帆布）

倉敷帆布縦型 トートショルダーバッグ

＊お問い合わせは、倉敷市共同募金委員会（倉敷市社協 地域福祉課）まで。

予約販売を基
本としている
ため、お求め
の際は左記連
絡先までお問
い合わせくだ
さい。
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うさピーバッグ販売しています！

亀井嘉彦 さん 林　玲子 さん中島里江 さん 古市裕子さん

　　　　　㈱ダスキン倉敷、ダスキンホームインデッド倉敷、辰巳ビル㈲、㈱田中商会、田中平版印刷㈱、
㈲田中善昭商店、玉島信用金庫倉敷支店、玉島信用金庫笹沖支店、玉島信用金庫鶴形支店、㈱中国銀行藤戸
支店、㈱中水設備、(医)天和会松田病院、(医)東山会、中島保育園、中洲保育園、(司)永田事務所、㈲ナカム
ラ、(福)和福祉会、㈱ＮＡＶＴＥＣ、楢村設備㈱、㈲難波化成、日本莚業㈱、㈱はぁもにぃ倉敷、㈱ハヤシ、

はやおき保育園、㈱ビナン、ひまわり保育園、ひらまつ総合法務行政事務所、藤田工営㈱、㈱藤原車輌、㈲二葉写真館、ふなぐら荘、㈱ふ
るいち、宝泉寺、㈾星島社団、光畑組㈱、㈲マイライフ、(特養)ますみ荘、㈱ミキヤ、室山運輸㈱、(福)めやす箱、㈲ヤマカ組、㈲山田工作
所、山本市枝、㈲リトルマーメイド笹沖、龍昌院、わかば保育園
　　　　　㈲ウエハラ事務機、㈱生藤自動車、化学運輸㈱、片山倉庫㈲、共進運輸倉庫㈱、(福)きょうどう福祉会、㈱健康日本総合研究所、
弘化産業㈱、幸輝興業㈱、宏成綿業㈱、㈲合田博塗装店、㈱髙菱、コープリハビリテーション病院、三幸工業㈱、三洋電業㈱、㈱シーゲー
トコーポレーション、㈲住元建築研究所、㈱正慶興業、シンコウエンジ㈱、新興プランテック㈱水島事業所、㈱シンノウ、水塗商事㈱、(医)
水和会水島中央病院、砂田船舶㈱、㈱瀬戸内菱光、ソーダ興業㈱、中国自動車興業㈱、連島東保育園、㈱テラオカ、㈱東洋工務店、中村解
体、中谷エネテック㈱水島本社、㈱日明舎、日光計装㈱、日本非破壊検査㈱水島営業所、野村交通㈱、冨士石油㈲、不二道路工業㈱、㈱双
葉製作所水島支社、ブティックピコ、堀之内産業㈲、㈱松浦モータース、丸十運輸倉庫㈱水島支店、水島運搬機㈱、水島ガス㈱、水島管工
事㈲、水島機工㈱、水島商運㈱、水島信用金庫、水島切断工業㈱、水島木材㈱、三宅製簾㈱、明和工業㈱、守谷茂樹、㈱八起電気工事、山
下食品㈱、㈱ユタカケミカル水島工場、菱進運輸倉庫㈱、リョーサン㈱、老健あかね、ワタナベ工業㈱

倉　敷

水　島

倉敷市社会福祉協議会 役員（理事・監事）の紹介
　平成29年6月22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、皆さま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。

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」を開催するための財源として活用させていただきます。

会　　長　　虫明正雄　　
副　会　長　　中桐　泰・加藤正之・内田浩二
常務理事　　藤井　誠
理　　事　　中西公仁・小野　慧・加藤清次・黒明六夫・能登原源次郎・額田　肇・梶谷典孝
　　　　　　井口　允・中島一郎
監　　事　　小池信之・平井久嗣

日　　時：11月６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（景品代込み）　
プレー費：8,382円（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、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29日（金）必着　＊当日は、キャディーは付きません。

（任期　平成29年定時評議員会終結の時～平成31年定時評議員会終結の時）

　くらしき健康福祉プラザの中にある、倉敷ボランティアセンターは、様々な機関と協働し、市民が自分ら
しさを生かし、自発的に地域や社会のために活動することを応援しています。

私たちがボランティアアドバイザーです。
地域を良くするために、私達といっしょに明るく楽しく

ボランティア活動をしましょう！

　ボランティアアドバイザー（写真の４人）の皆さんです。
４人の皆さんには、ボランティア依頼者（市内の施設や団体
等）と倉敷ボランティアセンターにボランティアとして登録
されている方をコーディネートするお手伝いをしていただい
ています。
　ボランティア活動に興味をお持ちの方は、ぜひ登録してボ
ランティア活動をしませんか。ボランティアについてのお問
い合わせは、倉敷ボランティアセンター（☎434-3350）に
お越しになるか、お電話ください。

倉敷ボランティアセンターの活動紹介

「第 5 回 福祉のまちづくりゴルフ大会」参加者募集！

平成 28 年度介護技術講座の様子

（ボランティアアドバイザーの紹介）ボランティアコーディネートをしています。



（7）ほっと社協！73号 平成29年  秋号

赤い羽根共同募金 募金バッジ販売中！

♥♥

※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 10 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。金一封の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３月 16 日～平成 29 年６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）
　大橋　　等
　しょうこ（時澤昭子）
　匿　　　名
　中西　泰子
　水江五地区会
　安井　忠子

（水島地区）
　中原　　明
　工房来夢＆響＆絆 
　  代表 三村貫也

（児島地区)
　瀬戸鷲羽さつき会
　本荘園芸同好会
　  代表者 川越秀樹

（玉島地区）
　大相撲を楽しむ会
　柏台町内会
　桑名　純朗
　香西　繁樹
　髙木　和子
　松井　松吉
　三宅　敏夫

（倉敷地区）
　池元　誠二
　泉川　弘子
　今中　佳子
　岡本　正人
　塩田　俊子
　白神　洋介
　宝山早智子

（水島地区）
　生田　秀男
　匿　　　名
　三宅　厚子

玉島地区 倉敷地区 倉敷地区
(学)淳心学院 海星幼稚園様から「150,000円」
の篤志寄附をいただきました。

JFE条鋼㈱水島製造所様か
ら「行事用テント2張」を
寄贈していただきました。

備中東地区郵便局長会様から「車イス４台」を寄贈して
いただきました。

園児が支援を必要とする人のために集めて寄附 鉄を１トン製造するたびに１円を寄贈 アルミ缶及びプルタブを収集し寄贈

（児島地区）
　石井　利和
　亀井　秀彦
　髙旗　年子
　馬場　光雄
　向井　愛明
　森上　　光
　山本　　晃
　山本　廣子

（玉島地区）
　小野　克久
　滝澤　睦美
　匿　　　名
　中川　明博
　中山　豊江
　原田　直樹
　原田美智雄
　丸野　眞市
　森　誠之助
　渡辺　英一

（船穂地区）
　荒芝　和也
　石井　哲也
　齋藤千鶴子
　中桐　宣彦
　萩原　清幸
　萩原　　浩
　花田　真人
　平松　幸登

（真備地区）
　浅野　達朗
　浅野　守雄
　佐々木愛子
　十河　房子

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。

　　　　　㈲アカザワオート、赤澤屋㈱、㈱アキオカ、㈲あさひ商店、アダージョ㈱いづみ荘、天野産業
㈱、(福)育和福祉会池畝保育園、石橋運輸㈱、㈲磯﨑工業所、㈲インテリアオギハラ、㈲ウエハラ事務機、
㈱ウエルストンクラシキ、圓乗院、円通寺、㈱オカノ、岡山県市町村職員年金者連盟玉島支部、岡山西農協
玉島北支店、(医)桃山会小野内科医院、川西歯科医院、共立コーテック㈱、倉敷市市友会玉島支部、倉敷地

区保護司会玉島分区会、グループホーム第二朋寿、グループホームとんがりぼうし、（漁協）黒崎連島、㈱サカエ、(福)祥陽会、星光ＰＭＣ㈱
水島工場、石医院、㈲せのお、そんぽの家新倉敷、㈱滝沢機工製作所、㈱滝沢組、㈱田辺商店、玉島医師会、玉島協同病院、玉島信用金庫
本店、玉島石油㈲、玉中ポートサービス㈱、中国商工㈱、デイサービスとんがりぼうし、当真内科医院、富田ケアセンター㈲グループ、日電
商工㈱倉敷工場、㈲ハッカ美容室、樋口ガス㈱、㈱平野瓦工業所、富士興業㈱、㈱富士野、松岡塗装㈱、㈱マツサカ業務用食品スーパー新
倉敷店、㈲丸三清掃、妙立寺、㈲メイビ堂、㈱山本材木店、㈲山本電業、(漁協)寄島町乙島漁業支所
　　　　　㈲岡鉄工所、幸福車輌㈱船穂工場、㈲さなだ薬局、佐野ソーイング、山陽新聞船穂販売所、(医)出宮内科医院、㈲中桐建設設計事
務所、㈲マルイケ　　　　　　　アオエテック㈱、アカギテクノ㈱、㈱浅野材木店、㈱浅野鉄筋工業、㈲阿部オートガラス、㈲井川商店、
生田眼科医院、㈱井上組、植村歯科、㈱栄鋼社川辺工場、Ａコープ真備店、㈲栄善工業、小野建設(株)、㈲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㈱、㈲山陽レジャー開発、㈲真晃建材、照寂
院、武本林業㈱、㈱中国銀行真備支店、デイサービスセンター米寿、㈱テオリ、㈱中本屋工務店、永山㈱川辺工場、㈱マビ電業社、水川商
店㈲、三ツワ㈱、㈲ミツワ、㈱みつや、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㈱

玉　島

船　穂
真　備
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株式会社サカエ エヴァホール玉島さまが、本
館と別館に３台設置してくださいました。
写真は、株式会社サカエ会長 大江英昭様(左)
と本会会長 虫明正雄(中)、本会玉島事務所長 
田口哲男(右)

藤森運輸株式会社さまが、倉敷営業所内に１
台設置してくださいました。写真は、藤森運輸
株式会社 取締役専務 藤森津富様(右)と本会
会長 虫明正雄(左)

◇ 第 19・20・21 号機 ◇
株式会社サカエ エヴァホール玉島 さま

保険のパンフレット

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！

【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！ ◇ 第 22 号機 ◇

藤森運輸株式会社 さま

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」参加企業 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」 の商品紹介

“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、岡山県共同募金会のホームページhttp://akaihane-okayama.or.jp/・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。

寄付つき商品 地域支援プロジェクト商品の各種保険の更改契約及び新規契約を結ぶと、企業から掛け金の
一部が赤い羽根共同募金に寄附され、倉敷の地域福祉活動が支援されます。
保険のお問い合わせは、有限会社植木保険サービスまで。
所在地：真備町箭田 4018-10 ( ☎ 698-5900) http://www.sjnk-ag.com/a/uekihoken/

◆◆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！

保険では県内で初めての登録となります。登録商品・サービスの内容は、次のとおりです。

有限会社  植木保険サービス 様
①「自賠責保険」の更改契約及び新規契約を結んだとき　寄附額：１件につき 100 円
②「自動車保険」の更改契約及び新規契約を結んだとき  寄附額：１件につき年間掛け金の 0.5％
③「火災保険」の更改契約及び新規契約を結んだとき　　寄附額：１件につき掛け金の 0.1％
④「生命保険」の新規契約を結んだとき　　　　　　　　寄附額：契約初年度のみ年間掛け金の 0.2％


