和気あいあいの倉敷まちづくり

くらしき社協だより

〜みんなで話しあい、学びあい、支えあい〜
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令和元年度 倉敷市社会福祉協議会事業計画・当初予算
わが国では、社会構造の変化の中で「地域共生社会」の実現が課題になっております。
本会におきましては、地域福祉活動計画の基本目標「互いに助けあい、支えあう地域づくり」「地域で安心して暮らすため
の基盤づくり」などに基づき、倉敷市民の皆様とともに支え合いのまちづくりを推進してまいります。
また昨年倉敷市は、平成 30 年 7 月豪雨により広範囲で甚大な被害を受けました。
本会では、発災直後からボランティアを中心とした共助による「災害ボランティアセンター事業」を実施し、「倉敷市被災
者見守り・相談支援等事業」を倉敷市から受託実施しております。今年度も両事業を継続し、被災された皆様に寄り添った支
援活動に取り組んでまいります。 ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

事業内容
1 公私協働事業

当初予算

（抜粋）

235,856千円

（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・福祉計画策定
◆地区社協活動・団体育成事業
◆法人後見事業
◆福祉講演会事業
◆福祉機器貸出事業
◆福祉車両貸出事業
◆歳末たすけあい配分事業
◆ボランティア推進及び育成事業 等

2 受託事業

児島競艇場売店
27,360（3.5％）

共同募金配分金収入
50,643（6.4％）
介護保険関連事業収入
98,353（12.4％）

◆被災者見守り・相談支援等事業（倉敷市真備支え合いセンター）
◆災害ボランティアセンター事業（まび復興支援ボランティアセンター）
◆生活支援コーディネーター配置事業
◆生活・介護支援サポーター養成事業
◆結婚相談所事業
◆給食サービス事業
◆日常生活自立支援事業
◆生活福祉資金貸付事業
◆夏のボランティア体験事業
◆いきいきポイント制度事業
生活・介護支援サポーター養成講座
◆高齢者支援センター事業 等

3 自主事業

２ 受託事業
429,153（53.8％）

22,467千円

22,185千円

（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

地域福祉課

河嶋 宏美

２

地域福祉課

阪本 渉太

１ 公私協働事業
235,856（29.5％）

支出の部
798,533

※単位：千円
※収入、支出の差異は、前年度繰越金を充当

◆高齢者福祉センター事業

★4 月 1 日採用職員（６名）です★

５ 収益事業
22,185（2.8％）

３ 自主事業
88,872（11.1％）

（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）

5 収益事業

県・市受託金収入
437,761
（55.3％）

４ 市指定管理事業
22,467（2.8％）

◆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

収入の部
791,245

補助金収入
125,100（15.8％）

88,872千円

（介護保険関連事業）

その他の収入
1,899（0.3％）

会費収入
33,997（4.3％）

429,153千円

（県社協及び市受託事業）

寄附金収入
事業収入
8,052（1.0％） 8,080（1.0％）

＊

新人紹介

地域福祉課

佐藤 大那

閲覧できます

＊

事業計画、資金収支予算書は、倉敷市
社会福祉協議会のホームページで閲覧
できます。

児島事務所

内原 沙季

♪よろしくお願い致します♪

船穂町デイサービスセンター

小野 利恵

船穂町デイサービスセンター

吉田 景子

≪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、児島地区の「郷内地区社協」と、玉島地区の「長尾地区社協」を紹介します。

郷内地区社会福祉協議会（児島地区）
郷内地区社協は、地元の親子クラブ ヤンチャーズ の活動を応援し
ています。
定例会で愛育委員さんが託児を引き受けたり、年に数回は愛育委員会
や婦人会、栄養改善協議会が行事のお手伝いをしています。
今年の１月には親子でのランチョンマット作り（昼食には栄養改善協
議会の方々が作ってくれた『ゲタミンチのかけ汁ごはん』
）、２月には豆
まきをしました。
帰る時に「楽しい時間をあり
がとうございました」と挨拶し 親子で仲良くランチョンマットを手作り
てくれるお母さんもいました。
定期的に交流することにより顔がつながり、ヤンチャーズ卒業後
も顔見知りになった若いお母さんから相談を受けたりと、息の長い
関係が続いています。
地域の中で子育て世代が孤立しないよう、地域をあげて応援して
います !!
鬼 も交えて集合写真

長尾地区社会福祉協議会（玉島地区）

災害ボランティアセンターでの様子

体育祭の綱引きの様子

長尾地区は「高瀬通し」を中心として東西に細長い土地でした。そし
て「足袋・線香の町」として栄えてきました。
現在は、新倉敷駅の南に大きな町が開けて、世帯数も５千世帯、人口
も１万人をはるかに超えた大きな町になっています。
さて、昨年７月の西日本豪雨では真備町が大きな被害にあいました。
７月 11 日に長尾に災害ボランティアセンターが設立され、私たちは毎日
ボランティア活動を行いました。この活動を通して、住民一人ひとりの
絆が一層深まってきました。
今後は新しく長尾の地に転入され
てきた方たちと旧地の方たちが、
「夏
ま つ り」
「体 育 祭」「文 化 祭」等 の 行
事を通して、さらに心を一つにして
いきたいと思っています。
最後に真備町の一日も早い復興を
お祈りしています。
やすひろ
長尾地区社協会長 田邉裕宥
長尾再発見ウォークラリーの様子

《地域福祉推進事業助成金のご案内》

倉敷市社協では、地域福祉活動に取り組んでいる団体の活動を支援します。
◇対 象 事 業：地域福祉を推進するための先駆的な取り組みで、倉敷市社協会長が必要と認めた令和元年
度中に実施する事業（単年度限り）
◇助 成 額：事業費総額の 1/2 以内とし上限が５万円
◇申込み期限：7 月 12 日（金）まで
◇お問い合わせ：倉敷市社協 地域福祉課へ

３

平成30年10月１日にスタートした倉敷市真備支え合いセンターでは、見守り連絡員が被災された世帯へ戸別
訪問等を行い、見守りや生活上の困りごと等をお聴きしたり、イベントや生活情報などをお伝えしています。
今回は訪問を行う見守り連絡員とみなし仮設住宅で訪問を受けられた方の声を紹介します。

訪問後のミーティングの様子

「こんにちは、見守り連絡員です」

見守り連絡員の声

ご自宅を訪問して、皆さんにお話を伺って感じることは、
つながりを求めている方が多いことです。訪問した際は、
「真備から来てくれたの〜」と、とても喜ばれます。
みなし仮設におられる方が、今住んでいる地区で交流を
図りたいと言われる時はサロン等を紹介していますが、既存
のサロンへ行くのはとても勇気が必要です。
そこで「真備の人、大歓迎！」とＰＲしてもらえれば敷居が
低くなり、行きやすくなります。
各地域でぜひ、お声かけくださると嬉しいです。
今後も通いの場や知りたい情報が必要な方に届くように
取り組んでいきたいです。

お知らせ

訪問を受けられた方の声
真備支え合いセンターから見守り連絡員さん
に来訪いただき、お話を聴いてもらえて嬉し
かったです。
みなし仮設住宅は、慣れない地域で、慣れな
い住居での生活なので、心強く思いました。
気軽に相談させていただきたいと思います。

真備保健福祉会館１階に、以下の拠点が移転しております。
引き続き、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

◆ 倉敷市真備支え合いセンター
☎ ６９８ー ５１１５ 8：30〜17：15
◆ 倉敷市社協 真備事務所
☎ ６９８ー ４８８３ 8：30〜17：15

◆ まび復興支援ボランティアセンター
（旧 倉敷市災害ボランティアセンター）
☎ ６９７ー ０１１１ 9：00〜16：00

※ 活動日 毎週土・日曜日
※ ボランティア依頼等の相談受付 毎週月曜日〜金曜日

平成30年7月豪雨災害への支援金

※ いずれも土・日・祝日・年末年始を除く

金一封のご支援ありがとうざいます。

（承諾をいただいた方のみ、敬称略・順不同にて掲載しております。掲載期間：平成30年12月16日〜平成31年3月15日まで）
ミニミニ歌って会、日本基督教団倉敷水島教会（50,000円）、瑞穂町社会福祉協議会職員有志一同、若林育真（500,000円）、光明寺、岡山県西部
ヤクルト販売㈱、岡山県立備前緑陽高等学校、TeshimaEAT、水島朝市実行委員会（23,627円）、いちごの家ナップ、ももぞの学園、セガサミー
ホールディングス㈱（81,400円）、坂東札所霊場会、倉敷市環境衛生協議会 玉島地区協議会

災害義援金の報告について
被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
（受付期間：平成30年12月16日〜平成31年3月15日まで）
ご寄附くださった皆様に感謝申し上げ、ご報告をさせていただきます。
平成30年7月豪雨岡山県災害義援金 ８０８,３３４円
お預かりした義援金は、岡山県共同募金会に送金させていただきました。

４

―事例集配布場所―
① 倉敷市社協・地域福祉課と各事務所
② 倉敷市役所健康長寿課
③ 倉敷市社協のホームページ
から電子版のダウンロード

〜

〜

が可能です。

これまで地域が大切にしてきた絆や文化を活かし、被災者・被災地を支え
ながら復興に向けて歩みを進めている「支え合い活動」の取り組みや地域で
活躍する支援者、支えびと（ささえびと）を生活支援コーディネーターが取
材し、紹介する事例集「被災地発 支え合い活動事例集『豪雨ニモマケズ』」
を平成31年３月に発行しました。
災害だけでなく、高齢化、担い手不足、地域の孤立化等すべての地域の課
題解決の糸口にもなる支え合い活動や元気な地域づくりの実現に向け、多
くの方にこの事例集をご活用いただき、被災地の復興や支え合いの地域づ
くりの一助となれば幸いです。

生活支

援コー
ディネ
事例集
ーター
の内容
が
の一部
紹介い
を
たしま
す！

『災害ボランティアセンター
サテライトひろえ』⇨
水島地区コスモタウンひろえの土
砂災害に地元住民をはじめ、多く
のボランティアが集結して助け合
いました。

⇧『岡田分館での集い』
岡 田 分 館が地 域 の 拠 点 、ボラン
ティアの拠点、集いの拠点となり、
今後の岡田のこと、地域のことを
みんなで話し合い考える集いの
場になりました。

⇦『下津井地区
災害ボランティア』
児島の下津井大畠地区の土砂災害
復旧に、地元への思いを馳せて、
若い世代も駆けつけてくれました。

生活支援コーディネーター
（地域支え合い推進員）がつなぎます！
生活支援コーディネーターは、一人ひとりの元気な暮ら
し、支え合いの地域づくりを推進することを目的に倉敷市
社協に配置された職員です。地域の様々な「人」とつなが
ることから生活支援コーディネーターの役割はスタートし
ます。地域で行っている取り組みの情報や「これから何か
はじめたい」という声を、生活支援コーディネーターにお
寄せください。

お問い合わせ：倉敷市社協

生活支援コーディネーター（左から）松本・山本・松岡・水野・阪本

地域福祉課

５

令和元年度 倉敷市社協会員加入のお願い
昨年は、多くの皆様にご加入いただき、ありがとうございました。
今年度も各地区の役員の方々にご協力いただき、社協会員募集のお
願いをさせていただきます。ご協力をよろしくお願いいたします。
社協は、地域の皆様や福祉関係者の皆様と一緒に、「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」を推進しています。
社協会費は、本会が取り組む地域福祉活動や運営を支える大切な財源
となっています。
社協活動を応援していただきますよう、心からお願いいたします。

口座振込でもご加入いただけます

賛助会費は、税額控除が適用されます。
（平成30年度実績 36,006,550円）

◎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。

【振込先】（振込口座）中国銀行 倉敷市役所出張所
しゃかいふくし ほうじん

会員会費（年額）
普通会費 １口 300円
特別会費 １口 1,000円
賛助会費 １口 5,000円

（口座番号）普通 １０２１０５１

くらしき し しゃかいふく しきょうぎかい

かいちょう

むし あけ まさ

お

（名義）社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 会長 虫 明 正 雄

※振込手数料はご負担ください。

福祉講演会のお知らせ（受講料無料）
玉島事務所

水島事務所

日 時

８月３日（土）13：30〜15：00

９月５日（木）13：30〜15：00

場 所

玉島市民交流センター

水島公民館

講 師

倉敷芸術科学大学学長補佐

演 題

玉島湊ホール
濱家

輝雄 氏

「人を、ひとりぼっちにしない街・玉島！」

大ホール

関西大学社会安全学部教授 元吉 忠寛 氏
元真備中学校校長 若林 久仁子 氏
「地域の守り手による地域防災力の向上」

定 員

350人

400人

備 考

受講票が必要です。受講票は、7/3(水)から倉敷市
社協各事務所で配布します。
（なくなり次第終了）

受講票が必要です。受講票は、8/1(木)から倉敷市
社協各事務所で配布します。
（なくなり次第終了）

いただきます。
今回は「ひなたぼっこ

※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。

ラフラフ」さんを紹介します。
発売以来、定番の人気商品
オレンジケーキ１本420円(税込)
ブランデー、コーヒーチョコ、マーブル、
シフォンケーキなど、100円(税込)から
個包装にできます。

1袋220円
（税込）〜

洋菓子のワールドカップで準優勝を
受賞した朝田晋平シェフパティシエ
と共同開発した

種類が豊富なクッキー

レーズン・オレンジ、レモン、プレーン、
ナッツ、ココア、アイスボックス、マーブ
ルなど、種類が豊富で、
５０円(税込)の小
袋からご用意できます。

お問い合わせ 就労継続支援B型

イタリア産オレンジをふんだんに
使ったこだわりの逸品

ひなたぼっこ

ラフラフ

水島東栄町１２ ２８ TEL４８８ ７７８８（FAX兼）
営業日：火〜土曜日
営業時間： 9：00〜17：00

６

天使のリング1個150円（税込）

もおすすめです。

上質な材料、種類の多さ、味には自信があ
ります。水島臨海鉄道栄駅前の障がい者支
援センター２階で、こだわりのお菓子を焼
いています。

倉敷のまちを良くするしくみ。 まちに愛を。胸に羽根を。
10月１日から12月31日実施

「赤い羽根共同募金運動」・
「歳末たすけあい募金運動」募金のお礼とご報告
倉敷市内の地域福祉活動に約
60％活用。岡山県内の施設・
団体等が行う福祉活動に約
40％活用。西日本豪雨災害の
支援活動にも活用。

赤い羽根共同募金

皆様のご理解とご協力により多くの募金が寄せ
られました。
心よりお礼申し上げます。
募金は、地域の福祉活動推進のために活用され
ます。

55,472,752円
歳末たすけあい募金

倉敷市社協が行う事業や助成
金として活用。
敬老祝い品贈呈事業
7,595,000円
歳末慰問金贈呈事業
2,253,041円
地区社協や高齢者・障がい者
・児童の団体等への助成等
8,859,584円

18,707,625円
聖和保育園様より歳末たすけあい
募金を寄附していただきました。

赤い羽根共同募金
街頭募金の様子

社会福祉協議会へのご寄附、誠に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。敬称は省略させていただきました。
（掲載期間：平成30年12月16日〜平成31年３月15日まで）

香典返し寄附

篤志寄附
（倉敷地区）
楠戸 俊宣（100,000円）
日本生活協同組合連合会
（4,000,000円）
八木
徹（金一封）
（児島地区）
昭和13年度児島小学校
卒業同窓会（43,417円）

三宅智恵子（金一封）
𠮷田 喜子（金一封）

（倉敷地区）
小野登起子（金一封）
生水 洋次（金一封）
草野 彬子（金一封）
林
正知（金一封）
平松
渉（30,000円）

（玉島地区）
小野 佳子（金一封）
小幡
優（金一封）
佐藤 浩明（金一封）
匿
名（10,000円）
姫井 一徳（金一封）

（水島地区）
匿
名（金一封）

（玉島地区）
大相撲を楽しむ会（金一封）

（児島地区）
石井 鈴子（金一封）
亀川 卓子（金一封）
藤原 一郎（金一封）

（船穂地区）
中原 茂夫（金一封）
中村 卓史（金一封）

（真備地区）
井上 修治（金一封）
井上 正文（金一封）
大橋 育子（金一封）
加藤
修（金一封）
斎藤三七子（金一封）
谷口 始男（金一封）
匿
名（金一封）
守安 祥浩（金一封）
守分比登志（金一封）
山室剛太郎（金一封）

ご寄附に感謝申し上げます
篤志寄附
（倉敷地区）

物 品 寄 附

（真備地区）

（倉敷地区）

（児島地区）

倉敷市立味野小学校様か
ら「車イス１台」を寄贈
していただきました。

倉敷市立帯江小学校様か
ら「車イス１台」を寄贈
していただきました。

宗教法人真如苑様から
ご寄附をいただきました。

競輪浅井康太選手から
「車いす10台」を寄贈
していただきました。

宗教法人真如苑 宮地誠二様（右）と
倉敷市社協 会長 虫明正雄（左）

浅井康太様（右）と倉敷市社協
会長 虫明正雄（左）

（児童がアルミ缶やペット
ボトルを収集し寄贈）

帯江小学校校長 浅原真由美様（右）
と倉敷市社協副会長 中桐泰（左）

（倉敷地区）

ＪＦＥ条鋼 ㈱ 西日本工場水島製造
所様から「行事用テント２張」を
寄贈していただきました。

ＪＦＥ条鋼 ㈱ 西日本工場水島製造所
常務執行役員 製造所長 稲富淳様（右）
と倉敷市社協副会長 内田浩二（左）

※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。
【振込先】◎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
しゃかい ふく し ほうじん

（名義）社会福祉法人
福祉のまちづくりを支える

賛助会員名簿

倉敷市役所出張所

（口座番号）普通

くらしき し しゃかいふく し きょうぎかい

倉敷市社会福祉協議会

き

ふ きんかいけい

寄付金会計

１１１７１９８

かいちょう

会長

むし あけ まさ

お

虫明正雄

※振込手数料はご負担ください。

※賛助会員の掲載につきましては、平成 30 年 12 月 16 日から平成 31 年 3 月 31 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。また、敬称は省略させていただきました。

倉 敷 倉敷市倉敷地区民生委員児童委員協議会

船 穂 ㈲マルイケ

赤い羽根共同募金「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」
協力していただける企業・お店を募集しています！
地域支援プロジェクトのしくみ

売上 の
一 部を
寄付

企業（店舗）
団体等

企画
サポート

寄付 つき
商 品や
サ ービス

購入や
利用

購入者
（地域住民）

共同基金会

地域へ助成
も
ころ」
も「こ 」も
」
ど
「の 祉の財源
です！
「福
う事業
うるお

〜 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〜
このプロジェクトは、企業やお店が寄付つき商品を登録して、売り上げの一部
を赤い羽根共同募金へ寄付することで、地域社会に貢献（企業等が所在する地域
の福祉活動を支援）するプロジェクトです。
「赤い羽根共同募金」とコラボして、地元を良くするための寄付つき商品を作る
ことで、売上アップにつなげることも可能となります。
企業の寄付は無理のない金額で設定でき、寄付金の税制優遇(全額損金算入)
ができます。
顧客の負担はなく倉敷市の福祉活動を支援でき、企業は「社会貢献」と「売り上
げアップ」につながり、それが地域福祉課題解決のための財源となるという、3者
のWIN＆WIN＆WINの関係の構築を目指します。

詳しくは、岡山県共同募金会または、倉敷市社協のホ−ムページをご覧ください。

“福祉まちづくり自動販売機”
設置者募集中！

第31
号機・
設置
第32
し
ご協 てくださ 号機を
力あ
りがと いました
うござ 。
いまし
た。

「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３０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、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。
DRINK
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、ぜひご検討をよろしくお願いします。

【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

◇ 第31号機 ◇
社会福祉法人 王慈福祉会 様

かなえ

社会福祉法人王慈福祉会 名誉会長 髙橋鼎様
（右）
と倉敷市社協 会長 虫明正雄（左）

◇ 第32号機 ◇
有限会社アース 様

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！

地域で起こる様々な福祉問題を地域の皆さんと一緒に考え、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。

編集・発行
事務所名
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

社会福祉法人

倉敷市社会福祉協議会

住所 ・電話等

施設 名

休 館 日

くらしき健康福祉
プラザ3階

毎週月曜日
祝日
年末年始

〒710‑0834 倉敷市笹沖180番地

TEL 434‑3301 FAX 434‑3357

〒710‑0834 倉敷市笹沖180番地

TEL 434‑3350 FAX 434‑3357

〒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

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

〒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

〒710‑1301 倉敷市真備町箭田1161‑1

TEL 698‑5115 FAX 697‑5160

真備保健福祉会館1階

船 穂 福 祉
セ ン タ ー
真備支え合
いセンター

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。

毎週土・日曜日
祝日
年末年始

毎週日曜日・祝日
年末年始
毎週土・日曜日・祝日
年末年始

