今年も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

歳末たすけあい募金のつかいみち
① 在宅で一人で生活している 75 歳以上の方への
「敬老祝い品」贈呈事業
② 在宅で寝たきり状態にある 6 歳以上の方への
「歳末慰問金」贈呈事業
③ 市内各地区社協で実施する歳末事業への助成 等

地区社協歳末事業（もちつき）の様子

毎日の生活の中で、法律や福祉について困っていること、悩んでいることはありませんか。
『高齢者・障がい者なんでも相談会』では、高齢の方や障がいのある方が、安心して地域で生活できる
ように、法律や福祉などについてのご質問・ご相談、虐待や権利侵害に関するご相談などをお受けします。
また、成年後見制度・相続・遺言等についても複数の専門家が連携して相談にあたります。

◇相談は無料！事前の予約必要なし！相談の時間制限なし！
日
会
主

時：令和 2 年２月 22 日（土）10：00～15：00
場：くらしき健康福祉プラザ２階 201研修室（笹沖180番地）
催：岡山高齢者・障がい者権利擁護ネットワーク懇談会・倉敷市社協
※相談員は、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など

（当日、都合により特定の専門家で対応できない場合があります。
）

お問い合わせ：倉敷市社協

地域福祉課

【倉敷】㈲アース、㈱ＲＣヨコタ、㈱アイアット OEC、㈲赤木土木、赤澤屋㈱セルフ西阿知店、浅野クリニック、㈲浅野不動産、㈱あさ
ひ印刷、旭テクノプラント㈱、旭メンテナンス工業㈱、㈱アスカシステム、麻生岡山生コンクリート㈱、足立歯科クリニック、天城保育園、
㈱インターネット倉敷、宇野歯科医院、ＮＣ貝原パイル製造㈱、エブリイ西阿知店、（医）えんさこ医院、㈲老松モータープール、大島
茂、㈱大島屋、大島康男、大野屋狩野英一、大森恒彦、オール薬局倉敷店、岡本製甲㈱、岡山エレクトロニクス㈱、岡山ガス㈱倉敷営業
所、㈱岡山木村屋、岡山汽力㈱、岡山県西部ヤクルト販売㈱、岡山弁護士会、小野歯科医院、おはようナーム、㈲風早自動車鈑金工場、
かめやま保育園、カモ井加工紙㈱、カモ井食品工業㈱、
（学）川崎学園、㈲カワチ美容室、㈱木の城いちばん、
（協組）テクノバレー岡山、
CuoreOptical、㈱クニフク、倉敷かさや農協、倉敷かさや農協西阿知支店、倉敷ケアセンター両備サン・オークス、㈱倉敷ケーブルテ
レビ、㈱倉敷国際ホテル、
（一社）倉敷歯科医師会、
（福）倉敷市社会福祉事業団倉敷授産場、
（一財）倉敷市母子寡婦福祉連合会、
（公社）
倉敷市民間保育所協議会、倉敷商工会議所、倉敷商店街振興連盟、倉敷市老人クラブ（連）
、倉敷中央病院、倉敷とことこ、
（福）倉敷福
祉事業会、
（福）倉敷福徳会小谷かなりや保育園、倉敷ロータリークラブ、倉敷わかば法律事務所、㈱クラビ、㈱クラボウドライビングスクー
ル、黄産婦人科医院、興南設計㈱、㈲興南木工所、
（特非）工房かたつむり、㈱コーセイカン、
（宗）極楽寺、㈱ココテレサメロンケアー、
小原孝文、笹沖保育園、ササベ印刷㈱、三共鉄工㈱、三恭電設㈱、三備道路㈱、㈱山陽エレベーター製作所、山陽新聞印刷センター、㈱
山陽新聞社倉敷本社、㈱三楽、三和保育園、ＪＡ岡山西菅生支店、㈲しおつ、㈱ジャクエツ、
（一財）淳風会倉敷クリニック、（一財）淳
風会淳風会健康管理センター倉敷、奨農土地㈱、㈲白神材木店、新田保育園、すぎはら眼科循環器内科、住友三井オートサービス㈱、
（医）
誠和会介護老人保健施設福寿荘、（学）専門学校倉敷ファッションカレッジ、㈱創心会、
（医）創和会しげい病院、十合物産㈱、大正林材
㈱、㈱大同設備工業、㈲多賀印刷、㈱高橋建築、㈱タグチ、たけだ小児科、田中平版印刷㈱、玉島信用金庫小溝支店、中央建設㈱、㈱中
国銀行藤戸支店、帝国カーボン工業㈱岡山営業所、テクノ柳生㈱、㈱でんでん、東海電機㈱、
（医）東山会、㈱トクラ、㈱トラヤ塗料店、
鳥の子保育園、中洲保育園、㈱ナビレックス、㈲難波化成、西阿知石油㈱、西本清掃㈲、日本基準寝具㈱、㈱はぁもにぃ倉敷、萩原㈱、
早沖診療所、はやおき保育園、㈱ハヤシ、東中国スズキ自動車㈱、ヒシカワ車輌㈲、
（司）備中サポートセンター、HINODE ＆ SONS ㈱、
ひまわり薬局加須山店、ひらまつ綜合法務行政書士事務所、㈲広谷商店、
（医）福寿会グループホーム西坂、㈱福助、㈱藤木工務店倉敷
支店、藤徳物産㈱、藤原京子、藤原石油、㈲二葉写真館
３ページに続く
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≪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。
今回は、「緑丘地区社協」・「服部地区社協」を紹介します。
なお、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。

緑丘地区社会福祉協議会（児島地区）
家庭で凧を作ったり、臼で餅をついたりすることが減ってきている
昨今、世代間の交流や日本の伝統文化の継承をしていきたいと、緑丘
地区社協ではコミュニティ協議会と共催で、『三世代交流たこあげもち
つき大会』を 10 年以上続けています。
２月３日の凧作りでは、凧クラブのメンバーや講習を受けた補助員
が各グループに入り、きめ細かな指導をしました。
餅つきでは、PTA や愛育委員が
自作の三連凧を校庭でお披露目
中心となり、おいしい餅を次々と
つきあげました。
協力者の多くは通学時の安全パトロールもしているため、子どもと顔
見知りになり、中学生、高校生になっても挨拶してくれるそうです。
今後も行事を通じての世代間のつながりが、ますます深まっていくこ
とが期待されます。
餅つきの順番を待つ、長蛇の列

服部地区社会福祉協議会（真備地区）
服部地区は昨年の豪雨災害により、甚大な被害を受けましたが、
多くの皆様のご支援をいただきながら復興に取り組んでいます。
昨年度は被災以降、支援物資の提供や炊き出し活動等が懸命に
行われました。
平成 31 年４月 24 日、改築したての真備公民館服部分館におい
て総会が行われ、今年度の活動について協議し、歩け歩け大会、
いきいきサロン活動、敬
老会等の事業を住民の力
いきいきサロンの様子
で実施することや、一日
服部出身の vocal YOKO さんによるライブ
も早くできるだけ多くの
方に服部地区へ戻って来ていただけるよう、情報発信を行うことが
決まりました。
復興に向けて一歩一歩前進し、被災前の日常を取り戻したいとい
う意気込みが役員の皆さんから伝わりました。
YOKO さんの軽快なトークに笑顔がこぼれます

【倉敷】ブティック創㈱、㈱プライム、ブリーズ㈱、プリード湯谷㈱、㈱フルカワ商事、（医）平成会、ペガサス代
表山田美智子、㈱鵬林、㈲ほほえみ、㈱毎日新聞中四国印刷、㈲マイライフ、マキノ音楽教室、正織興業㈱、
（特養）
ますみ荘、㈱マルキ商店、㈱丸五、丸五ゴム工業㈱、マルシゲ工業㈱、㈲三浦自動車、㈱ミヤケ工業、めいほうメ
ディカル㈱、（福）めやす箱、ＭＯＭＯ、山本幸㈱、（福）四ツ葉会、㈱ライフネット難波、㈱リンケージ藤波、老龍園緑化㈱
【水島】
（医）浅桐産婦人科、荒川化学工業㈱水島工場、㈱生藤自動車、エンドレス水島店、大阪鋼灰㈱岡山営業所、オーシカケミテック㈱、
㈲岡建、化学運輸㈱、関西防水工業㈱、関東電化工業㈱水島工場、㈲協和製作所、
（生協）倉敷医療、
（生協）倉敷医療コープリハビリテー
ション病院、（生協）倉敷医療老人保健施設老健あかね、倉敷かさや農協連島支店、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、㈲倉敷ミルクフーズおだ、
（福）薫風福祉会、
（医）恵葉会大森クリニック、弘化産業㈱、幸輝興業㈱、㈲合田博塗装店、
光耀㈱、㈱佐伯組、三協㈱、三幸工業㈱、三松興業㈱、三和工業㈱、㈱ジーベン、ＪＦＥコンテイナー㈱水島工場、JFE スチール㈱西日
７ページに続く
本製鉄所
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特集

認知症に寄り添う地域へ

「認知症」とは老いに伴う病気のひとつです。2025 年には、65 歳以上の５人に１人が認知症になるとい
われており、若くても発症する可能性があります。誰にとっても他人事ではない認知症のことを理解する
こと、認知症になったとしても地域で寄り添い、支え合う仕組みづくりが求められています。

1 「地域」で寄り添う ～さみっと会議の取り組み（沙美小学校区）～
沙美小学校区で、開催される地域の課題を話し合う場、小地域ケア会議

は通称「さみっと会議」と呼ばれています。

平成29年度当初からは、
「認知症」をテーマに話し合いを重ねてきました。
沙美で必要なことを確認し、自分たちができることを少しずつ広げて

いくことで、小さな地域が大きな家族のような一体感に包まれています。
今回はその取り組みをご紹介します。
◀さみっと会議の様子

さみっと連絡網・さみっと登録簿


（平成 29 年春～夏）

認知症サポーター養成講座（認サポ）


（平成29年9月～11月）

認知症の方が行方不明になった

小・中学生に向けた講座

とき、関係者がすぐに連携できる

を開催。良く知っている地

よう連絡網をつくりました。

域の方や学校の先生が寸劇

また、事前に本人や家族に了解

に登場し、認知症を身近に

をもらい、顔写真や連絡先を書い

感じつつ、正しい理解にも

た登録簿も作成しました。

つながりました。
寸劇の生徒役は学校の先生です▲

さみっと登録簿イメージ▲

第1回認知症 SOS 見守り・発見訓練


（平成 29 年 12月）

福祉講演会


「いつものまちで認知症の方に

これまでの取り組みを通

出会ったら…」を想定して、発見

して認知症の理解と支え合

訓練を実施。認サポの成果もあり、

い意識が高まりました。福

中学生や地域の方が、温かい声か

祉講演会では認知症専門医

けをしてくれました。

の涌谷先生のお話からさら

見守り・発見訓練の様子▶

に学びを深めました。

（平成31年2月）

▲たくさんの方が講演会に参加

民生委員の一人として、地域で行方不明になる高齢者への対応に限界を感じてい
ました。「さみっと会議」で認知症をテーマにすることにより、地域全体の課題と
してみんなで考える機運が生まれ、それが形となったことは、喜びと自信につなが
りました。
これからも愛する沙美でみんなが暮らし続けることができるように、住民と各種
団体が協力し合いながら、地域づくりに取り組んでいきます。
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「居場所」で寄り添う ～気軽に集える認知症カフェ～

認知症カフェは、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して生活し続けられるよう、認知機能の低下
した方やご家族の方、地域の方等が気軽に集い専門家のアドバイスをもらいながら、認知症状の悪化を防止
したり、お互いに交流し、情報交換等ができる「通いの場」のことです。
今回は児島地区の『すがの電器』さんの活動を紹介します。

まちの電器屋を集いの場に「児島の学び場」

すがの電器

スタッフの皆さん

脳トレを兼ねた体操で、筋力アップ！

3

認知症サポーター養成講座を受講した、すがの電器の代表取締役菅
野雅次さんが、お店を地域の方々が集える場、人と人とがつながる場、
心の拠り所になる場にしたいと、2019年1月からスタートされました。
児島中部高齢者支援センターの協力により、月に1回１時間、前半は
座学、後半は体操や脳トレなどを行っています。
７月からはリニューアルしたお店の一角で開催しています。
興味のある方は、お気軽に下記までお問い合わせください。
＜問い合わせ先＞『すがの電器』
住所：児島小川 5-1-63 ☎ 473-0566
時間：9：30～19：00 定休日：月曜日

「当事者家族」や
「介護経験者・支援者」で寄り添う

～介護者の会～

介護者の会は、「介護者の精神的な負担の軽減と仲間づくり」を目的として活動をしています。
定例会では、介護を一人で抱え込まないようお互いの悩みを相談し合ったり、食事会や勉強会などを行ったり、
心身のリフレュシュや交流を深めています。
介護者の会は、市内の各地区にあります。詳しくは倉敷市社協各事務所までお問い合わせください。

認知症の人と家族の会

岡山県支部

「認知症があっても安心して暮らせる社会」を目指し、
４つの家族の集いを開催しています。
詳しくは下記までお問い合わせください。

公益社団法人認知症の人と家族の会岡山県支部
☎０８６－２３２－６６２７
岡山市北区南方 2 丁目 13 番 1 号

くらしき認知症ガイドブック
認知症の進行に合わせた対
応、利用できるサービス・支
援などをわかりやすく紹介す
ることを目的に作成したガイ
ドブックです。

市健康長寿課 地域包括ケア推進室
☎４２６－３４１７
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倉敷市内でボランティア活動を実践している方、ボランティア活動に興味のある方を対象に、
『地域で今、何が必要なのか』を共に考え、ボランティア活動や助け合い活動の必要性につい
て理解を深めることを目的に開催いたします。ぜひご参加ください。
日時

令和２年２月 23 日（日）10：00～15：00

会場

くらしき健康福祉プラザ

内容

（倉敷市笹沖 180）
第一部

プラザホールほか

・講演（講師：大阪教育大学教育学部教授

第二部

お問い合わせ

５階

新崎国広先生）

・いきいきポイント制度マッチング会
・ボランティア交流会
・ボランティア登録・相談・団体紹介コーナー
倉敷ボランティアセンター（☎434－3350）

新崎国広先生

今回は、NPO 法人コウチさんが運営する「スマイリー食堂」を紹介します。
地域の方々にも親しまれ、ランチタイムには大変賑わっているスマイリー食堂。
どのメニューもボリュームがありますが、オススメはホルモン焼定食。
栄養満点で午後からの英気が養えます。
表の看板どおりに「ぼっけぇ、うめぇ !!!」メニューに満足満腹！
食後には皆さんもきっと “ スマイリー ”（^o^）

メニュー
（季節によって変更するものもあります）
・ホルモン焼定食 750 円
・とんかつ定食
650 円
・とり唐揚げ定食 650 円
・カツカレー
600 円
・焼き鳥丼
500 円  税込

住 所
老松町 3-5-13
電話番号 424-0006
営業時間 11:00〜14:00 頃
定休日
土日祝
駐車場はお店の隣にあります
お店の看板はひらがなで「すまいりー食堂」

ボリューム満点のホルモン焼き定食

平成30年7月豪雨災害への支援金

金一封のご支援ありがとうございます。

（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：令和元年6月11日～令和元年8月15日まで）
㈱ダイツー、八神純子と有志一同、川崎医療福祉大学医療福祉学科、中日新聞社会事業団東京支部、ＹＳＰ岡山連合会
倉敷支部、長森亀久男、福山市赤十字奉仕団、金沢市民生委員児童委員協議会会長片岡正子

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：令和元年6月11日～令和元年8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

３, ８４１

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。
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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。
敬称略、五十音順に掲載しております。（掲載期間：令和元年６月 11 日～令和元年８月 15 日まで）
篤志寄附
（倉敷地区）
㈱ OHEDO（金一封）
しょう子 （金一封）
（水島地区）
本荘園芸同好会
会長 川越秀樹（金一封）

（玉島地区）
大相撲を楽しむ会（金一封）
神野 純子（金一封）
北田 作馬（金一封）

香典返し寄附
（倉敷地区）
岩見 一右（100,000 円）
大﨑 素子（金一封）
岡本 侑也（金一封）
河本
雄（金一封）
匿
名 （100,000 円）
若林 和夫（金一封）

（水島地区）
原 恵美子（金一封）
（玉島地区）
青江 忠義（金一封）
匿
名 （金一封）
（船穂地区）
井上 巌 （金一封）
齋藤 英雄（金一封）
（真備地区）
長江 淳子（金一封）

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２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。

【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

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

（名義）社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 寄付金会計

１１１７１９８

かいちょう

会長

なかぎりやすし

中桐泰

※振込手数料はご負担ください。

【水島】（福）淳邦会、白川工業㈱、シンコウエンジ㈱、新興プランテック㈱水島事業所、㈱シンニチロ、親
和保育園、（医）水清会水島第一病院、大日電気㈱、宅配クック１２３倉敷中央店、竹内商事㈱、タチバナ工
業㈱中国支店、連島工業㈱、㈲連島車輌、連島東保育園、㈱テラオカ、東洋化学㈱、㈱東洋工務店、トーカ
ロ㈱水島工場、㈲とみや水島、㈱どんこ、内海工業㈱、㈱中島オートセンター、㈱中島商会、中田テント㈱、中谷興運㈱、㈱日
明舎、ニッコ－運輸㈱、日本トランスシティ㈱、日本非破壊検査㈱、乳児親和保育園、のぞみ保育園、橋本防水工業㈲、㈲長谷
川塗工、早瀬歯科医院、備南車体工業㈱、ビューテック㈱、㈱フレッシュ寿、丸口重機工業㈱、水島ガス㈱、水島機工㈱、水島
合金鉄㈱、水島コンテナーサービス㈱、水島切断工業㈱、水島地区介護者の会「とまり木の会」
、水島遊技場組合、水島臨海鉄道㈱、
㈱メタルワン菱和、㈱八起電気工事、㈱ユタカケミカル水島工場、
（医）養命会佐藤医院、
（医）老人保健施設和光園、㈱若狭酒店、
（医）和光園在宅介護支援センター、ワタナベ工業㈱
【児島】
（医）あかり歯科クリニック、㈱飛鳥、アポロ電気工事㈲、㈱アリオカ、㈱ウチダ、エヴァホール児島駅前、王子脳神経外科、
㈲岡田鉄工所、小田象製粉㈱、
（老健）倉敷あいあいえん、倉敷地区保護司会 児島分区会、㈱クロダ商事、
（医）恒和会庵谷医院、
㈱コーワ・アイ、児島第一診療所、㈱琴浦製作所、佐藤眼科医院、サノヤス造船㈱、㈱サンアート、山陽染工児島ファクトリー㈱、
（特養）しおかぜ、塩生鉄工㈲、㈲閑井染工場、
（福）鷲山会、
（医）祥風会山本整形外科医院、㈲しらかみ、
（医）須藤歯科診療所、
（医）正療ヒフ科クリニック、㈱瀬戸内重機運輸、高田織物㈱、㈱高谷建設、㈱タケヤリ、㈱ダスキン児島、タナカ産業㈲、㈱谷
岡組、㈲田藤ネーム店、㈲トマトオートセンター、㈱ナイカイアーキット、ナイカイ塩業㈱、ナガイ工業㈱、仲谷被服㈲、中塚
モータース㈱、西原工業㈲、西原内科眼科医院、㈱西村モータース、㈲日東ベンディング中国、ハーモニー、㈱ハウスジャパン、
㈱原運輸産業、原石材、原石油㈱、㈱原木工所、㈱ＢＣＭビューティークリニック MORI、P.P.P. プラットフォーム！児島、備
前屋甲子、備南染工㈱、（協組）ファブコ、㈲藤井石油店、㈱フジモト、㈱藤原組、藤原不動産㈱グループホームいこい、古谷千
代子、ホマレ飲料、前田被服㈲、㈱松井石油店、マルヰガス南岡山㈱、みちる保育園、三宅総業㈱、㈱モリフロッキー、由加温
泉ホテル山桃花、竜王保育園、鷲羽電器㈱、WASHU BLUE RESORT 風籠、（医）和楽会
【玉島】㈲アイ設備工業、赤澤屋㈱、浅野工業㈱、アダージョ㈱、㈱阿部、天野産業㈱、㈱安藤精工、安養院、いぎ呉服店、
（福）
育和福祉会池畝保育園、石橋運輸㈱、いずみ乙島保育園、磯﨑哲夫、伊藤化学㈱、㈲インテリア・オギハラ、
（医）植村眼科医院、
㈱ウエルストンクラシキ、エラヤ食品工業㈱、圓乗院、円通寺、㈱オカノ、岡山県市町村職員年金者連盟倉敷支部玉島分会、岡
山西農業協同組合玉島北支店、㈲小野天幸堂、㈲小野不動産鑑定事務所、㈲オリンピック商会、海蔵寺、川西歯科医院、㈱木内
計測、㈲京ひろ、國和産業㈱、倉敷企業合資会社、倉敷市市友会玉島支部、倉敷地区保護司会玉島分区会、倉敷念法寺、㈱クリー
ン・システム、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、㈱クレーンピーエムセンター、㈱クロサキジャパン、
黒崎連島漁業協同組合、（医）髙志会柴田病院、㈱コーワ設備、こばと保育園、
（福）金剛福祉会ルンビニ保育園、㈱サカエ、㈱サ
ンタック、JFE 鋼板総合サービス㈱玉島事業所、
（医）新風会玉島中央病院、住倉学園、星光 PMC ㈱水島工場、石医院、㈲せのお、
（医）創生会渡辺胃腸科外科病院、SOMPO ケア㈱そんぽの家新倉敷、太陽電機工業㈱、髙木金属㈱、㈱滝沢機工製作所、立花
容器㈱、㈲田中電機、㈱田辺商店、玉島海運㈱、㈱玉島活版所、玉島協同病院、玉島軽金属工業㈱、玉島商工会議所、玉島信用
金庫本店、玉島信用金庫長尾支店、玉島地区民生委員児童委員協議会、玉島テレビ放送㈱、玉島ロータリークラブ、中国商工㈱、
㈱中国電業舎、中電プラント㈱玉島事業所、㈱豊島屋、
（医）桃山会小野内科医院、当真内科医院、富田デイサービスセンター、
㈱ナカツカ、中野建築㈲、ナカハラ・インコム㈱、㈱ナショナル発条、㈱なんば技研、難波プロパン㈱、㈲二華園印刷、
（医）西
崎内科医院、日神機工㈱倉敷営業所、（医）のぞみ会もりや胃腸科外科、畑本工業㈱、八幡保育園、㈱原田瓦斯圧接工業、樋口ガ
ス㈱、福壽院、冨士ダイス㈱、㈱富士野、㈱富士モータース、松岡塗装㈱、㈲丸三清掃、妙立寺、虫明正雄、㈲メイビ堂、㈱森
本工務店、㈲山成産業、㈱山本材木店、㈲山本電業、寄島町漁業協同組合乙島漁業支所、わたなべ歯科クリニック
【船穂】㈱浅野建設、㈲エマブル・イシイ、㈲大久保鉄工所、㈲岡鉄工所、グリーンビレッジ瀬戸内、グループホームはなみずき、
㈲ケア・ワン、㈱佐伯組、㈲さなだ薬局、三喜㈱ぶどうの家、山陽新聞船穂販売所、㈲下村石油店、㈲新日本メンテナンス、
（福）
たから会たから保育園、玉島信用金庫船穂支店、中備縫製㈱、
（医）出宮内科医院、㈲トライバル、㈲中桐建設、㈲中桐建築設計
事務所、㈲西山青果、㈱備陽工業所、船穂運送㈱、船穂保育園、㈲ブランシュ、㈲ふるーる、㈲マルイケ、㈲ミラクルフード、
ヤンマー㈱、㈲吉田総合燃料店
【真備】真備地区民生委員児童委員協議会、真備東地区民生委員児童委員協議会
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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！
～ “ 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。

「のど」も「こころ」も「福祉の財源」もうるおう事業です！

“ 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」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。

