
　西日本豪雨災害で決壊した、真備町を流れる小田川。
　堤防沿いの箭田地区では、「防災・減災」への願いとともに、郷土を愛し、水辺の自然と
人が、ともに生きる取り組みがあります。
　河川敷に老若男女が集い、グラウンドゴルフやマレットゴルフなどを楽しみ、川と人が仲良く
する。
　その結果、河川敷の草が踏まれ、川がスムーズに流れ、減災へとつながる。
　自然に感謝し、郷土を大切にすることは、「防災・減災」へとつながります。
　未来への希望をこめて。

▲小田川の河川敷でマレットゴルフ

▲夢へ向かってジャンプ

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～
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主
な
内
容

・地域歳末たすけあい運動のお願い
・地区社会福祉協議会の紹介
・【特集 1】“みんな”で防災・減災
・【特集 2】第3次倉敷市地域福祉活動計画③
・寄付つき商品地域支援プロジェクト参加企業紹介
・高齢者・障がい者なんでも相談会ｉｎ倉敷
・地域の宝物コラム
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くらしき健康福祉
プラザ3階

毎週月曜日
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毎週土・日曜日
祝日

年末年始

毎週日曜日・祝日
年末年始
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年末年始

倉敷駅西ビル8階

水島支所3階

児島支所4階

玉島支所2階

真備保健福祉会館１階

船穂町高齢者福祉センター

真備保健福祉会館1階
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ホームページバナー広告募集！
【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

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！

ご覧ください！

 【特集１】
“みんな”で防災・減災

赤い羽根共同募金
「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」

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・店舗を募集しています
～“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、企業等が「寄付つき商品やサービス」を販売し、
お客様が商品の購入やサービスの利用を通じて、その売り上げの一部
が企業等から共同募金会に寄付されることにより、倉敷の福祉活動を
支援するものです。
　企業は参加することで社会貢献や売り上げアップにつながることも
可能になります。
　詳しくは、倉敷市共同募金委員会（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」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」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。

有限会社 髙原農芸 様
　第４５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。

“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”

設置者募集中！

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！

 
 



賛助会員名簿
福祉のまちづくりを支える

※賛助会員の掲載につきましては、令和 3 年６月 11 日から 7 月 31 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。なお、五十音順、敬称は省略させていただきました。

　　　　㈱アイアット OEC、アイエル、㈱暁建築設計事務所、（福）秋穂福祉会清心保育園、浅原桃花園居宅介護支援事業所、浅野
クリニック、㈱あさひ印刷、旭メンテナンス工業㈱、医王寺、is.Hunt ㈱、㈲伊丹自動車、井上自動車㈱、㈱インターネット倉敷、㈲
ウエハラ事務機、浮洲園、宇野歯科医院、㈱栄伸海事工業、NC 貝原コンクリート㈱、NTY ㈲、エブリィ西阿知店、（医）えんさこ医
院、㈲老松モータープール、小川ミシン㈱、㈲沖宗、㈱大島屋、（財）大原記念倉敷中央医療機構、（公財）大原美術館、岡本巌、岡山エ
レクトロニクス㈱、岡山学院大学・岡山短期大学、㈱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、㈲オー
ジーテクノス、介護老人保健施設福寿荘、開盛配管㈲、㈱金森電気、カモ井加工紙㈱、㈱カワイ、（学）川崎学園、関西教材㈱、㈱橘香
堂、共和運輸㈱、クオーレ・オプティカル、㈱クニフク、㈱倉敷アイビースクエア、（協組）倉敷貨物自動車運送事業、㈱倉敷国際ホ
テル、（一社）倉敷歯科医師会、（協組）倉敷市環境保全協会、倉敷市北部高齢者支援サブセンター、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）、倉敷ステーションホテル㈱、（一財）倉敷成人病センター、倉敷地区民生委員児童委員協議会、（福）倉
敷にじの里、倉敷ハウジング㈱、（福）倉敷福祉事業会昭和保育園、（協組）倉敷模範店会、㈱倉敷ロイヤルアートホテル、㈱クラボウ
ドライビングスクール、グループホーム愛、グループホーム西坂、グローバルプランニング㈱、啓心福祉会みらい保育園、㈱コーセ
イカン、㈲興南木工所、極楽寺、サーンガス共和㈱、サイトー印刷㈱、笹沖保育園、ササベ印刷（株）、㈱ザ・トップ、三盛物産㈱、㈱サ
ントップ、㈱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、山陽美業㈱、三和技建㈱、三和保育園、西明
院、㈱ジェイアール西日本リネン、㈱ジャクエツ、奨農土地㈱、杉の子デイサービスセンター、すぎはら眼科循環器内科、セイショ
ク㈱、瀬戸大橋温泉やま幸、（医）創和会しげい病院、十合物産㈱、そんぽの家浜の茶屋、（医）太陽会橋本歯科医院、大和警備保障㈱、
㈲多賀印刷、㈲髙原農芸、㈱タグチ、（医）多田皮膚科医院、㈲立龍美掃、玉島信用金庫笹沖支店、茶屋町金融協議会、茶屋町こどもク
リニック、中央建設㈱、㈱中国銀行藤戸支店、帝国カーボン工業㈱、（協組）テクノバレー岡山、テクノ柳生㈱、でんきのテクノ、㈱電
建工業、㈱でんでん、東海電機㈱、㈱トクラ、トヨタ L＆F 岡山㈱倉敷営業所、㈱トラヤ塗料店、鳥の子保育園、中島保育園、（福）中
野社会福祉協会、㈱中野商店、㈱ＮＡＶＴＥＣ、㈲難波化成、西阿知石油㈱、西日本三菱自動車販売㈱倉敷支店、ニチエイケンセツ
㈱、日本基準寝具㈱、（医）望、萩原㈱、白龍醤油㈱、（医）場田医院、（一社）はれとこ、東中国スズキ自動車㈱、（医）東山会、ヒシカワ車
輌㈲、ひまわり薬局加須山店、㈲ヒロセ、㈲広谷商店、㈱福祉浩志会介護事業所、藤田工営㈱、藤徳物産㈱、（医）ふじの小児科医院、
㈱藤原車輌、藤原石油店、藤原英男税理士事務所、㈱プライム、㈱プラウド、ブリーズ㈱、プリード湯谷㈱、ふるーるにしあちほんと
に小さな葬儀場、㈱フルカワ商事、遍照院、（資）星島社団、㈲ほほえみ、Honda Cars 倉敷中沖店小野ホンダ、マキノ音楽教室、（特
養）ますみ荘、松尾功、㈱マルエイ岡山支店、丸倉青果㈱、㈱丸五、丸五ゴム工業㈱、マルシゲ工業㈱、㈱丸徳企業、㈲三浦自動車、㈱
ミズケイ、㈱水島インテリアサービス、みのる産業㈱倉敷工場、㈲三宅水道、㈲山田工作所、㈲やまと庭苑、山本内科、㈲リトルマー
メイド笹沖、ロウズ観光㈱、わきや内科クリニック

倉　敷

12月1日から12月31日の一か月間、地域歳末たすけあい運動がはじまります。
　この運動は、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア団体、関係団体などの協力のもと、新
たな年を迎える時期を中心に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民
の参加や理解を得て多様な福祉活動を展開するものです。

集められた募金は、以下のように地域の中で活用されています。｠
①「敬老祝い品贈呈事業」（在宅で一人で生活されている75歳以上の方が対象）
②「歳末慰問金贈呈事業」（在宅で寝たきり状態にある6歳以上の方が対象）
③「歳末事業」への助成等（11月から1月の歳末時期に地域交流活動や見守り活動を行う地区社協へ助成）

地域歳末たすけあい運動地域歳末たすけあい運動
つながり　ささえあう　みんなの地域づくり

運動期間12月1日～12月31日

２

　コロナ禍で、地域住民が主体となる地域福祉活動の
自粛が増加し、閉じこもりがちになる高齢者の身体機
能の低下、社会的孤立の深刻さ等が浮き彫りになって
います。
　昨年は各地区社協で「大切な地域のつながり」を守
るため、みんなで創意工夫しながら、新しいかたちの
歳末事業に取り組みました。
　歳末事業として訪問活動をしている地域では、地域
の子どもからの手紙やプレゼント、また手づくりマス
クやメッセージを添えたりして声掛けや安否確認を行
いました。小学生がひとり暮らしの高齢者に向けて書いた手紙（乙島東地区社

協の取り組み）

コロナ禍でもつながりをコロナ禍でもつながりを ～歳末事業の取り組み～

皆様のあたたかい
　ご支援・ご協力を
　　よろしくお願いいた
　　　　します。



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。
各地区社協が発行している広報紙はＱＲコードからもご覧になれます。
今回は、「大高地区社会福祉協議会」・「穂井田地区社会福祉協議会」を紹介します。

　大高地区社協は、大高地区にある７つの町内会で
構成され、平成21年５月の設立以来『地域のつなが
りの充実』に重点をおいて活動を続けています。大
高夏祭りや大高運動会、グラウンドゴルフ大会やふれあい会食会
といった活動を行っています。
　令和２年度はコロナ禍により、予定していたすべての活動がで
きないという厳しい現実に陥りました。コロナ禍で「なにもでき
ない！」とあきらめる
のではなく、この機会
に、新たに小地域福祉
活動計画の策定や地区
社協としてなにができ

るのかをあらためて検討したいと、現在準備を進めています。
　「コロナ禍で多くの人が孤立してしまうかもしれない状況で、
これまで活動のポイントとしてきた『地域のつながりの充実』を
どう図っていくか、できうる手立てをひとつひとつ模索しながら、
大規模なイベントだけではなく、これまで以上に細かく地域の
ニーズに応えることのできる地区社協を目指します」と事務局の
大屋さんは力強く語ってくださいました。

　穂井田地区は、田畑や山に囲まれた自然豊
かな地区で、人口は1,469人、高齢化率は
41%です。人口が少なく、高齢化率も高いですが、地域の
つながりが強く、互いに支え合う土壌があります。
　そこでこの地区社協では、『男性料理教室＆ふれあい会
食会』を14年前から始めました。毎月第２水曜日に開催し
ており、夏休みの時期には近所の子どもたちを招いていま
す。この活動について、中島会長は「みんなとおしゃべり
しながら料理ができることが一番の魅力。子どもたちを
招いての会食会は、新型コロナウイルスの影響で開催でき

ていないが、早く再開したいです」
と語ってくださいました。
　料理の作り方を覚えられるだけ
でなく、顔を合わせておしゃべり
をしながら活動することで、メン
バーの仲が深まり、より地域の力
につながっているのだと感じます。
　まさに地域を元気にする、住民
同士がふれあい、楽しむ活動です。

≪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≫

大高地区社会福祉協議会（倉敷地区）

穂井田地区社会福祉協議会（玉島地区）

大高地区の風物詩の夏祭り

料理をつくるみなさん

ふれあい会食会の様子

コロナ禍以前の運動会も大盛り上がり !!

おおたか

ほ　い　だ

とても美味しそうです！

３



　「いつ」「なにを」しておけばいいのかを
前もって考えておくことで、落ちついて

安全に避難することを目的に、
各自で作成する防災行動計
画です。

マイ・タイムライン

５

　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３「地域で安心して暮らすための仕組みづくり」の推進に取り組むための３つ
重点目標についてご紹介します。  ※基本目標１・２についてはほっと社協！ 第８８号・第８９号をご覧ください。

重点目標８ 権利を守るための住民の理解と人材育成（ばんそう-伴走-）
権利擁護の理解促進と支援体制の強化❶

日常生活自立支援事業生活支援員の活動
福祉サービスの利用援助など、判断能力に不安
がある方の安心した生活を支援するこの事業は、
生活支援員と呼ばれている地域住民と連携し生
活に寄り添います

市民後見人養成事業
判断能力に支援が必要な方の生活や財産や権利
を守る成年後見人。専門職だけではなく市民目
線で、きめ細やかな支援者となれる市民後見人
の養成を目指します

　支援が必要になったとき、必要な福
祉サービスが利用できるように伴走す
る人材の育成・意識啓発を行います。
また、地域とのつながりが続くように、
要援護者の権利擁護支援について、
関係機関とのネットワークの体制強化
に取り組みます。

重点目標9 地域に応じた住民同士の支え合い活動の推進（よりそう）
住民主体の支え合い活動の拡充❷

本荘活性化推進協議会
高齢化が進んだ本荘地区では同協議会を発足
し、「困り事請け負います」と相談や活動を精力
的に行っています

中島地区高齢者お助け隊
中島地区社協の取り組み。草取りのほかに、ゴ
ミ出し、荷物運び、話し相手など、身近な寄り添
い支援をしています

　高齢者や障がいのある人の買い物、
移動、電球の交換などちょっとした生
活課題を地域の課題として捉え、話し
合いや学びあう場づくりを行うなか
で、住民同士で支える・支えられる仕
組みづくりを推進します。
　また、地区社協では、支援が必要な
人に寄り添う課題解決型の事業の検
討や実施に取り組みます。

重点目標10 防災・防犯の体制づくり（そなえる）
防災・防犯意識の醸成と避難の仕組みづくりの構築や支援団体との連携強化❸

みんなで作って学防災（味野小学校区）
防災は地域で取り組む。子どもからお年寄りま
で多世代が防災を楽しみながら体験する場をつ
くります

五福地区社協「青パト隊」
「おはようございます！」元気な児童の登下校の見
守りが、防犯や多世代の交流につながります

被災地における住民と地域の生活再建支援❹

介護予防教室＆ほっとサロン
「誰かに会いたい人、ほっとしたい人は誰でもど
うぞ」被災地での日常を取り戻す、人とのつなが
りは生活の支え、こころの支えにつながります

防災カフェで「LINE」の勉強会
モバイルアプリ「LINE」を活用し、高齢者も情報
に取り残されないよう、災害情報の入手や大切
な人との連絡手段を学んでいます

　災害は、いつ、どこで発生するかわ
からないため、平常時から減災に取り
組み、防災の備えをする必要がありま
す。いざという時に、避難支援が円滑
に行われるよう、地区の特性に応じた
避難体制づくりの強化に努めます。
　そして、災害に強いまちづくりを推
進するために、住民や関係団体、企業
等と連携を図り、日頃から声かけや見
守り活動ができる体制づくりを推進し
ます。
　また、安心して生活できるよう、地
域のつながりを強め、子どもの安全対
策など防犯活動の充実を図り、犯罪の
ない地域づくりに取り組みます。

【特集１】 “みんな”で防災 ・ 減災 3【特集２】 第　 次倉敷市地域福祉活動計画③
　西日本豪雨災害を経験した倉敷市。
　多くの人に助けられ、多くの知恵を絞りながらここ
まで歩んできました。自分でできることを準備したう
えでのご近所同士のつながりは、いざというときの
セーフティーネットになります。
　倉敷市内の様 な々活動を通して、今一度防災・減災、
非常時の自助・共助を考えてみませんか？ 　真備町川辺地区は全世帯の99％以上が

被災しています。「お隣さんが無事なのか心
配だった」「避難したかどうか分からず声掛け
に時間がかかった」など、この地区の住民の声
から、周囲にすばやく無事を伝え、安否確認を
行えるよう「黄色いタスキ」を川辺地区全域に
配布し、一斉に訓練を行いました。
　地域防災は平素からのつながりが大切。黄
色いタスキを川辺地区全域に配布することで
地域とのつながりが視覚化され、気になる方
がどうつながっているか、いないか確認できま
した。
　平素からの助け合える地域の雰囲気
づくりについても考えていくきっ
かけに。

備える
『黄色いタスキ大作戦』

　西日本豪雨災害を機に、天城学区では「小地域
ケア会議」で防災マップを取り上げ、約1年半か
けて全地区を９つのブロックに分けた防災マップ
を完成させました。

　実際に「まち歩き」をして危
険個所を探し、避難経路や避
難場所を確認し、防災マップ
に記しました。
　また、消火栓や井戸などの
社会資源の位置も図示してい
ます。
　このマップは各町内会や
家族間で災害時の避難経路
や避難場所を話し合ったり書
き込んだりして減災や防災意
識を高めてもらう狙いがあり
ます。

　　地域を知る
『天城学区ブロックごとの

　　　　　　　　　　　　　防災マップ』

令和2年度に天城地区全3,400世帯に配布

令和3年5月。川辺約1,500
世帯に対し約1,300世帯に
届けられたタスキ。訓練で
は地区の3分の2の世帯が
タスキを掲げた。

要配慮者マイ・タイムライン作成
啓発DVD「岡谷(おかや)さんのマ
イ・タイムライン」＆マンガ「岡谷さ
んのマイ・タイムライン」研修など
に利用可。
　他にYouTubeにアップされた
作成支援動画あり。

　「なまずの学校」は、阪神
淡路大震災と東日本大震災を
経験した方々のヒアリングをも

とに製作された防災カードゲーム。地震等の
災害で発生する様々なトラブルを紙芝居形式
で出題し、トラブルに対して役に立つカードを
選び、得点を競いながら、過去の震災の教訓
「身近なものを工夫して生き延びること」を学ぶ
ものです。
　楽しみながら防災が学べる
『なまずの学校』は倉敷市災
害ボランティコーディネー
ター連絡会が提供・指
導しています。
　　

学ぶ
『なまずの学校』

　自分ですべての避難準備が
できない、配慮が必要な人の
防災行動計画。本人とご近所
をはじめとした地域の人々、家
族、施設などの関係機関が集
まり、みんなで避難について
考えるものです。

要配慮者
　マイ・タイムライン

　災害ボランティアセンター初動期に安定した運営を行うため
に、奈良市・高知市・倉敷市の3市社協による相互支援に関す
る協定を令和2年11月に締結しました。
　この協定により、3市社協は平時から連携し、災害時には職
員派遣などを行う相互支援体制を構築しています。

『より効果的かつ安定した復旧支援へ』
～倉敷市社協の取組み～

まな
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　「いつ」「なにを」しておけばいいのかを
前もって考えておくことで、落ちついて

安全に避難することを目的に、
各自で作成する防災行動計
画です。

マイ・タイムライン
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「寄付つき商品　地域支援プロジェクト」「寄付つき商品　地域支援プロジェクト」

６

参加企業紹介!!

【こんな企業です(^^)/】
　「人々の心と生活を豊かにする素材であり続けた
い」という信念のもと 帆布づくりに真摯に向き合
い、地元の方に愛される企業を目指しています。

企業の担当者の方に聞いてみました
このプロジェクトに参加したきっかけは？ 

「喜んで購入したら募金につながる商品を
製作したい」という思いで2013年からス
タートしました。共同募金のキャラクター

「うさピー」と「倉敷帆布」のネームがつい
たコラボトートで、少しでも地域貢献でき
れば幸いです。

Ｑ
Ａ

今回の紹介企業は「倉敷帆布㈱」さんです

「うさピーオリジナルエコバッグ」
1,800円

本店と美観地区店での売上1件
につき200円を寄附

高齢者・障がい者なんでも相談会 in 倉敷

日　時：令和4年2月19日（土）10：00 ～ 15：00
会　場：くらしき健康福祉プラザ2階　201研修室（笹沖180番地）
主　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。）
｠
｠
｠お問い合わせ先：倉敷市社協　地域福祉課　☎434-3301
　　※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止になる場合もあります。予めご了承下さい。

　毎日の生活のなかで、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！

一部リモート相談も予定。開催日が近づきましたら、ホームページで詳細をお知らせします。

うさピー
倉敷共同募金委員会

マスコットキャラクター

寄付つき商品

色を多数取り揃えています色を多数取り揃えています

　新型コロナウイルスの影響が長期化し、地域の様々な交
流が自粛を余儀なくされるなか、子ども食堂が市内に大き
く広がっているのをご存知ですか？

　これまでのようにみんなで食卓を囲む開催スタイルは
難しくても、愛情を込めて作った料理をお弁当にしたり、
気になる家庭に届けて見守りをするなど、様々な工夫で地
域でひとりぼっちを作らない取り組みとなっています。

　倉敷市社協が取り組む「互近助パントリープロジェクト※」
では、パントリーサポーターがプロジェクトに提供された
野菜や調味料などを使って『子ども食堂』を始めるケース
がどんどん増えています。
　その活動は子どもだけの食料支援にとどまらず、子ども
を中心に地域みんなが参画し、みんなが支え・支えられる

『地域食堂』となっています。 児島で７月からはじまった「大正橋こども食堂」
 元お寿司屋さんの空き店舗が、みんなの力で地域の居場所に！
児島で７月からはじまった「大正橋こども食堂」
 元お寿司屋さんの空き店舗が、みんなの力で地域の居場所に！※食べ物や生活雑貨を募集し、身近な地域の支え合い活動等に活用する事業

互近助のそこぢから互近助のそこぢから ～広がる子ども食堂～
（ご近所）

地域
の宝
物

コラ
ム



社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました。

篤志寄附香典返し
（児島地区）國定　麻紀（金一封）
　　　　 　匿　　　名（金一封）
（玉島地区）眞田美砂子（金一封）
　　　　　 稲岡　和雄（金一封）
（真備地区）粕谷　邦洋（金一封）

７

「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に、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。詳しくは申込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６月１日～令和３年７月31日まで）

（倉敷地区）㈱藤美屋（金一封）
（玉島地区）大相撲を楽しむ会（金一封）

賛助会員名簿
福祉のまちづくりを支える

【寄附の振込先】◇お振込みの前に倉敷市社協総務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　１１１７１９８

（名義）社会福祉法人　倉敷市社会福祉協議会　寄付金会計　会長　中桐　泰　　　　　※振込手数料はご負担ください。
なかぎり　　やすしかいちょうき  ふ きんかいけいくらしき し しゃかいふく しきょうぎかいしゃかいふくし ほうじん

　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、左記のほか7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。

　　　　（福）愛育福祉会、荒川化学工業㈱水島工場、石川紘、（医）以心会難波医院、㈲ウエハラ事務
機、オーシカケミテック㈱、（社）風生活介護事業所かざぐるま、金藤興産㈲、関西防水工業㈱、関東
電化工業㈱水島工場、共進運輸倉庫㈱、（福）きょうどう福祉会、㈲協和製作所、（医）倉敷医療老人保

健施設老健あかね、㈲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、㈱健康日本総合研究所、㈲河野建築、
光耀㈱、コープリハビリテーション病院、㈱佐伯組、三幸工業㈱、三松興業㈱、慈愛幼稚園、JFE コンテイナー㈱水島工場、JFE ス
チール㈱西日本製鉄所、（福）淳邦会、白川工業㈱、㈱シンニチロ、（医）水清会水島第一病院、角田住宅㈱、大日電気㈱、大平塗装㈱、
竹内商事㈱、竹田工業㈲、タチバナ工業㈱中国支店、㈱ツラジマ、㈲連島車輌、㈱テラオカ、東洋化学㈱、㈱東洋工務店、トーカロ㈱
水島工場、内海工業㈱、ナカウン㈱、中川電機㈱、中田テント㈱、中谷興運㈱、難波事務所、日光計装㈱、ニッコー運輸㈱、日本トラン
スシティ㈱、野明エイド、㈲長谷川塗工、早瀬歯科医院、（福）Ｐ.Ｐ.Ｐ.、広江緑地保護組合、（医）眞神耳鼻咽喉科医院、㈱まるぐち、
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
中央病院、水島臨海鉄道㈱、明星工業㈱水島営業所、明和工業㈱、㈱八起電気工事、山下食品㈱、山田達志税理士事務所、レイズネク
スト㈱、㈱若狭酒店、ワタナベ工業㈱
　　　　（医）あかり歯科クリニック、㈱飛鳥、（医）庵谷医院、㈱池田製紐所、㈱ウチダ、Ａ.Ｐナカムラ、NIK 環境㈱、王子脳神経外
科、㈲岡田鉄工所、㈲岡田ネーム、岡山県貨物運送㈱、岡山トヨペット㈱ HARBOR 児島、㈲片山保険事務所、唐琴工業㈱、倉敷あ
いあいえん、倉敷シーサイドホテル、倉敷障碍者リハビリテーションセンター、倉敷地区保護司会児島分区会、 （医）恵和会田嶋内
科、（医）恵和会内科いこいの家、幸観堂薬品㈱、㈱コーワ・アイ、児島芯地製造㈱、児島聖康病院、児島繊維原料（協）、㈱琴浦製作所、
コトセン㈱、㈱サンアート、サンタステクノ㈱、山陽染工児島ファクトリー㈱、（特養）しおかぜ、㈱塩生センター、塩生鉄工㈲、（医）
寿久会、下津井漁業（協）、（医）社団聖約会佐藤眼科医院、（福）鷲山会、十八盛酒造㈱、（医）祥風会山本整形外科医院、㈲しらかみ、㈱
新来島サノヤス造船、（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、㈱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㈲、㈲那須商
店、難波産業㈱、西中織物、西原工業㈲、西原織布㈱、㈱西村モータース、㈲日東ベンディング中国岡山営業所、日本食品化工㈱水島
工場、㈱ハウスジャパン、浜野工業㈲、㈱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、

（福）Ｐ.Ｐ.Ｐ.、備讃ヤンマー㈱、備前屋甲子、㈲ビッグアイランド、（協）ファブコ、㈲藤井石油店、㈱富士水道、㈱富士被服本店、㈱
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、㈱ＢＥＫＫＡＮ、㈱ベティスミス、ホマレ飲料、前田被服
㈲、松井織物㈱、マルヰガス南岡山㈱、みちる保育園、㈱三宅観光、三宅総業㈱、明大㈱、㈱モリ・フロッキー、㈱大和エス・イー・
シー、由加温泉ホテル山桃花、竜王保育園、和井田歯科医院、鷲羽電器㈱、（医）和楽会
　　　　㈲アイ設備工業、㈲アカザワオート、赤澤屋㈱、浅野工業㈱、アダージョ㈱、天野産業㈱、㈱安藤精工、安養院、いぎ呉服店、
石橋運輸㈱、いずみ乙島保育園、㈱井田組、内海工業㈱、圓乗院、円通寺、㈱オカノ、岡山県西部ヤクルト販売㈱、㈱小川商店、㈲小野
不動産鑑定事務所、㈲小幡梱包製作所、海蔵寺、㈲菓子処ひらい、柏島保育園、㈲鴨方屋呉服店、川西歯科医院、菊池酒造㈱、㈱起龍、
倉敷企業㈱、倉敷地区保護司会玉島分区会、倉敷念法寺、グループホーム第二朋寿、㈱クレーンピーエムセンター、㈲ケアサービス
双葉、（医）髙志会、（福）向陽会沙美保育園、㈱コーワ設備、こばと保育園、㈱小林朱雲堂玉島店、㈱サカエ、㈱サンタック、（福）祥陽
会、㈲シルバープランニングセンター、㈲シントヲ洋品店、（医）新風会玉島中央病院、星光 PMC ㈱水島工場、石医院、㈲せのお、太
陽電機工業㈱、髙木金属㈱、㈲高倉モータース、㈱高山プロパン、㈱滝沢組、タツミ住宅㈱、㈱田辺商店、（一社）玉島医師会、㈱玉島
活版所、玉島車輌スズキ販売㈲、玉島商工会議所、玉島信用金庫本店、玉島中央老健施設秀明荘、玉島テレビ放送㈱、玉島ねたきり
認知症介護者の会、玉中ポートサービス㈱、㈱中国電業舎、中国非破壊検査㈱、中電プラント㈱玉島事業所、㈱豊島屋、富田ケアセ
ンター㈲、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、難波プロパン㈱、㈲二
華園印刷、（医）西崎内科医院、日電商工㈱、畑本工業㈱、八幡保育園、㈱原田瓦斯圧接工業、㈱原田文栄堂、福壽院、冨士ダイス㈱岡
山製造所、㈱富士野、㈱富士モータース、㈲プラス・サムシーサイドリビンググループ管理本部、まつい歯科医院、松岡塗装㈱、㈲
丸三清掃、実徳鉄工、妙立寺、㈲メイビ堂、守永運輸㈱、守屋おさむクリニック、㈱山本材木店、寄島町（漁協）乙島漁業支所、（医）創
生会渡辺胃腸科外科病院、わたなべ歯科クリニック
　　　　㈱浅野建設、㈱宇野組、㈲エマブル・イシイ、 グループホームはなみずき、㈲興美、㈲幸福設備工業、㈱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、たから保育園、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、㈱中桐晒工場、㈲西山青果、晴れの国岡山農協船穂支店、㈱備陽工業所、藤森運輸㈱倉敷営業所、船
穂運送㈱、宝満寺、㈲マルイケ、ミノル縫製㈱、㈲ミラクルフード、ヤンマーホールディングス㈱
　　　　アカギテクノ㈱、㈱浅野材木店、㈱浅野鉄筋工業、㈱井上組、㈲栄善工業、㈱オカジュウ、㈱おの、木山工業㈱、㈱クラカン、
㈲サンシャイン、㈲スワ水道サービス、㈲妹尾建美、㈲中央クリーン、TI、晴れの国岡山農協真備東支店、備南観光開発㈱、㈱日の丸
タクシー、㈱ホリグチ、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、水川商店㈲、（医）ミナモト医院、
㈱三宅組、山田建設㈱、山中設備㈲、㈲横溝車輌

水　島

児　島

玉　島

船　穂

真　備

●●● 　 　 　 ●●●
★７月１日採用職員★
１名が入職しました♪

あまみね　　たけおう

天峰　武応

船穂町デイサービスセンター
特定技能職員

新 人 紹 介新 人 紹 介



　西日本豪雨災害で決壊した、真備町を流れる小田川。
　堤防沿いの箭田地区では、「防災・減災」への願いとともに、郷土を愛し、水辺の自然と
人が、ともに生きる取り組みがあります。
　河川敷に老若男女が集い、グラウンドゴルフやマレットゴルフなどを楽しみ、川と人が仲良く
する。
　その結果、河川敷の草が踏まれ、川がスムーズに流れ、減災へとつながる。
　自然に感謝し、郷土を大切にすることは、「防災・減災」へとつながります。
　未来への希望をこめて。

▲小田川の河川敷でマレットゴルフ

▲夢へ向かってジャンプ

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～

くらしき社協だより90号　令和３年　冬号

Vol.

90

主
な
内
容

・地域歳末たすけあい運動のお願い
・地区社会福祉協議会の紹介
・【特集 1】“みんな”で防災・減災
・【特集 2】第3次倉敷市地域福祉活動計画③
・寄付つき商品地域支援プロジェクト参加企業紹介
・高齢者・障がい者なんでも相談会ｉｎ倉敷
・地域の宝物コラム

編集・発行　　　　社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会　 倉敷市笹沖１８０番地　TEL：086-434-3301　ホームページ：http://kurashikisyakyo.or.jp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。 　　　

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

水島事務所

児島事務所

玉島事務所

真備事務所

船 穂 福 祉
セ ン タ ー
真備支え合
い センター

〒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

〒712-8062  倉敷市水島北幸町1-1 TEL 446-1900  FAX 440-0154

〒711-0912  倉敷市児島小川町3681-3 TEL 473-1128  FAX 470-0054

〒713-8121  倉敷市玉島阿賀崎1丁目1-1 TEL 522-8137  FAX 523-0054

〒710-1301  倉敷市真備町箭田1161-1 TEL 698-4883  FAX 698-9622

〒710-0261  倉敷市船穂町船穂1861-1 TEL 552-5200  FAX 552-9030

〒710-1301  倉敷市真備町箭田1161-1 TEL 698-5115  FAX 697-5160

事務所名 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

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

倉敷駅西ビル8階

水島支所3階

児島支所4階

玉島支所2階

真備保健福祉会館１階

船穂町高齢者福祉センター

真備保健福祉会館1階

編集・発行　　　社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会　　　

ホームページバナー広告募集！
【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

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！

ご覧ください！

 【特集１】
“みんな”で防災・減災

赤い羽根共同募金
「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」

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・店舗を募集しています
～“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、企業等が「寄付つき商品やサービス」を販売し、
お客様が商品の購入やサービスの利用を通じて、その売り上げの一部
が企業等から共同募金会に寄付されることにより、倉敷の福祉活動を
支援するものです。
　企業は参加することで社会貢献や売り上げアップにつながることも
可能になります。
　詳しくは、倉敷市共同募金委員会（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」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」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。

有限会社 髙原農芸 様
　第４５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。

“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”

設置者募集中！

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！

 
 


