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・赤い羽根共同募金が始まります！

・令和3年度 倉敷市社会福祉協議会事業・決算報告

・新役員の紹介

・各地区社会福祉協議会の紹介

・【特集】くらしき互近助パントリープロジェクト

１年半の取り組みから見えたもの

・あなたの想いを倉敷の未来に残す

～倉敷市社会福祉協議会への遺贈寄附～

・「第９回福祉のまちづくりゴルフ大会」参加者募集！

・赤い羽根共同募金×倉敷帆布㈱ コラボ商品のご紹介 など

令和3年度 倉敷美観地区での街頭募金の様子

倉敷市共同募金委員会

マスコットキャラクター

「うさピー」です♩

10月1日より実施！ 家庭・職場・学校・町などで募金

倉敷市共同募金委員会（倉敷市社会福祉協議会）

岡山県共同募金会

倉敷市共同募金委員会（倉敷市社会福祉協議会）

約60％ 約40％

共同募金
地域で集めた募金は、地域で使われています。
赤い羽根共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ。」です。

募金箱設置場所
募集中です。
お気軽に
お問い合わせ
ください♪

倉敷市内でつかう

▽ 高齢者等への見守り訪問活動
▽ 福祉講座の開催
▽ 地域福祉活動に取り組む団体へ
助成

▽ 社会福祉施設等への助成

岡山県内でつかう

▽ 社会福祉施設、ボランティア団体
などへの助成

▽ 火災の被災者に対しての弔慰金・
見舞金

▽ 災害時のために積み立て

共 同 募 金 に つ い て 裏 表 紙 に も 掲 載 が あ り ま す の で ご 覧 く だ さ い 。
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1 公私協働事業
（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
◆地区社協活動・団体育成事業
◆地域福祉推進事業
◆福祉協力委員事業
◆福祉講座事業
◆福祉機器貸出事業
◆福祉の店事業
◆在宅支援サービス事業
◆法人後見事業
◆歳末たすけあい配分事業
◆被災者見守り支援事業
◆ボランティア推進事業
◆福祉ボランティア育成事業 等

214,103,683円

決 算 報 告

※単位：円

事 業 報 告

2 受託事業
（県社協及び市受託事業）

◆給食サービス事業
◆結婚相談所事業
◆友愛訪問事業
◆生活支援コーディネーター事業
◆介護支援サポーター養成事業
◆地域支え合い活動事業
◆日常生活自立支援事業
◆福祉車両貸出事業
◆地域包括支援センター
◆真備支え合いセンター
◆倉敷市市民後見人養成講座フォローアップ研修事業
◆生活福祉資金貸付事業／緊急小口資金等特例貸付事業等

363,728,652円

3 自主事業
（介護保険関連事業）

◆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

75,821,431円

4 市指定管理事業
（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）

◆老人福祉センター事業

20,893,288円

5 収益事業
（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

17,386,876円

（抜粋）

＊閲覧できます＊

令和３年度決算書類等の詳細に
ついては、倉敷市社会福祉協議
会事務局及び各事務所、ホーム
ページで閲覧することができま
す。

令和３年度 倉敷市社会福祉協議会事業・決算報告

新型コロナの影響による貸付申請件数
・緊急小口資金 2,160件
・総合支援資金 4,979件

倉敷市社会福祉協議会 役員（理事）の紹介
令和４年６月２８日の定時評議員会において選任された役員（理事）をご紹介いたします。
どうぞ、皆様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。

理 事： 岡本 尚 （任期 令和４年６月２８日から令和５年定時評議員会終結の時まで）

県・市受託金収入

346,553,836 

（49%）

補助金収入

158,592,250 （ 22%）

介護保険関連事業収入

83,815,050 （12%）

共同募金配分金収入

48,979,735 

（7%）

会費収入

34,671,850 

（5%）

児島競艇場売店事業収入

17,370,347 （2%）

その他の収入

7,890,858 （1%）

寄附金収入

9,093,549 （1%）

事業収入

8,247,715 

（1%）

収入の部

7 1 5 , 215 ,190

公私協働事業

214,103,683 

（31%）
受託事業

363,728,652 

（53%）

自主事業

75,821,431 

（11%）

収益事業

17,386,876 （2%）

市指定管理事業

20,893,288 

（3%）

支出の部

691 , 933 ,930

おかもと ひさし
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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、「港町下津井西地区社会福祉協議会」と「乙島東小学校区社会福祉協議会」を紹介します。

乙島東小学校区社会福祉協議会（玉島地区）
おとしまひがし

港町下津井西地区社会福祉協議会（児島地区）
みなとまちしもついにし

瀬戸内海に面している下津井地区は、下津井西小学校区と下津井東
小学校区に分かれています。「同じ下津井でも地区が違うとなかなか
会う機会がない」という住民の声を受けて、健康増進、東西及び世代
間交流を図ることを目的として、令和3年11月にわしゅう下津井東地
区社協と合同でウォーキング大会を開催しました。
このウォーキング大会は毎年開催していましたが、令和2年度はコロ

ナ禍で開催できなかったので、2年ぶりの開催です。
回を重ねる毎に参加者が増え、この年は老若男女135名が参加しま

した。

4階の教室では避難グッズなどの展示があり、
皆さん興味津々です

乙島東小学校区社協は、平成29年に発足した比較的新しい
地区社協です。乙島東地区には、工業地帯があることが特徴で、
地区内の企業と合同で防災訓練を行うなど、防災に力を入れて
活動しています。
令和3年春には、緊急避難所に指定されている乙島東小学校

北側校舎と道路をつなぐ橋が新設されたことに伴い、防災訓練
を実施しました。自宅から避難所までの経路を確認すること、
新設された橋を住民の方に周知することを目的に実施し、訓練
には子どもを含めた約160名が参加しました。コロナ禍では
ありましたが、訓練の実施時間を午前中と幅を持たせ、なるべ

参加者からは、「近くに避難所まで通じる橋ができて安心」
「実際に避難所まで歩いてみることで経路の確認ができてよかっ
た」といった声があがりました。
コロナ禍でも工夫をして、防災訓練などの活動を継続的に行う

ことで、少しずつ地域の防災の意識が芽生えていくのだと感じま
す。今後も乙島東小学校区社協では、様々な年代を巻き込みなが
ら地区の防災について力を入れ、活動を続けていきます。避難訓練に使用された看板

スタート前の準備運動

お天気に恵まれ、風の道を軽快に歩きます

今回は架橋記念公園から風の道を鷲羽山方面へ向かい、
鷲羽山・琴海・阿津駅跡までの往復を体力に合わせた
ウォーキングコースを歩きます。
参加者からは「自分自身の運動不足を痛感したので、普

段から歩くことにした」「しばらく会えなかった友達も参
加しており、元気な姿が確認できてうれしかった」との感
想が寄せられました。
下津井東西地区社協行事として、定着しつつあるウォー

キング大会。今後は風の道を利用して他地区社協との交流
ウォーキングもできないかと、希望を膨らませています。

く密を防ぎつつ、多くの方に
参加してもらえるよう工夫し
ました。



くらしき互近助パントリープロジェクト
１年半の取り組みから見えたもの

令和3年1月から始まった「くらしき互近助パントリープロジェクト（以下、互近助パントリー）」

地域の企業や団体、個人の方から提供いただいた食材や生活雑貨等を活用して、地域の福祉活動団体やボラン

ティア団体、子育て支援拠点などと連携し、お『互』いに『近』所で『助』け合うため、地域に応じた身近なつな

がりの場の構築や、互いに支え合える仕組みづくりを行っていく取り組みです。今回の特集では互近助パントリー

の立ち上げから1年半を迎える中で、互近助パントリーを通した新しい参画と連携と寄り添いの活動を紹介します。

託す
という新たな
選択肢

呼び
かけて広がる

参画

現在は、介護施設で生活を送る竹内さん。でも住み慣れ

た地域の情報は、いつでも家族や友達が伝えてくれていま

す。新しく始まった互近助パントリーの取り組みを聞いた

竹内さんは「私にもできることはないか」と考えました。

そこで思いついたのが自身の特技を活かした手作り巾着の

提供でした。

昔から得意だった裁縫の腕前は今でも健在。みんなが喜

んで使ってくれることを思いながら一針一針

思いを込めて作り上げた巾着は３００個

以上にのぼります。いくつになっても、

地域で輝くことに「定年」は無く互近助

パントリーに思いと支援物品を託すとい

う新しい参画のかたちが広がっています。

１０５歳からの
ボランティア活動

竹内 婦美子さん

子どもの熱意に
学校と家庭が寄り添う

大高小学校わくわく食品ロス・
フードパントリーチーム

夏休みに互近助パントリーやSDGsのことを自由研究とし

て取り組んだ大高小学校の宇野希緒良（うのきおら）さ

んは、フードロス対策やこども食堂など、地域の様々な支

え合い活動の様子を知る中で「もったいない」を「ありが

とう」に変えるフードパントリーチームの立上げを担任の

先生に相談しました。

あたたかい想いに、学校も同級生も賛同し、これまで２

回にわたり、家庭から食料品や日用品、学用品を持ち寄り、

たくさんの支援の品が集まりました。



特技
で彩る
支え合い

互近助パントリーに賛同した倉敷芸術科学大学が、学生

と協働して制作したロゴデザインを互近助パントリーの広

報で活用してほしいと提供していただきました。制作にあ

たってデザインを手掛けた清水友梨香（しみず

ゆりか）さんからは「いろいろな分野での支え

合いをイメージした多様な形」「支援と困りご

とを受け止める受け皿」「互近助パントリーの

コンセプトに沿った笑顔のイメージ」を大切に

してこのデザインが誕生したそうです。より親

しみやすい取り組みにするため有効に活用させ

ていただきます。

芸術×デザイン×支え合い

倉敷芸術科学大学 芸術学部

手作りのぬくもりが地域に広がる

互近助パントリーサポーター

食材や日用品を保管し、それらを活用して地域に応じた

支え合い活動を行う担い手を「互近助パントリーサポー

ター」と呼んでいます。令和4年3月末現在、互近助パント

リーサポーターとして活動する地域拠点の数は76にまで増

えました。

柳井原の拠点は、地域の優しい『お節介さん』の自宅で

す。まるで友達の家に遊びに行くように気軽に玄関先に腰

をかけ、よもやま話に花が咲きます。無理なく互いを気に

掛け合い、親しい関係から自然に困りごとをこぼし、受け

止め、つなぐ地域に応じた手作りの活動を生み出せるのも

互近助パントリーの強みです。

互近助パントリーのながれ

①食材や日用品の提供募集 ②寄せられた支援物品をパントリーボックスに入れ
地域の拠点で保管（互近助パントリーサポーターの
募集）

③支援物品を活用した
地域に応じた支え合いの活動

④ご近所で発見した困りごとを様々な機関が連携して解決を目指す
新しい生活様式が求められる中、地域に応じた手作りの支え合いが互近助パントリーをひとつのきっかけとして広がって

います。すべての困りごとを住民だけで解決するのではなく、ご近所のつながりで発見した困りごとを様々な機関と一緒に
なって関わり合いながら解決を目指す入り口としても大きな期待が寄せられています。

のあたたかさ
と充実感

手作り

・食材や日用品を提供したい ・パントリーボックスを設置したい ・互近助パントリーについて詳しく教えてほしい
倉敷市社協までご連絡ください ☎４３４－３３０１
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：１０月３１日（月）
会 場：鷲羽ゴルフ倶楽部
対 象：倉敷市在住・在勤者

：３，０００円
（チャリティー代込み）

プレー費：８，３００円程度（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又は郵送ください。

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３０日（金）必着 ※当日キャディーは付きません。

介護技術講座の様子

収益金は、市民を対象とした「介護技術講座」の財源として活用させていただきます。

「第９回福祉のまちづくりゴルフ大会」参加者募集！

開 催 日

参 加 費

あなたの想いを倉敷の未来に残す
〜倉敷市社会福祉協議会への遺贈寄附〜

遺贈。それは、あなたの遺志に基づいて、遺産を寄附する方法です。
ご自身の大切な財産を愛着のある地域の支え合い活動や、地域の未来

を担う子どもたちのために役立てることができます。
今、遺贈寄附をする人が増えています。

●遺贈の例

あなたの想いを、倉敷の未来へ・・・。

Aさん（70代 男性）

遺贈に関心を持ったきっかけは、高齢で
ひとり暮らし、子どものいない私が精密検
査で入院したことでした。万一のことを考
え、遺産相続の相談をしたところ、『遺
贈』について知りました。長年住み慣れた
地元に何かお返しができればと思い、財産
の一部を社協に寄附することにしました。
地元の未来が安心できるよう、有意義に役
立ててほしいです。

Bさん（80代 女性）

長年、公務員として懸命に仕事をしてき
ました。充実した日々を送っていたところ、
病気が見つかり慌てました。そのことを
きっかけに自分の「死」を意識するように
なりました。私のあと、財産を相続する人
はいませんので、国庫に帰属され何に使わ
れるかわからなくなってしまうよりは、何
か社会貢献に役立ててほしい、未来のある
子どもの支援がしたいと思いました。

本会がおこなう地域福祉
活動の財源確保と参加者同
士の交流を目的に、開催し
ており、今回で９回目を迎
えることとなりました。

●遺贈の方法●

□遺贈による寄附

（ご本人による寄附）

□相続財産からの寄附

（相続人による寄附）

□香典・供花代からの寄附
（ご遺族などによる寄附）

まずは、お問い合わせください。
あたたかい想いを実現させていただき
たく、職員がお話をお伺いいたします。

お電話・メールで

☎４３４－３３０１
kurasyakyo@kurashikisyakyo.or.jp

倉敷市社会福祉協議会 総務課
〒710-0834 倉敷市笹沖180番地
くらしき健康福祉プラザ３階

いぞう

mailto:kurasyakyo@kurashikisyakyo.or.jp
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※賛助会員の掲載につきましては、令和４年３月1日から令和４年6月10日までに賛助会費を
納入いただいた皆様を掲載しています。五十音順、敬称は省略させていただいております。賛助会員名簿

福祉のまちづくりを支える

「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への個人で年間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。
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４年3月1日～令和４年５月３１日まで）

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。

真 備アオエテック㈱、植村歯科、㈱栄鋼社川辺工場、小野建設㈱、㈲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、(生協)倉敷医療真備歯科診療所、クレセ運輸㈲、㈲小林、坂本産業㈱徳田農場、㈲山陽レジャー開発、照寂院、㈲真晃建材、
武本林業㈱、㈱中国銀行真備支店、㈱テオリ、㈱ナカノ、㈱中本屋工務店、㈱永山川辺工場、㈱三ツワ、㈲ミツワ、宮本歯科医院、㈲
室崎製作所、㈲山下板金、ヨシケン不動産㈱、吉田建材㈱、吉田建設㈱

（倉敷地区）アミパラ倉敷店（金一封）、アミパラボウル（金一封）、倉敷市障がい者相談員協議会 会長 家守 豊（金一封）、
㈱創心會Chaya-Cafeボランティア（10,000円）

（水島地区）倉敷水島ライオンズクラブ（金一封）、匿名（金一封）
（児島地区）瀬戸鷲羽さつき会 西原 右治（金一封）
（玉島地区）大相撲を楽しむ会（金一封）、匿名（金一封）
（真備地区）キッチンカー俱楽部（金一封）、

ニュージャパンキックボクシング連盟 拳之会（金一封）
（倉敷地区）日髙 健二（金一封）
（水島地区）三宅 誼（金一封）
（玉島地区）神元 孝子（金一封）、古城 道子（金一封）
（船穂地区）平本 良司（金一封）
（真備地区）匿名（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、左記のほか6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、下記の口座へお振込みいただけます。
※振込手数料はご負担ください。

【振込先】◇お振込みの方で領収書が必要な方は、倉敷市社協総務課へご連絡ください。
金融機関：中国銀行 倉敷市役所出張所 預金種目：普通 口座番号：１１１７１９８

口座名義：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
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 かいちょう なかぎり やすし

水 島(福)愛育福祉会、㈱生藤自動車、石田工業㈱、㈲ウエハラ事務機、片山倉庫㈲、㈱片山工務店、㈱髙菱、河村食品㈱、関東電化工業
㈱水島工場、(生協)倉敷医療、倉敷ボーリング機工㈱、宏成綿業㈱、三協㈱、三松興業㈱、三成興業㈱、三洋電業㈱、慈愛幼稚園、㈱シー
ゲートコーポレーション、㈲住元建築研究所、㈱正慶興業、白髪胃腸科内科小児科、新水マリン㈱、親和保育園、砂田船舶㈱、ソーダ興
業㈱、玉島信用金庫水島支店、㈱ツラジマ、連島工業㈱、連島東保育園、デイサービスセンターみどりのかぜ、㈱中島オートセンター、
中田テント㈱、中谷エネテック㈱、中谷興運㈱、中村解体、㈱日明舎、日本非破壊検査㈱水島事業所、乳児親和保育園、のぞみ保育園、
野村交通㈱、㈲長谷川塗工、(福)Ｐ.Ｐ.Ｐ.、備南車体工業㈱、ビューテック㈱、冨士石油(有)、不二道路工業㈱、㈱双葉製作所水島支社、
㈱フレッシュ寿、㈱松浦モータース、丸十運輸倉庫㈱水島支店、水島ガス㈱、水島協同病院、水島信用金庫、㈱水島測量設計コンサルタ
ント、(社医)水和会水島中央病院、水島臨海興業㈱、水ノ上災害防具㈱水島営業所、㈱八起電気工事、山下食品㈱、(医)養命会佐藤医院、
㈲陸正開発、菱進運輸倉庫㈱、両備トランスポート㈱水島支店、リョーサン㈱、ワタナベ工業㈱

倉 敷アイ・ビー・シー㈱、赤木医療器械㈱、秋田税理士法人、浅原桃花園、あさひ園、旭電気㈱、麻生岡山生コンクリート、㈲有田印刷
所、郁青会、(医)イマイクリニック、㈲医療福祉研究所ヘイセイ、㈱インターネット倉敷、㈲ウエハラ事務機、うえむら歯科医院、浮洲園、
㈱江口電機、㈲老松モータープール、(公財)大原美術館、大原美術館ミュージアムショップ㈱、㈲オージーテクノス、オール薬局倉敷店、
岡山学院大学・岡山短期大学、岡山ガス㈱倉敷営業所、(福)岡山厚生会帯江保育園、㈱小野幸建設、介護老人保健施設福寿荘、笠岡信用組
合倉敷支店、笠岡信用組合中庄支店、㈲風早自動車鈑金工場、カモ井食品工業㈱、観龍寺、㈱橘香堂、(宗)行願寺、(医)くすの木、㈱クラ
カン、㈱倉敷ケーブルテレビ、(公社)倉敷市民間保育所協議会、倉敷製帽㈱、倉敷授産場、倉敷地区保護司会倉敷分区会、倉敷中央病院、
㈱倉敷通信サービス、(福)倉敷にじの里、倉敷ビッグアメリカンショップ㈱、(学)倉敷ファッションカレッジ、(協組)倉敷模範店会、㈱倉
敷ロイヤルアートホテル、グループホーム福島の里、グローバルプランニング㈱、㈲ケイ・エム・オー、㈱皐月断熱、(特非)工房かたつむ
り、古賀和敏、㈱コスミック、西明院、㈲佐藤印刷所、㈲サンキ倉敷、三共鉄工㈱、三恭電設㈱、㈱サンタカ、㈱サントップ、山陽美業㈱、
㈲しおつ、(福)祥求会あしたか保育園、庄の里、(医)昭和会倉敷北病院、新日本清掃㈲、杉の子デイサービスセンター、(福)全仁会、㈱大
幸商会、大正林材㈱、㈱大同設備工業、㈱タカトリ、㈱髙原組、㈲髙原農芸、たけだ小児科、辰巳ビル㈲、㈲立龍美掃、㈱田中商会、玉島
信用金庫倉敷支店、玉島信用金庫小溝支店、玉島信用金庫鶴形支店、中央建設㈱、㈱中水設備、坪井医療器㈱、(医)天和会松田病院、東陽
電気㈱、鳥の子保育園、中島保育園、㈱中祥建設、(司)永田事務所、(福)中野社会福祉協会、㈲ナカムラ、㈱NAVTEC、㈱西崎本店、日
本医療研究㈱、㈱はぁもにぃ倉敷、羽島保育園、濱田弘、㈱ハヤシ、(司)備中サポートセンター、㈱ビナン、㈲ピュア岡山、㈲福祉の店ア
イコー、㈲藤岡楽器店、藤田工営㈱、(医)ふじの小児科医院、藤原英男、㈲フジモリ電器、ふなぐら荘、プリード湯谷㈱、㈱ふるいち、
(資)星島社団、㈲マイライフ、マキノ音楽教室、松尾功、丸三化学工業㈱、㈱ミヤケ工業、㈲三宅水道、室山運輸㈱、㈲ヤマカ組、㈲山田
工作所、大和警備保障㈱、山本幸㈱、㈱山本住建、(福)四ツ葉会、老龍園緑化㈱、(医)わに診療所

物品寄附（倉敷地区）倉敷市立帯江小学校様 車いす1台
4年生の皆様が全校に呼びかけて1年間アルミ缶集めを実施。地域の福祉活動に活かしたいとリサイ

クル料で車いすを購入し、本会へ寄贈してくださいました。

船 穂㈲興美、山陽新聞船穂販売所、㈲新日本メンテナンス、㈱玉島活版所、晴れの国岡山農協船穂支店、ふなおワイナリー㈲、㈲ブラン
シュ

玉 島赤澤屋㈱、アダージョ㈱、㈱阿部、天野産業㈱、(特養)アミカル、㈱安藤精工、安養院、石橋運輸㈱、㈲インテリア・オギハラ、
(医)植村眼科医院、内海工業㈱、エラヤ食品工業㈱、圓乗院、円通寺、㈱オカノ、㈲オリンピック商会、海蔵寺、㈲鴨方屋呉服店、川西歯
科医院、菊池酒造㈱、㈱起龍、靴のニシヤマトップス店、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、㈱クロサキジャパン、㈲ケアサービス双葉、㈱コーワ設備、㈱サカエ、㈱サンタック、㈲サンフーズ、
(福)祥陽会、(医)新風会玉島中央病院、石医院、㈲せのお、大豊精工㈱、髙木金属㈱、㈱滝沢組、㈱田辺商店、(一社)玉島医師会、玉島車
輌スズキ販売㈲、玉中ポートサービス㈱、中国非破壊検査㈱、㈱豊島屋、当真内科医院、富田ケアセンター㈲、富田デイサービスセンター、
㈱ナカツカ、㈱なんば技研、難波プロパン㈱、日電商工㈱倉敷工場、㈲ハッカ美容室、㈱原田文栄堂、福壽院、冨士ダイス㈱岡山製造所、
㈱富士野、㈲ホンダオート玉島、松岡塗装㈱、マックエンジニアリング㈱、㈲丸三清掃、㈱丸豊鋳材製作所、実徳鉄工、妙立寺、㈲メイビ
堂、(医)桃山会小野内科医院、守屋おさむクリニック、㈲山成産業、㈱山本材木店、わたなべ歯科クリニック
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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。

「福祉まちづくり自動販売機」では、飲み物を買っていただくと、その売り上げの一
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。
現在48台の自動販売機及び災害支援自動販売機が設置されています。
自動販売機の新たな設置、また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。

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！

ホームページバナー広告募集！
【応募資格】 倉敷市社協賛助会員であればどなたでも応募可能です。

【バナー広告費】 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！

facebook ご覧ください！

8色から選べる

エコバッグニュアンスカラー

本体サイズ：
縦約32.5㎝×横(上部)42㎝
(下部)32㎝×マチ10.5㎝

持ち手：トップまで約23㎝

価格：1,800円税込

色など詳細は
倉敷市社協ホーム
ページまたは倉敷
市社協各事務所ま
でお越しください。

丈
夫
で
使
い
や
す
い

本体サイズ：縦約29㎝×横(上部)40㎝
(下部）30㎝×マチ13㎝

持ち手：トップまで約14㎝
色：イエロー/ブルー/オレンジ

価格：4,500円税込

寄付つきバッグなどを購入すると、
売上の一部が共同募金として募金されます。
倉敷の子どもから大人…地域みんなを元気

にする支援活動につながります。 400円税込

2022 岡山県限定

A4サイズ資料OK

(倉敷市共同募金委員会マスコットキャラクター付き)

－10/1 から販売!!－

赤い羽根共同募金バッジ

【購入先/お問い合わせ】
倉敷市共同募金委員会

（倉敷市社協各事務所）

内ポケット付き

♡

(倉敷市共同募金委員会マスコットキャラクター付き)

ノートパソコンが入る大きさ

赤い羽根共同募金×倉敷帆布㈱

岡山の特産品
マスカットのデザイン

“福祉まちづくり自動販売機”設置者募集中！

 

数
量
限
定

茶 ベージュ

ワイン グレー

濃グリーン スカイグレー
薄カーキ 花紺

まとめての
注文も
お待ちして
おります!!

ビタミンカラー3色から選べる

2022年数量限定トートバッグ
♡

オレンジブルーイエロー


