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・真備から通信
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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」新規登録企業紹介 など

▲夢中で「手づくり木工おもちゃ」で遊ぶ子ども（P２「つくる」に続く）

【特集】

想いをのせてつながる笑顔☻

くらしいきいき！！ボランティア活動



なぜ今、ボランティア活動が必要なの？

地域福祉の推進には「公助・共助・互助・近助・自助（五助の考え）」が求められ

ます。コロナ禍により、公助・自助の負担が増えるとともに、経済的な課題や地域で

のつながり活動の中止・延期などにより、社会的孤立の増加などの課題がさらに深刻

化しています。

困難な状況を地域で互いに乗り越えていくために、改めて「ボランティ

ア活動」に注目が集まっています。ボランティア活動はだれにでもできる

活動です。こうした状況だからこそ「困ったときはお互いさま」を合言葉

に、感染予防を徹底しながら「今できること」を「できる範囲」で活動し

てみませんか？

◇ふれあう◇

どんなボランティア活動も人とふれあうことから始まり
ます。支援を必要とする高齢者や子ども、障がいのある方
や地域の住民とふれあうことでが自分の成長や新たな発見
につながります。
世代を超えた人間関係を築けることや、たくさんの出会

いもボランティア活動の醍醐味です。

くらしいきいき！！ ボランティア活動

２ 3

◇見守る◇

登下校の見守り活動は子どもたちと顔
の見える関係づくりにもなっています。
顔の見える関係は、地域の見守りにも

つながります。
子どもや地域の安心安全を守り、地域

の元気も育みます。子どもたちからも元
気をもらい、今日も互いの笑顔がはじけ
ます。

◇支える◇
高齢者や障がいのある方が不便なく日常生活を送る手助けをしま

す。ガイドヘルプボランティアは、視覚に障がいのある方の外出の
援助を行う特別な技術を要するボランティア活動ですが、援助をす
る方の感謝の言葉が、やりがいにつながります。
「ありがとう」はボランティアの原動力です。

◇集める◇

子どもたちにも簡単にできるボランティア活動として、倉
敷市社協が実施している「くらしき互近助パントリープロ
ジェクト（※1）」に協力を呼びかけたところ、多くの食材や
日用品が集まりました。
集まった食材や日用品は、倉敷市社協を通じて、地域での

支え合い活動や見守り活動に活用されています。この取り組
みに参加することで子どもたちの「ボランティアの心」を育
むことができました。

※１ くらしき互近助パントリープロジェクトとは？
様々な企業・団体・個人から食材や日用品を広く募集し、地域の身近なご近所で保管していただきながら、地域

に応じた様々な支え合い活動にご活用いただく取り組みです。

倉敷ボランティアセンターでは、ボランティアを頼みたい
方とボランティアをしたい方をつないでいます。ボランティ
ア活動を難しく考えないで、地域や新しい出会いのために、
一歩前に踏み出しましょう。

ボランティアに関する相談・登録については
倉敷ボランティアセンターにお問合せください。☎434-3350

地元の住民と一緒に、竹笛を
つくる学生ボランティア

◇学ぶ◇

倉敷市社協の出前福祉講座のメニューの1つである車いす講座を学
ぶ学生。車いすの使い方を学ぶだけでなく、車いす利用者の視点から、
地域福祉を考えます。地域には様々な方が生活していることや、たくさ
んの困りごとなどに目を向け、地域のために何ができるのか考えるきっ
かけになりました。
福祉について興味・関心を持ち、地域課題を「他人事」から「我が

事（自分事）」とすることで、地域の支え合いの輪がひろがります。
「ふくし」はふだんのくらしのしあわせです。

子どもたちと共に歩いて
地域も一緒に見守ります

挨拶が飛び交う横断歩道。みんな
の笑顔も交差します

普段の生活では気づきにくい
不便な場所がたくさん

気持ちのこもったたくさんの物品が
集められました

ガイドヘルプボランティア養
成講座で実技を行う受講生

◇つくる◇
自分の特技を活かして、自作の「木工おもちゃ」を作成す

るボランティア。倉敷市社協を通じて地域の子育てサロンや子
育て支援拠点等に届けられます。
木工おもちゃはには様々な工夫がいっぱいで、子どもたちは

目を輝かせ夢中になって遊びます。「子どもたちが喜んでいた
よ」「また、作ってね」の言葉に、新しいおもちゃのアイデア
が浮かびます。自分の特技を活かして、誰かを笑顔にできるこ
ともボランティア活動の魅力です。

ハンドルを回すと観覧車がクルクル
と回転したり、動物がかわいらしく
動き出します
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日 時：令和5年2月25日（土）10：00～15：00
会 場：くらしき健康福祉プラザ ３階ボランティア交流室（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

※一部リモート相談も予定しています。開催日が近づきましたら、倉敷市社協ホームページで詳細
をご確認ください。

※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。予めご了承ください。

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。

相談無料

QR
コード

▼倉敷市社協HP

か ら

② 動画「あれからの真備」
真備地区以外で再建された方を訪問すると「今の真備ってどうなっ

ているの？」「河川工事は進んでるの？」といった声をよく聞きます。
そんな声に少しでも応えたいとの想いから、動画「あれからの真備」
を作成しました。復興に向かう真備町をぜひご視聴ください。

動画をご覧になった方の感想
・被災時、応援に来てくださった方
「泥がたくさんある時期に真備を離れたので、今の真備の様子
が見られて元気をもらえた」

・真備地区以外で再建された方
「ここ、散歩コースだったところだ」
「ニュースでしか真備の様子を見ないから、懐かしい気持ちに
なった」

真備支え合いセンターの活動
平成３０年７月豪雨災害から4年が経過し、9割以上の方々が住宅の再建をされ

ています。被災された方が、地域の中で安心して過ごすことができるように、現在
も「体調変わりないですか？」「困っていることはありませんか？」という声かけ
をしながら、見守り訪問を行っています。

① 絵手紙
真備支え合いセンターでは「いつまでも見守っていますよ」「ここに居場所があり

ますよ」というメッセージを込めて、定期的に絵手紙をお送りしています。絵手紙を
受け取られた方から「いつも楽しみにしています」「玄関に飾っています」といった
声をいただくと、うれしい気持ちになります。
絵手紙は岡山県腎臓病協会の方にご協力をいただいております。被災された方が季

節を感じることができ、和んでいただけるような絵手紙を書いてくださっています。

今後も真備支え合いセンターは、被災された方が、その地域でつながりを持って、
安心した生活が送れるように、活動していきます。

お問い合わせ先：倉敷市真備支え合いセンター ☎698ー5115

こちらから
動画を視聴できます
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≪各地区社会福祉協議会の紹介≫
現在、市内の６２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「中庄地区社会福祉協議会」と「連島霞丘地区社会福祉協議会」を紹介します。

中庄地区社会福祉協議会（倉敷地区）

連島霞丘地区社会福祉協議会（水島地区）

QRコード

QRコード
平成23年7月に設立され「みんなで話し合い、みんなで助け合い、明るく住み良い、

安全で安心できる心通う地域づくり」を目標に活動しています。

そのために、各部会（図書部、福祉部、体育部、環境部など）

を設置してそれぞれが役割をもって、行事やイベントなどの企画

を行い、より活発な活動になるように工夫しています。

令和３年度は、コロナ禍で行事を中止するという選択ではなく

「できる方法」を考えて進めてきました。改めて社会の変化、地

域の変化に合わせた取り組みになるよう企画し実施することの重

要性を感じたそうです。三世代交流事業として、恒例のグラウン

ド・ゴルフ大会を令和3年11月に開催し、中学生を含めた19人

が参加しました。しかも、優勝されたのは100歳近い最高齢の方

でした。

また、同月に4回目となる輪投げ大会を開催。大正生まれから令和

生まれの四世代、計74人が参加し、大いに盛り上がり、世代を問わず

地域の人と人がつながり、交流する機会となっています。

佐分利会長は「三世代交流の拠点でもあり、地域とともに活動して

きた霞丘小学校が、令和4年3月をもって55年の歴史に幕を閉じるこ

ととなり、寂しい思いはあるものの、地区社協としては、引き続き地

域の絆を大切にした活動をしていきたい」と語られました。

4人がホールインワンを出した
グラウンド・ゴルフ大会の様子

平成30年から始めた輪投げ大会

つらじまかすみがおか

平成12年5月に設立され、倉敷地区の中で最も歴史がある地区社協です。ムーンラ

イトカフェテリア（三世代交流イベント）、栄養料理教室、なかよし会（親子交流会）

など幅広い地域の福祉活動に取り組んでいます。

なかでも地域の空き家を活用して、地域住民の交流や生きがいづくり

の拠点となっている「ボランティアハウスどまんなか」（以下「どまん

なか」）の活動は、県内外から視察が訪れるほど注目されています。

平成21年8月から「誰でもいつでも気軽に集える場所」というコンセ

プトのもと始められ、健康教室や囲碁将棋、手芸などの講座がほぼ毎日

開催されています。好きな講座を選ぶことができ、一人ひとりに合った

活躍を生むこの場所は、元気な暮らしを“どまんなか”で支えています。

多くの集いの場と同じように「どまんなか」もコロナ禍で活動の休止

を余儀なくされました。しかし、一人暮らしの高齢者から再開を望む声

が多く上がり、令和4年4月より、再び活動を始めました。

藤原会長は「地域のつながりがどんどん薄くなっている中で、孤立す

る人をなくしたい」という思いで「どまんなか」の活動を続けています。

エリアの広い中庄地区で、各町内の特色を大事にしながら、学区全体

のまとまりを意識して、中庄地区社協は様々な活動に取り組んでいます。

なかしょう

健康教室の様子

連島霞丘地区社会福祉協議会（水島地区）

「ボランティアハウスどまんなか」

さ ぶ り
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つながり ささえあう みんなの地域づくり

地域歳末たすけあい運動にご協力をよろしくお願いします

運動期間12月1日～12月31日

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」

とんど焼き
（乙島地区社協）

年末防火パトロール
（赤崎地区社協）

独居高齢者お飾り配布
（岡田地区社協）

餅つき
（連島西浦地区社協）

福祉のまちづくりを支える

賛助会員名簿

倉 敷㈱アイアットOEC、アイエル、㈲青木設計事務所、㈱暁建築設計事務所、浅野クリニック浅野弘孝、㈲浅野不
動産、㈱あさひ印刷、旭メンテナンス工業㈱、足立歯科クリニック、㈲有田印刷所、医王寺、宇野歯科医院、㈱栄伸
海事工業、エブリィ西阿知店、(医)えんさこ医院、㈱大島屋、大島泰恵、岡防電気通信㈱、岡本巌、岡山エレクトロ
ニクス㈱、㈱岡山木村屋、岡山汽力㈱、岡山県観光企業㈱岡山ゴルフ倶楽部、岡山県西部ヤクルト販売㈱、岡山トヨ
タ自動車㈱倉敷店、岡山日野自動車㈱倉敷支店、岡山弁護士会、小川ミシン㈱、介護老人保健施設亀龍園、㈱海全重
機、かめやま保育園、カモ井加工紙㈱、(宗)駕龍寺、(学)川崎学園、関西教材㈱、㈱木の城いちばん、共和運輸㈱、
Cuore Optical、㈱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、(公社)倉敷市シルバー人材センター、倉敷自動車学校、倉敷市特養連絡
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)、(一財)倉敷成人病センター、倉敷タクシー㈱、
倉敷ハウジング㈱、(福)倉敷福祉事業会昭和保育園、(福)倉敷福徳会、倉敷油類販売(協組)、(福)倉敷連医会、倉敷
ロータリークラブ、㈱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、黄産婦人科、幸福
縁、㈱コーセイカン、琴浦電気㈱、小原孝文、㈱小町産業、サーンガス共和㈱、サイトー印刷㈱、㈱坂口損保、酒津
商事㈱、ササベ印刷㈱、㈱ザ・トップ、㈱佐和測量コンサルタント、三盛物産㈱、㈱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、山陽精麦㈱、㈱三楽、三和技建㈱、三和保育園、㈱ジェイアール西日本
リネン、児童発達支援事業所ぽこ・あ・ぽこ、シャイン・クレヴィア、㈱ジャクエツ、(福)松園福祉会あすなろ園、
すぎはら眼科循環器内科、セイショク㈱、㈱創心會、十合物産㈱、㈱第二開発技工、大丸通商㈱、(医)太陽会橋本歯
科医院、㈱高橋建築、(医)多田皮膚科医院、㈲田中善昭商店、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、帝国カーボン工業㈱、㈲テクノクリエカフェキッチン、(協組)テクノバレー岡山、テクノ柳生㈱、
㈱電建工業、㈱でんでん、(宗)東雲院、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、中
洲保育園、㈲永山商会、㈲難波化成、㈱難波組、西阿知石油㈱、西日本三菱自動車販売㈱倉敷支店、(医)望、白龍醤
油㈱、早沖診療所、はやおき保育園、(一社)はれとこ、晴れの国岡山農協倉敷かさや統括本部、東中国スズキ自動車
㈱、ヒシカワ車輌㈲、ひまわり保育園、ひまわり薬局加須山店、㈲広谷商店、㈱福祉浩志会介護事業所、㈱藤木工務
店倉敷支店、藤徳物産㈱、藤原良子、㈲二葉写真館、㈱プライム、㈱プラウド、ブリーズ㈱、㈱文近堂、(医)平成会、
㈱鵬林、㈲ほほえみ、(特養)ますみ荘、㈱松木自動車整備工場、㈱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㈱、㈲三浦自動車、㈱水島インテリアサービス、光畑組㈱、(福)めやす箱、㈲やまと庭苑、
㈲リトルマーメイド笹沖、㈱リンケージ藤波、ロウズ観光㈱、ローラーカナリア守屋

※賛助会員の掲載につきましては、令和４年6月11日から令和４年7月31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。

①「敬老祝い品配付事業」（在宅で一人で生活されている75歳以上の方が対象）

②「歳末慰問金配付事業」（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）

歳末たすけあい運動は共同募金運動の一環として実施しており、
地域で暮らす人たちが安心して新しい年を迎えられるための活動等に使われています。

集められた募金はこのようなことに活用されています

活動の中には、しめ縄づくりや餅つきなど地区社協が行う行事
も含まれているので、めぐりめぐって募金をしている私たち自身
に戻ってきていることもあるんですね。



７

倉敷 藤岡 恒弘（金一封）
児島 家守 元男（金一封）

匿名（金一封）
船穂 岡本 靖子（金一封）
真備 安田 陽子（50,000円）

匿名（100,000円）

倉敷 井本 剛司（金一封）
倉敷市水江五地区会（金一封）
三菱ガス化学㈱
代表取締役会長 倉井 敏磨（金一封）

水島 本荘園芸同好会（金一封）
匿名（金一封）

玉島 大相撲を楽しむ会（金一封）

水 島石川紘、(医)以心会難波医院、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、岡山県貨
物運送㈱、㈲亀屋防災、関西防水工業㈱、共進運輸倉庫㈱、㈲協和製作所、(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、倉敷市水島全地区民生委員児童委員協議会、㈲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、弘化産業㈱、幸輝興業㈱、㈲合田博塗装店、光耀㈱、㈱佐伯組、
サトウ機工㈱、三幸工業㈱、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㈱、シンコ
ウエンジ㈱、㈱シンニチロ、(医)水清会水島第一病院、角田住宅㈱、瀬戸内エンジニアリング㈱、㈱セントラル警備保障、大
日電気㈱、大平塗装㈱、竹内商事㈱、タチバナ工業㈱中国支店、中国自動車興業㈱、㈲連島車輌、㈱テラオカ、東亜外業㈱、
東洋化学㈱、㈱東洋工務店、トーカロ㈱倉敷工場、中川電機㈱、㈱中島商会水島支店、南水興業㈱、㈱南備園芸、ニッコー運
輸㈱、日本トランスシティ㈱、野明エイド、早瀬歯科医院、㈱まるぐち、水島運搬機㈱、水島機工㈱、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」、水島臨海鉄道㈱、明和工業㈱、(特非)めぐりあい、㈱メタル
ワン菱和、(福)めやす箱、レイズネクスト㈱、㈱若狭酒店
児 島(医)あかり歯科クリニック、㈱アリオカ、㈱池田製紐所、㈱いのうえ、浦上産業㈱、NIK環境㈱、王子脳神経外科医院、
㈲岡田ネーム、介護老人保健施設倉敷あいあいえん、かたやま物産㈱、㈲片山保険事務所、倉敷シーサイドホテル、倉敷市市
友会児島支部、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、倉敷由加温泉ホテル山桃花、グルー
プホームいこい、(医)恵和会内科いこいの家、幸観堂薬品㈱、㈱コーワ・アイ、(医)恒和会庵谷医院、児島芯地製造㈱、㈱琴
浦製作所、コトセン㈱、小橋㈱、㈱サンアート、サンタステクノ㈱、(特養)しおかぜ、㈱塩生センター、下津井病院、(医)寿
久会、(福)鷲山会、十八盛酒造㈱、(医)祥風会山本整形外科医院、㈱新来島サノヤス造船、(医)聖約会佐藤眼科医院、(医)正療
ヒフ科クリニック、㈱瀬戸内重機運輸、大神丸石材㈲、高木ソーイング㈲、㈱高谷建設、ダスキン児島、タナカ産業㈲、㈱谷
岡組、㈲田藤ネーム店、㈱ナイカイアーキット、ナイカイ塩業㈱、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、㈱原木工所、㈱BCM、P.P.Pプラットフォーム!児島、㈲ビッグアイランド、美東㈲、㈲藤井石油
店、㈱富士水道、㈱富士被服本店、㈱藤原組、古谷千代子、㈱ベンクーガー、ホマレ飲料、㈱本荘興産、前田被服㈲、㈱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、竜王保育園、鷲羽電器㈱、(医)和楽会
玉 島㈲アイ設備工業、浅野工業㈱、味処蔵、(福)いずみ乙島保育園、岡山県市町村職員年金者連盟倉敷玉島分会、岡山県西
部ヤクルト販売㈱、㈲小野不動産鑑定事務所、㈲小幡梱包製作所、㈱木内計測、黒崎連島(漁協)、(医)髙志会柴田病院、(福)
向陽会沙美保育園、こばと保育園、(福)金剛福祉会ルンビニ保育園、JFE鋼板総合サービス㈱倉敷事業所、㈲シントヲ洋品店、

星光PMC㈱水島工場、太陽電機工業㈱、立花容器㈱、㈲田中電機、玉島海運㈱、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、倉敷市玉島地区民生委員児童委員協議会、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、玉島ロ－タリ－クラブ、㈱中国電業舎、中電プラント㈱玉島事業所、中野建築㈲、ナカハラ・
インコム㈱、㈱ナショナル発条、㈲二華園印刷、日神機工㈱倉敷営業所、畑本工業㈱、八幡保育園、㈱原田瓦斯圧接工業、㈱
樋口、㈲平田工務店、ホームプラザナフコ玉島店、まつい歯科医院、㈱森本工務店、寄島町(漁協)乙島漁業支所

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、㈲幸福設備工業、㈱佐伯組、㈲さなだ薬局、三喜㈱ぶどうの家、㈲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、㈲西山青果、㈱備陽工業所、船穂運送㈱、㈲ふ

るーる、宝満寺、ミノル縫製㈱、㈲ミラクルフード、ヤンマーホールディングス㈱
真 備アカギテクノ㈱、㈱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、吉備信用金庫真備
支店、木山工業㈱、㈱キャリーオカジュー、㈱クラカン、クレールエステート悠楽、㈲ケア・ワンデイサービスまび、佐藤酒
店、㈲サンシャイン、正蓮寺、シルバーセンター後楽、㈲スワ水道サービス、㈲妹尾建美、妹尾動物病院、㈲高田電気工事、
田村モーターサービス、㈲中央クリーン、TI、東幸通商㈱岡山事業所、晴れの国岡山農協真備西支店、備南観光開発㈱、㈱日
の丸タクシー、ぶどうの家、㈱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、真備船穂
商工会、水川商店㈲、(医)ミナモト医院、㈱三宅組、㈱守屋石油店、山崎洋瓦工業所、山田建設㈱、山中設備㈲

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

「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6月1日～令和４年7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。

香典返し 篤志寄附

お名前の掲載につきましては、寄附者の了承をいただいております。なお、
上記のほか5名の掲載を希望されない方からもご寄附をいただいております。

日本郵政グループ労働組合ユース
ネットワーク
（3,519,456円）

(右)日本郵政グループ
労働組合 中央ユース
ネットワーク 常任幹事
神田 峻太朗 氏、(左)倉
敷市社協 会長 中桐 泰

いきいきと暮らすことのできる地域社会の
創造に貢献することを目的に、全国の組合員
の方から、家庭等で眠っている不要なはがき
や切手を集約し、ご寄附くださいました。



《プロジェクト内容》
エ グ ー タ ム

❖ まつ毛用美容液ＥＧＵＴＡＭ1本につき50円
❖ オリジナル化粧品レナトゥス全商品（8品）

の1個につき100円
❖ フェイシャルエステ、ボディエステ
（一部除く）の施術1件につき200円

を倉敷市共同募金委員会にご寄附いただきます。

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。

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。

倉敷市社協の「いま」がわかります！

facebook 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。

社会福祉法人 クムレ様

第49号機・第50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。

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

登録企業：株式会社 ラ・リエゾン
店舗名：ACTI beauty salom (アクティ・ビューティサロン）

【児島上の町2丁目8番55号 ☎474-0456】

登録名称：「美と癒しで地域貢献プロジェクト」

問い合わせ先：倉敷市共同募金委員会 (倉敷市社協)☎434-3301

いただいたご寄附は、倉敷市内の地域福祉活動に
役立てられます。

倉敷市共同募金委員会では、本プロジェクトの登録企業を大募集
しています。ご相談、お問い合わせをお待ちしております。

地域の皆さまに喜んでもらえて、
社会貢献にもつながれば嬉しいと
の思いから、心のこもったご提案
をくださいました。

ありがとう
ございます。

(左)倉敷市社協 副会長 内田 浩二
(右)㈱ラ・リエゾン 代表取締役 藤原 陽子 氏

▲詳細はこちらから

(左)社会福祉法人クムレ 理事長 財前 民男 氏
(右)倉敷市社協 会長 中桐 泰

 

第49号機

第50号機

株式会社松木自動車整備工場様

(左)㈱松木自動車整備工場
代表取締役 松木 信之 氏

(右)倉敷市社協 副会長 大野 治


