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くらしき社協だより９５号 令和５年 春号

地域でつながり だれもが 安全・安心に暮らしていける 支え合いのまち

９５号

・【特集】奉仕員養成講座の受講生を募集します！

・災害支援の取り組み

・倉敷市いきいきポイント制度 令和５年度新規登録

者募集！

・ボランティア活動保険のご案内

・各地区社会福祉協議会の紹介

・赤い羽根共同募金・NHK歳末たすけあい募金

配分（助成）申請団体の募集 など

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：http://kurashikisyakyo.or.jp

奉仕員とは、ノーマライゼーション（障がいのある方も家庭や地域で通常の生活ができるようにす
る社会づくり）の理念の実現に向けて、障がいのある方の需要に応じた支援を行う方のことです。
本会では、誰もが安心して住み慣れた地域で孤立せずに、いつまでも自分らしく心豊かに暮らすこ

とのできる「地域共生社会」を実現するために、各奉仕員養成講座（手話・点訳・朗読・要約筆記）
を開催しています。詳しくは、特集Ｐ2～3をご覧ください。

朗読

要約筆記 点訳
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※定員に達し次第、募集終了となります。
※詳しい申込方法や日程などについては倉敷ボランティアセンター
☎434-3350または倉敷市社協ホームページでご確認ください。

令和５年度 各種奉仕員養成講座 日程

手話講座 朗読講座 点訳講座 要約筆記講座

開 講 日 4月13日（木） 4月8日（土） 4月8日（土） 6月8日（木）

講座時間 18:30～20:30 10:00～12:00 13:30～15:30 9:30～12:30

講座回数 全40回 全21回 全20回 全17回

定 員 20名 20名 20名 10名

受 講 料 3,500円 1,000円 2,000円 4,000円

障がいがあっても“安心していきいきと暮らすことができる”地域づく
りの協力者として、皆さんも奉仕員になってみませんか？

奉仕員養成講座の受講生を募集します！ 音訳図書の増冊及び普及に協力します。また、
倉敷市等からの依頼により、対面朗読、広報活動
等に協力します。

≪講座修了後の活動例≫
市内のボランティアグループに加入して、多くのボランティアと読み聞かせ等の活動

に参加できます。特に「倉敷音訳の会」は、倉敷市からの依頼による音訳版広報くらし
きの作成、視覚障がいのある方からの要望による音訳図書の製作等、視覚障がいの方等
の支援活動を行っています。

要約筆記を行うために必要な知識及び技術を
習得し、活用することで聴覚障がいのある方の
社会参加を支援します。

【受講生の声】
・何も知らない状態でも基礎からじっくり学べるので、楽しく活動ができます！
是非やってみてほしいです。

・手話で会話できると、とても嬉しい気持ちになります。
・最初はハードルが高いものに感じられるかもしれませんが、楽な気持ちで受講し
てほしいです。

・少しでも手話に興味があるなら難しく考えすぎず「わかりたい、伝えたい」の気
持ちを大切にすれば絶対前進できます。と、全く手話未経験だった私が言います。

・何事も初めはドキドキしますが、必ず「受講してよかった」と思えます。チャレ
ンジしてみてください。

≪講座修了後の活動例≫
ボランティアグループ「倉敷要約筆記サークル」に加入して、要約筆記の必要な方

に対する支援活動に参加できます。ただし、実際に要約筆記での通訳を行うためには、
岡山県での講習を修了し、試験に合格して要約筆記者になる必要があります。

聞こえにくい方でも、要約
筆記があれば、講演会に安
心して参加できます

対面朗読ボランティアを
行う講座修了者

受講生
募集期間

手話・点訳・朗読 令和5年3月1日（水）～3月31日（金）

要約筆記 令和5年5月2日（火）～5月31日（水）

特集

点字図書の増冊及び普及に協力します。また、倉
敷市等からの依頼により、点字による相談文書の翻
訳や回答文書の作成、広報活動等に協力します。

≪講座修了後の活動例≫
倉敷市では、ボランティアグループ「ともしび点訳グループ」を中心に、点字版

広報くらしきの作成や点字図書の作成及び図書館への寄贈等、点字を活用した支援
活動を行っています。「ともしび点訳グループ」に入会することで、多くのボラン
ティアと一緒に支援活動ができます。

「ともしび点訳グループ」の
会員が点字カレンダーを作成
します

点訳講座講師からのコメント
点字は多くの視覚障がいのある方にとって重要な情報

伝達手段です。たくさんの方に点字の打ち方等について
の理解を深めていただき、視覚障がいのある方の支えに
なってほしいです。

和やかな雰囲気で行われる講座

手話で日常会話を行うために必要な手話単語及び手
話表現技術を習得し、活用することで聴覚障がいのあ
る方の社会参加を支援します。

≪講座修了後の活動例≫
倉敷市に奉仕員として登録することで、聴覚障がいのある方の申し出により手話奉

仕員として派遣され、日常生活上の初歩的なコミュニケーションの支援と聴覚障がい
の方等との交流活動を行います。

手話講座講師からのコメント
手話は聴覚障がいのある方とのコミュニケーションに

必要な手段です。一人でも多くの方に手話を覚えていた
だき、倉敷市が聴覚障がいのある方にとって住みやすい
まちになってほしいと願っています。講座を受講して、
支援者としての第一歩を踏み出してみませんか？

朗読講座講師からのコメント
文字を声に変えて情報を伝えるということは、ただ単に

読み上げるだけでなく、視覚障がいのある方や読むことが
不自由な方に、正確な情報を届けることになり、あなたの
声が視覚障がいのある方等への支援につながります。

要約筆記講座講師からのコメント
中途失聴や難聴、手話が使えない聴覚障がいのある方

への情報提供として有効な手段である要約筆記。講演会
だけでなく、学校行事や病院受診時のノートテイク等、
活躍の場は様々です。一人でも多くの方が、要約筆記を
必要とする方の支援者として活動してほしいです。
※ノートテイクとは、要約筆記者が対象者の横で、話の内容を用
紙に筆記して通訳を行う手段のことです。



ボランティア活動中に怪我をした場合や、
他者の身体・財物に損害を与えたことによ
る損害賠償責任が発生した場合に備える保
険です。
※町内会活動など一部補償対象とならない活動が
ありますのでご注意ください。

☆補償期間
受付翌日（3月中に受付分は4月1日）
から令和6年３月３１日まで

☆受付窓口
・倉敷ボランティアセンター
・倉敷市社協各事務所

ボランティア活動保険

基本プラン ３５０円

天災・地震
補償プラン

５００円

特定感染症
重点プラン

５５０円

ボランティア活動保険のご案内

災害支援の取り組み
災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施しました！

本会は、災害時、被災者を中心とした地域の復興を目的としてボラン
ティアの協力を得て、災害ボランティアセンターを設置します。平成
30年7月豪雨の際には、被災地での災害ボランティア活動を円滑に進
めるための活動に取り組みました。
近年多発する災害の備えとして、本会では災害ボランティアセンター

設置運営訓練を毎年実施しています。令和4年度は、平時から連携して
いる倉敷市ボランティア連絡協議会、ライオンズクラブ国際協会336-
B地区5リジョン、おかやまコープの方々とも協働しました。訓練では、
運営手順を確認しながら、災害に対しての心構えや職員間の目線合わせ
等を行いました。
各種団体や関係機関との連携・協働を大切に、平時から「もしも」に

備えた取り組みを進めていきます。

新潟県村上市災害ボランティアセンターへ職員派遣

令和4年8月に水害によって被災した新潟県村上市の災害ボランティ
アセンターへ本会職員6名を派遣しました。被災者の早期復興の一助と
なるべく、平成30年7月豪雨での経験を活かし、災害ボランティアセ
ンターの運営支援を行いました。
コロナ禍における災害ボランティアセンターの運営は、本会職員も経

験がなく、職員派遣を通して多くのことを学ばせていただきました。倉
敷市で再び災害のないことを祈りつつも、災害が発生した場合に備え、
この経験を本会の災害支援活動に活かしていきたいと考えています。

村上市での活動の様子
センタースタッフと共に被
災者の声に耳を傾けながら、
復興支援を行いました

被災者役、ボランティア役
などに分かれ、災害ボラン
ティアセンターの運営の手
順を確認する参加者

ボランティア保険の詳細は
倉敷市社協ホームページを
ご覧ください。

３つの
プラン

40歳以上の市民の方が対象の制度です。ボラ
ンティア活動に取り組むことで健康増進を図り、
地域で活躍する元気な高齢者や地域を支える方
が増えることで、倉敷市をいきいきとしたまち
にすることを目指しています。
≪登録方法≫
①倉敷ボランティアセンター及び倉敷市社協
各事務所へ登録申請書を提出。

②【65歳以上の方】倉敷市介護保険被保険者証
【40～64歳の方】各種身分証明書
をご持参ください。

※ボランティア活動保険への加入が必須となります。各種
団体ですでにボランティア活動保険への加入がお済みの
方はお知らせください。

※令和4年度に登録されている方には、年度
末に登録申請書とポイント活用申出書をお
送りいたします。

※この制度の利用には、毎年度登録申請が必
要です。
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＼倉敷市いきいきポイント制度／
令和５年度新規登録者募集！
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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。
今回は「琴浦東・北地区社会福祉協議会」と「八幡地区社会福祉協議会」を紹介します。

琴浦東・北地区社会福祉協議会（児島地区）

八幡地区は、ハーバーアイランドの対岸にある玉島港海岸線に位置する、海の見えるのどかな住み

よい地域です。

そんな八幡地区ですが平成16年には、台風16号の高潮により、大きな被害を受けました。

当時、台風16号は夜間に岡山県へ接近し、夜が明けると、床上浸水や床下浸水の被害を受けた家が

多数あり、ひとり暮らしの高齢者の尊い命も奪い、悲惨な状況になりました。

地区社協の現会長自身も当時被災され「今でも被災後にたくさんの地元の民生委員や地区社協の関

係者、ボランティアの支援のおかげで復旧活動が迅速に行われたことに感謝している」と語られまし

た。また「地域での人と人のつながりの大切さや困ったときに助けてもらえるありがたさ、自助・共

助の重要性を実感したので事前防災対策を強化していきたい」という思いを持たれており、「あれか

ら18年が過ぎたが、災害は『いつ』『どこで』起こるかわからないため、事前防災について地域で取

り組んでいきたい」と日頃から地域で顔の見える、助け合える関係づくりや災害に強い地域づくりに

取り組まれています。

八幡地区社会福祉協議会（玉島地区）

道路が川に・・・ 床上浸水の被害 たくさんのボランティアが支援

ことうらひがし きた

はちまん

琴浦東・北地区は、海と山にはさまれた風光明媚な地域です。平成16年

の台風では、高潮による大きな被害もありました。特に、海岸沿いの唐琴地

区は、多くの家屋が浸水被害にあい、その経験からいち早く自主防災組織が

設立されました。平成30年7月豪雨以降は、自主防災組織を立ち上げる町

内が増えています。

そのような中、琴浦東・北地区社協では、毎年防災講座を行っています。

令和3年度は、講師として倉敷市防災危機管理室の方に来ていただきました。

地域の具体的な地形や危険箇所等を示され、参加者は熱心に聴いていました。

参加人数も予想以上に多く、住民の方々の意識の高さが感じられる防災講座

でした。「今までに経験したことのない自然災害」、また「南海トラフ地

震」に備え、日頃から防災を意識し、減災を目指す活動として続けています。

もう一つ最近の大きな課題は、山間部の高齢者の交通手段です。小

地域ケア会議や住民の方々の話し合いで、地域の皆さんが安心して暮

らせるよう意見を出し合っています。

琴浦東・北地区社協では、子どもから高齢者まで『声かけ』『支え

合い』を大切にしながら『笑顔』があふれる琴浦東・北地区を目指し、

活動を積み重ねられています。

防災講座の様子
令和4年度は3月開催予定

皆さん熱心に受講されています
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岡山県共同募金会では、令和5年度の募金による配分（助成）申請団体を下記のとおり
募集します。詳しくは、岡山県共同募金会のホームページ「助成金情報」をご覧ください。
1 共同募金による助成

(1)対象団体
(2)対象事業
(3)助 成 額

：社会福祉法人、NPO法人等が運営する社会福祉施設
：備品や設備整備、福祉車両の整備、建物の改修・補修事業
：配分限度額は事業費総額の1/2以内（100万円まで）
車両については車両本体価格のみ配分対象

2 NHK歳末たすけあい募金による助成
(1)対象団体
(2)対象事業
(3)助 成 額

：障がい者共同作業所、地域活動支援センターⅢ型
：備品の整備、小規模な施設整備事業
：10万円まで

3 応募期間 令和5年4月1日(土)～5月15日(月)
※申請書の提出は、倉敷市共同募金委員会各支部・分会（倉敷市社協各事務所）まで。

▼岡山県共同募金会
HP「助成金情報」

専門職が皆様のもとへお伺いします！
成年後見人制度や終活、相続、遺言など心配なことはありませんか？
「倉敷高齢者・障がい者権利擁護ネットワーク懇談会（倉敷ネット懇）」の専門職が出張

して講座や懇談会を行います！

倉敷ネット懇とは？
高齢者や障がい者など、判

断能力に不安のある方の権利
を守るために支援を行うグ
ループです。

もっともっと、身近な地域の交流の拠点であるサロンや通いの場
の活動の様子や活動を応援する情報を発信・共有するため、倉敷市
社協では《通いの場 公式LINEアカウント》を開設しました。通い
の場の活動の様子を写真でお知らせしたり、助成金や通信などの情
報を迅速にお伝えすることが可能になります。
グループ登録をご希望の方は、下記QRコードより登録していた

だけます。ご登録お待ちしています！

サロン補助金の
受付が始まります

〇〇サロンの活動
を紹介します

【LINEグループで広がるサロン活動】
①グループの登録者全員へサロン活動のお役
立ち情報を発信
➁サロンに関連するイベントや研修、交流会
をご案内

③サロンの手芸作品や活動の様子も随時情報
提供

登録QRコード
サロンにこんな
メニューいかが？

通いの場通信を
発行しました！

どんな専門職が参加してるの？
☆弁護士 ☆社会保険労務士
☆司法書士 ☆行政書士
☆社会福祉士 など

地域の皆様と身近で顔の見える関係づくりを目指
しています。
ご希望の場所や講座内容があればお気軽にご相談

ください！
今後のことについて一緒に考えていきましょう！

無料！

どこに来てくれるの？
☆オレンジカフェ
☆ふれあいサロン
☆地区社協の研修会 など

どんな講座をしてくれるの？
☆成年後見・未成年後見制度
☆相続や遺言
☆終活 など

【お問い合わせ】倉敷市社協 地域福祉課 ☎434-3301
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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。

寄附していただいた車イスは、在宅で生活する必要な方に無料で貸出ししています。

香典返し

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。

福祉のまちづくりを支える

賛助会員名簿
※賛助会員の掲載につきましては、令和４年8月1日から令和４年10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、敬称略）

倉 敷(福)秋穂福祉会清心保育園、NC貝原コンクリート㈱、岡本製甲㈱、倉敷地区民生委員児童委員協議会、㈲
ジェイ・ティ・エス、司法書士・土地家屋調査士・精神保健福祉士・社会福祉士森田幸喜事務所、㈱創明コンサル
ティング・ブレイン、㈱ミズケイ
水 島㈱アブレイズ、小野文彦事務所、金藤興産㈲、㈱シンノウ、テクノスパイラル㈱、難波事務所、広江緑地保
護組合、㈲MIYAHARA 、守谷茂樹
児 島アーバンホール児島、明石被服興業㈱、アポロ電気工事㈲、㈱綾野工務店、壱番製織㈱、㈱エース、エブリ
イ㈱倉敷林店、大上歯科医院、オートショップカメイ、唐琴工業㈱、菅公学生服㈱、吉祥院、㈱木村石油、国安
ファミリークリニック、倉敷シティ病院、(医)児島第一診療所、児島マリンクリニック、㈱山水設備、三和包装㈲、
㈱塩田屋醸造場、㈲清水組、㈱ショーワ、㈲角南石油店、須磨商事㈱、清香、㈱瀬戸内カメラ、セロリー㈱、㈱タ
カハタ、㈱タケヤリ、㈲タニタ、天祥寺、ナガイ工業㈱、永井釦㈱、中塚興業㈱、中村不動産㈱、㈲中山鉄工所、
新見脳神経外科、橋本被服㈱、備讃ヤンマー㈱、㈱フジモト、豊和㈱、松井織物㈱、㈲松井辰雄商店、丸進工業㈱、
マルハ㈱、三宅医院、㈲森川造園、山崎産業㈱、やまな内科整形外科、和井田歯科医院
玉 島㈱アキオカ、㈱藤井商会
船 穂㈱宇野組、㈱中桐晒工場、藤森運輸㈱倉敷営業所、㈲マルイケ

篤志寄附

物品寄附

東亜建設工業㈱
車イス20台

(右)東亜建設工業㈱中国支店
執行役員支店長 岡 禎之 氏、
(左)倉敷市社協会長 中桐 泰

(一財)中国地方郵便局長協会
車イス5台

(右)備中東地区郵便局長会
会長 倉敷笹沖郵便局長高取
龍太郎 氏、(左)倉敷市社協
会長 中桐 泰

こんなサービスご存じですか？

車イスを借りて家族
みんなで安心して旅
行に行けたよ!!

急に退院が決まって
歩くのが不安で利用したよ!!

どんな人が利用できるの？
倉敷市内に居住し、在宅で車イスが必要な方。

どのくらいの期間借りられるの？
原則として６ケ月以内。

無料。
※故障や破損があった場合、修理に必要な
費用は自己負担となります。

使用料は？
所定の申請書に必要事項を記入し、

お申し込みください。
※申請者の身分証明書が必要です。

どうやって手続きするの？

まずは、最寄りの倉敷市社協各事務所へご連絡ください。※裏面参照

～福祉機器(車イス)貸出事業～

「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。令和4年8月1日～令和4年10月31日までにご寄附いただいた皆様を掲載しています。（五十音順、敬称略）

【振込先】※振込手数料はご負担ください。
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
※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。

ご寄附ありがとう
ございます。
みんなで活用させて
いただきます!!

（倉敷地区）今吉 玲子（金一封）
（児島地区）中西 惠子（金一封）
（玉島地区）神野 純子（金一封）

友國 敬示（金一封）
（真備地区）坪井 智枝子（金一封）

（倉敷地区）井本 剛司（金一封）
蜃気楼会（金一封）
林 均（金一封）
匿名（金一封）

（水島地区）くろめ会
会長 江藤 秀一（10,640円）

（児島地区）(福)王慈福祉会
名誉会長 髙橋 鼎（金一封）
原 肇（金一封）

（玉島地区）大相撲を楽しむ会（金一封）

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

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3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。

かなえ



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、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。

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！

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

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

登録企業：RAVIS hair studio（美容院）
【児島上の町2丁目8-67-1 ☎ 474-8002】

登録名称：「ニコニコプロジェクト～きれいと癒しでみんなスマイル～」

《プロジェクト内容》
❖ 来店し施術を受けられた方、お1人様につき25円

を倉敷市共同募金委員会にご寄附いただきます。

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。 問い合わせ：倉敷市共同募金委員会(倉敷市社協)☎434-3301

ご自身の経験から「子育て中のママや、いつもいそ
がしい皆様にゆっくりしてほしい」との思いを持たれ
ていて、店内はステキな癒し空間です。「お客様が
RAVISに来ることで癒されきれいになり、それが
RAVISの社会貢献につながるなら嬉しい」と、今回
ご協力いただくこととなりました。

素敵なスタッフの方々と温もりあふれる店内

ニコニコプロジェクトにちなんで

(左)倉敷市社協
副会長 内田 浩二
(右)RAVIS hair 
studio 代表取締
役 橘 実歩 氏

レイビス ヘアースタジオ
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