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10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まります
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宇治市共同募金会（事務局；宇治市社会福祉協議会【コラボネット宇治】）は、住民や民間団体が
進める福祉活動を支援するため募金運動を進めます。
１０月１日からの赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。

寄付者の選択肢のひとつとして、「寄付金
つきはがき」による募金活動を予定してい
ます。普段の暮らしのなかで、家庭、学校、
地域活動、企業と多くの方に手に取ってい
ただけるものを通じて「共同募金」を啓発
します。

10月１日に市内某所
街頭募金運動の実施場所にて

限定100枚のステッカーを募金協力者に
先着配布。（予定）

今日、あらゆる分野で社会貢献が注目されますが、赤い羽根共同募金への協力もそのひとつです。共同募
金の寄付には、個人（所得控除または税額控除）、法人（全額損金）ともに税制上の優遇措置が受けられます。

「私たちの活動（グループ）に、社
協から助成金が出るそうよ…。」
（Hot! ふれあいサロン事業“さくらんぼ会”）

「確かにそうですが、助成金は、もと
もと皆さんからの募金なんですよ。」

宇治市介護者家族の会（介護体験発表とつどい）、字幕つけサークルトトロ（字幕製作、字幕つき上映会）、
要約筆記サークル「やまびこ」（聴覚障がい者・団体への支援）、( 公財）京都府原爆被災者の会宇治支部（被爆体験の語り部）、
宇治市難病患者連絡会（患者交流会・相談会）、( 特非 ) アウンジャ DV 被害者支援部（DV 被害者同伴児の学習活動と生活習慣への
援助）など…

主な配分先／（事業）

宇治市内 168 団体・グループ（平成26年度実績）

・データベース「はねっと」にアクセス。www.akaihane.or.jp/hanett/
・ Facebook ページ：facebook

共同募金運動は、身近な地域の福祉活動
を支える貴重な財源になっています。

寄付をする人に、法人に、税制上のメリットがあります。

新たな活動展開が必要
で、不足分の財源をど
うしようかと悩んでい
ました。
そんなとき小地域だか
らこそ成り立つ助け合
い活動に助成を頂きま
した。

（ゆう輪蔵ぶ「地域住民参加型助け合い・住民交流の場所づくり」事業）

必要な時に、きめ細かな助成ができるの
も共同募金の特長です。
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何に使われているの？～共同募金＝「じぶんの町を良くする仕組み。」～

計画中
共同募金運動の新たな展開
～寄付金つき商品～

（写真：株式会社きかんしコム　提供）

共同募金運動の新たな展開
～寄付金つき商品～

妖怪ウォッチと赤い羽根共同募金を
盛り上げます。

宇治市共同募金会 検 索
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「あの人、昨日も今日も同じものを買って帰らはる。」「いつも同じこ
とを繰り返しておっしゃるようになった。」「最近、着てこられる服が
ちょっと汚れているような気がする。」
毎日会うお客様だからこそ気が付くことができる。でも、その変化を
どこに相談したらいいのだろう。その変化をどんなふうにご本人に伝
えたらいいのだろう。
そんな声を聴き、当会では、平成 25 年度から京都地域包括ケア推進
機構の協力を得て「京都高齢者あんしんサポート企業養成講座」を開
催しています。今年も、開催日時が決定しました！
日　時：11 月 24 日（火）、11 月 30 日（月）13 時半～ 16 時
場　所：調整中

詳細は、当会へお問い合わせください。

内　容：ボランティアを求めている福祉施設やボランティア団体の方がその場にいて、ボランティア募集を行い、その場でマッチング。
ボランティアを探す手がかりのきっかけづくりを行います。
「ボランティアの始め方ってどんなふうにするの？」ボランティア活動初心者の方はもちろん、「すでにボランティア活動しているんだ
けど、次はこんなボランティアもしてみたい」というボランティア活動ベテランの皆さんも、対象です。

日　時：10 月４日（日）13 時半～ 15 時半
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料。当日直接会場へ。

お詫びと訂正
社協だより 6月 15 日号に掲載した内容に誤りがありました。誤解を招き、ご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
ボランティアマッチングサロンの場所
　誤　宇治市総合福祉社会館　　正　宇治市総合福祉会館
高齢者の介護予防「介護予防普及啓発事業（地域参加型B型リハビリ）」の教室
　誤　「３A（スリーエー）研修会」　　正　「地域で仲間と認知症予防～みんなの認知症予防ゲーム～」

当会では、宇治市内の中学校と一緒に、中学３年生が赤ちゃんと触れ
合うことで命の尊さを学ぶ授業を実施しています。中学生にとって赤
ちゃんのぬくもりを感じることは、自分と他人の命の尊さを感じると
てもよい機会になっています。子育て中の皆さん、ぜひ赤ちゃんボラ
ンティアに参加してください。
日　時：① 10 月 8 日（木）、9 日（金）
　　　　② 10 月 26 日（月）、27 日（火）、28 日（水）
　　　　③未定
場　所：①黄檗中学校
　　　　②宇治中学校
　　　　③槇島中学校、南宇治中学校
内　容：中学 3 年生との赤ちゃん交流授業への参加。

問合せ先：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）22-5650

問合せ先：宇治ボランティア活動センター（宇治市社会福祉協議会内）（22-5650）mail@uji-shakyo.net

のンョピじう のンョピじう 「地元に出かけよう」（催しなどのご案内）

宇治ボランティア活動センターからのお知らせ

今年も開催決定！
京都高齢者あんしんサポート企業養成講座

宇治市視覚障害者協会が実施する「白杖安全集会」というイベントの
ボランティアを募集中。誰もが安心して歩けるまちづくりをめざし、
駅や道路等における安全についてみんなが話し合ったり、意見を出し
合ったりする機会です。
日　時：10 月 4 日（日）12 時半～ 16 時ごろ
場　所：近鉄大久保駅、南宇治コミュニティセンター、

イオン大久保周辺
内　容：①イベント開始前の道案内（12 時半～ 13 時半ごろまで）

駅から会場までの各地点での声かけ、誘導
②啓発活動における誘導、交差点での安全確保（15 時～ 16

時ごろまで）
南宇治コミュニティセンターからイオン大久保までの予
定。（※雨天時は近鉄大久保駅周辺の予定。）

白杖安全集会当日ボランティア募集

ボランティア・マッチング・サロン～あなたにぴったりのボランティア探しませんか？～

赤ちゃんボランティア募集

内　容：2016 年４月から障害者差別解消法が施行されます。この法
律は、国連を中心とした国際的な動きの中、2013 年 12 月
４日の参議院本会議において条約の批准が承認されました。
それではどう変わるのか、私たちはどのようなことが求めら
れるのかを、考えていくために、宇治ボランティア活動セン
ターでは多くの市民のボランティア（グループ）、市民の方々
にも呼びかけて研修会を開催します。

日　時：９月 26 日（土）13 時半～ 15 時
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料。当日直接会場へ。

学ぼう・知ろう　障害者差別解消法（主催：宇治ボランティア活動センター）

※予定が変わる場合があります。事前に問い合わせをおススメします。
※各団体によって、電話等不在の場合もありますので、ご了承ください。

（主催：宇治ボランティア活動センター）

４面に続く➡

　　　　② 10 月 26 日（月）、27 日（火）、28 日（水）

内　容：手づくりケーキとコーヒーをいただきながら、おしゃべりの
花を咲かせましょう。悩み、心配事等なんでも聞かせてくだ
さい。傾聴します。

日　時：毎週木曜日　14 時～ 17 時まで
場　所：宇治市広野町桐生谷 20-9　小山宅
参加費：無料。申込み不要。
　問　：小山和子（27-4511）

内　容：気軽に誰もが来られて、手づくりの食事、おしゃべり、イベ
ントを楽しんでいただけるかふぇです。９月は歌謡舞踊、10
月は大正琴、11 月はスリーフィンガーズを予定。（12 月は
お休みです。）

日　時：毎月末　日曜日　12 時～ 15 時
場　所：東宇治地域福祉センター
参加費：ランチセット 500 円
申込方法：東宇治地域福祉センターにチラシ有。電話、FAXにて申込み。
申込先：市田（31-6048）、内川（22-0529）、木戸（24-4593）
　問　：市田（31-6048）、内川（22-0529）

60歳以上の対象を対象にしたカフェしおん

井戸端かふぇ・まんぷくじゃ

（主催：カフェしおん）

（主催：井戸端かふぇ　まんぷくじゃ）

内　容：地区社協設立以来続けている、地域あげての“福祉バザー”。
豊富な品物をそろえ、皆様のご来場をお待ちしています。

日　時：11 月８日（日）13 時～
場　所：宇治市立南小倉小学校　体育館
参加費：無料。但し、物品購入には費用がかかります。当日直接会場へ。
　問　：岡田盛敏（22-6292）

第３１回西小倉福祉バザー （主催：西小倉地区社会福祉協議会）

今年も開催決定！
京都高齢者あんしんサポート企業養成講座

内　容：耳が聞こえにくい方 ( 難聴者 ) の社会参加のお手伝いをして
います。いろいろな行事を通じて難聴者さんと交流しましょ
う。( 要約筆記とは、難聴者に話の内容を要約し、文字で伝
える「文字通訳」です。毎月集まって練習をしています。)

日　時：毎月第１・３水曜日 13 時半～ 16 時（手書き）
　　　　毎月第２・４水曜日 13 時～ 15 時半（パソコン）
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：見学は無料。サークル入会後は年会費 3,000 円。予約不要。

上記時間内に直接会場へ。
　問　：藤原みち子（46-3765 FAX 兼）

要約筆記ボランティアはじめませんか
（主催：要約筆記サークルやまびこ）
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この広報紙は、赤い羽根共同募金配分金で作成されました。

内　容：認知症の予防・改善だけでなく、元気をなくした人々が明る
くいきいきと替わられるゲームのリーダー誕生を願って、理
論と実技を 10 時間で身につけて頂きます。福祉現場やボラ
ンティア活動に、すぐに役立ちます。

日　時：10 月 8 日（木）「机の上で頭の体操ゲーム」
10 月 22 日（木）「活気が湧いてくるゲーム」
11 月 5 日（木）「指の運動から脳の活性化ゲーム」
11 月 19 日（木）「スキンシップが加わるゲーム」
12 月 3 日（木）「机の上で頭の体操ゲーム」
12 月 17 日（木）「活気が湧いてくるゲーム」
　　　　　　　　　　　　　　　いずれも 13 時半～ 15 時半

場　所：まごころ大久保デイサービスセンター　3 階　研修室
参加費：１回ごとに 1,000 円。初回にテキスト代 1,300 円程度。
申込先：FAX 又は電話 45-2835

又はメール npo@n-yobo.net
　問　：高林実結樹（45-2835）

みんなの認知症予防ゲームリーダー養成講座
（主催；NPO 法人認知症予防ネット）

内　容：15 歳～ 39 歳で、働くことに踏み出したい方等を対象とした
就労支援を行っています。
応募書類作成・面接へのアドバイスをはじめ「自己理解」・「コ
ミュニケーション力」・「職業研究」・「求人票の見方」等のセ
ミナーを開催。

日　時：詳細は、宇治若者サポートステーションのホームページ
（http://www.uji-saposute.net/）か、下記へご連絡して
確認ください。

場　所：宇治（京都南）若者サポートステーション
参加費：無料
申込方法：予約制。セミナー内容等、まずはお電話でお問い合わせくだ

さい。
　問　：山田・中川及び宇治サポスタッフ　28-5223（水・日・祝日・

年末年始を除く 10：00 ～ 19：00）

『就職活動』に関する各種セミナー
（主催：宇治（京都南）若者サポートステーション）

内　容：「何もしなかった訳じゃないんですよ。あっと言う間に息子
は 40 歳になってしまいました…」相談に来られたお母さん
の言葉です。
一番身近な親や家族は彼らを理解し、励ますために何ができ
るか一緒に考えてみませんか。
社会生活に馴染めず、働く機会を失くしている、そんな若者
のご家族の相談と交流の場。社会に出ていくきっかけづく
り、就労サポートもあります。

日　時：10 月３日・11 月７日・12 月５日（毎月第１土曜日）
13:00 ～ 15:00

場　所：宇治市総合福祉会館　
参加費：無料（要事前予約）
　問　：黒川　090-9697-8393　FAX　24-8175

家族の交流と相談会（主催：青年の社会参加を応援する会 「実のり」）

マイナンバー制度について、学んでみませんか。
日　時：12 月 12 日（土）10 時～ 12 時
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料。要事前申込。
　問　：野畑　晃（32-3269）

公開学習会 「マイナンバー制度について」
（主催：宇治手話通訳者協会）

内　容：相手の立場に立った思いやりの心で「聴く」ことの大切さを、
モラロジー・心の生涯学習の講演と話し合いを通じてともに
学びたいと思います。

日　時：平成 27 年 12 月 5 日（土）　11 時 00 分～ 16 時
場　所：宇治市生涯学習センター　第２ホール
参加費：1,500 円（税込、昼食代含む）
申込先：宇治モラロジー事務所（TEL/FAX:32-4844、

E-mail:uji_moralogy@yahoo.co.jp）までご連絡下さい。
　問　：松本　弘（33-3909、または 090-6203-3909）

心の生涯学習セミナー 「『聴き上手』は思いやりの始まり
気持ち伝わる会話していますか？」

（主催；公益財団法人　モラロジー研究所）

内　容：自家農園の農薬不使用の野菜・有機 JAS 認定農場の米を中
心に、お店で手作りしています。アレルギー対応やお好み、
配達など要相談。障がいのある方・70 歳以上の方は、証明
書提示で割引あり。

日　時：平日 11 時～ 18 時、土曜日 11 時～ 16 時半の受付。電話ま
たは店頭にて相談・受付。大量注文はお早めにご連絡くださ
い。

　問　：林・坪田（21-5512）

お弁当の注文承ります
（社会福祉法人 同胞会 イサク事業所 どうほうの家　Rigoletto）

内　容：パソコン初心者やシニアに適した勉強会。パソコンをご持参
ください。ゆっくり丁寧にご指導いたします。詳細はお問い
合わせください。

日　時：各コース月２回（別途補習あり）
場　所：NTT 西日本宇治光ふれあいセンター（駐車場なし）
参加費：月 2,000 円
　問　：村山良臣　（20-0697 FAX 兼）

初心者さんのパソコン勉強会Ⅰ～Ⅴ　受講生募集
（主催：NPO 法人宇治大好きネット）

内　容：みんなで童謡や唱歌、懐かしい流行歌を謳ったり、歌いなが
ら手足を動かしたり、全員で大きな輪になりながら歌った
り、楽しくにぎやかに過ごします。

日　時：11 月 10 日（火）13 時半～ 15 時
場　所：宇治市生涯学習センター
参加費：無料。先着 60 名まで。
　問　：林（080-9164-2882）

第 14 回歌って元気に！
～楽しく！音楽を通して心も体も元気になろう！！～

（主催：響け♪うたごえの会）

内　容：10 周年を記念し、これまで支援していただいた皆様に感謝
をこめて、宇治作業所に通う障がいのある仲間たちがオリジ
ナル曲を歌うほか、合唱構成劇を行います。

日　時：11 月 8 日（日）13 時半～ 15 時半（開場は 13 時）
場　所：宇治市文化センター大ホール
参加費：無料。当日直接会場へ。
　問　：宇治作業所　土橋（32-2024）

ねがいのびてゆけコンサート （社会福祉法人宇治東福祉会）

内　容：地域の諸団体で実行委員会を組織した楽しいお祭りです。
模擬店やあそびコーナー、ゲストや施設利用者によるステー
ジ発表、バザー会場もあります。また、利用者による手作り
品（野菜・製菓・ビーズアクセサリーなど）の販売もあります。

日　時：11 月 15 日（日）10 時～ 14 時半（雨天決行）
場　所：槇島福祉の園・宇治川福祉の園・槇島地域福祉センター（槇

島小学校となり）
参加費：無料。当日直接会場へ。
　問　：槇島福祉の園（20-8060）宇治川福祉の園（25-7091）

第 22 回わくわくまつり（わくわくまつり実行委員会）

内　容：施設や地域団体での演奏活動をしているグループです。大正
琴の音色を楽しみ触れてみませんか。

日　時：① 10 月 2 日（金）12 時 15 分～ 12 時 45 分
　　　　② 10 月 25 日（日）10 時～
　　　　③ 12 月 6 日（日）10 時～
場　所：①宇治市役所ロビー　ロビーコンサート
　　　　②宇治市文化センター　宇治市芸術文化祭
　　　　③ゆめりあ宇治　あさぎりフェスティバル
参加費：いずれも参加費は無料。申込不要。
　問　：永谷和子（43-5147）①福島博子（32-9312）、

②③谷加代子（43-8981）

大正琴演奏を聴いて ほっこり 楽しいひとときを！
（主催：大正琴ファンタジー琴

こ と ね っ と

音人＆ミント）

内　容：動かなくなったらすぐゴミ箱行き。親も子もモノを大切する
心、「何で動かんの？」という疑問の心や好奇心を持ってほ
しい。子ども達に " 物を大切にする心 " ひいては、" 人も大切
にする心 " を育てることを目的にボランティア達によって構
成された病院です。

日　時：毎月第３日曜日　13 時～ 16 時まで
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料。ただし、部品等の交換の場合は実費が必要です。予約

不要。開催日に直接持参ください。
　問　：山田　稔（090-9619-6645）

おもちゃの無料修理 （主催：宇治おもちゃ病院）

内　容：舞台発表、模擬店、地域ふれあいサロンの展示発表。地域の
皆さんが自由に集える場、日ごろのサロンの集まりの垣根を
取り払い、高齢者の皆さんの交流の場、子どもたちが興味を
持てる模擬店などを提供します。

日　時：11 月 29 日（日）10 時半～ 14 時
場　所：宇治市立槇島小学校　体育館
参加費：無料。当日直接会場へ。
　問　：山本久子（23-5148）

槇福まつり（主催：槇島学区福祉委員会）




