
例えば

▶各世帯や各種団体・事業所・福祉施設など、多くの皆さんにご協力いただけるように、社協会費や赤い
羽根共同募金運動のさらなるPRに努めます。
▶「１㎡でできる社会貢献（自動販売機設置事業）の取り組みの輪を拡げます。（詳しくは３面に掲載）

詳しくは、本会ホームページに掲載している事業計画書をご覧ください。
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宇治市災害ボランティアセンター 第10回総会・講演会を行いました。

『宇治市社協』ってなあに…？

＝支え合い、助け合い、励まし合って、つながる福祉＝

～コラボネット宇治～
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京都府宇治市宇治琵琶 45 総合福祉会館内

＝支え合い、助け合い、励まし合って、つながる福祉＝

例えば

※「社協」は「社会福祉法」という法律に定められた公共的役
割を持つ団体です。全国、各都道府県及び市区町村に設置
されています。

赤ちゃん広場での絵本の読み聞かせの時間。
子育て中の親同士のつながりの場、情報交換の場にもなっています。

▶生活福祉資金やくらしの資金等
を通じた生活に関する相談
▶日常生活での福祉サービス利用
や手続きに不安がある方の相談
▶法律、登記や社会保険の専門家
による相談（詳しくは２面に掲載）
▶ボランティアや身近でできる地域福祉活動の相談

鳥取県日野町にある、「日野ボランティア・ネットワーク」コーディネーターの山下
弘彦さんにご講演をいただきました。山下さんからは、各被災地の支援を通じて感じる
こととして、「緊急事態の中で、現地災害ボランティアセンターの支援活動は、どうし
ても泥だしや家屋の清掃など作業的なことに陥りがちになる。しかし、一方で、ご近
所のつながりが無かったり、なんとか生活を送っている世帯などでは、生活が立ち行
かず孤立していて支援が行き届いていないケースもある。だからこそ、災害ボランティ
アセンターには、災害時に、被災者に寄り添った支援活動ができるように、普段から『人』
に目を向け、何に困っているかを知る意識を持つことを大切にして欲しい。」というお
話がありました。
当センターとして、ボランティア活動者の調整をするだけでなく、〝災害時だから見
えるようになった普段の困りごと″に対して、被災された方の思いを大事にしながら関
わっていくことの大切さを改めて教えていただく機会になりました。

（平成29年度に取り組むこと）

例えば

▶学区福祉委員会やふれあいサロ
ンなど、ご近所での支え合いや
孤立を防ぐ活動を支援します！
▶子育て世代のつながりづくりを
応援します。
▶災害など、いざという時に力を結集できるよう、宇治
市災害ボランティアセンターの運営を行います。
▶多様化する地域の課題について、各種団体や事業所
等と連携した取り組みを進めます。

様々な活動を通じて、暮らしにくさを抱える人を支えるために、活動の財源づくりに取り組みます。

１、寄せられる「相談」に丁寧に向き合います。

２、「安心して暮らせるしくみづくり」を住民、
　 関係機関と連携して取り組みます。

３、法人運営の強化 ～暮らしにくさを抱える人を支えるために～

『宇治市社協』ってなあに…？

子育て中の親同士のつながりの場、情報交換の場にもなっています。

宇治市災害ボランティアセンター 第10回総会・講演会を行いました。
日 時 場 所平成29年５月13日（土）９時30分～ 12時30分 宇治市総合福祉会館
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平成29年度　予算平成28年度　決算

本会では、専門機関と連携して、市民の方にご相談いただける各種相談窓口を設けています。

本会内　ふれあい福祉センター　電話：0774-23-0857

相談名 相談できる内容 相談日

弁護士による
法律相談

法律に関すること［定員 10人・１人 15分］・（要電話予約）
（相談日の２週間前の木曜日午前９時から予約受付）

木曜日（祝日除く）
13時 30分～ 17時

社会保険労務士による
年金・社会保険相談

年金・健康保険・雇用保険・労災保険・労務に関すること
（相談日当日に先着順）

毎月第１木曜日（祝日除く）
10時～ 12時

司法書士
による

登記相談
相続・登記・売買・担保設定・裁判事務・供託手続きなどに関すること（要
電話予約）（毎月第４木曜日から次月分の予約受付）

毎月第２・３・４木曜日
（祝日除く）9時 30分～ 12時

多重債務相談 消費者金融・住宅ローンなど債務に関すること（要電話予約）
（毎月第２水曜日から次月分の予約受付）

毎月第２水曜日（祝日除く）
18時～ 21時

成年後見相談 成年後見制度に関すること（要電話予約）
（毎月第２水曜日から次月分の予約受付）

毎月第２水曜日（祝日除く）
18時～ 21時

※市民のみなさまにご理解いただきやすくするために、どのような事業に支出をしたのかを表
しています。法令による計算書類は、本会ホームページをご覧ください。本会からのご報告

＊市民の皆さまへ ～各種専門相談をご利用下さい～

コラボネット宇治 検 索

（予約・問い合わせ）

平成28年度　決算 平成29年度　予算

「社協だより」に市内の事業所の
皆さまからの有料広告を掲載しま
す。この機会にぜひご活用下さい。
（社協だよりは市内約 83,000 世帯
にポスティングしています）

掲載は、社協だよりの２ページ目、３ページ
目の下段です。詳しくは、本会ホームページを
ご覧いただくか、本会までお問い合わせ下さい。
次号（９月 15日号）に掲載を希望される場合は
７月末までに本会までご連絡ください。

掲載基準表 サイズ
料金（１回あたり・税抜）

本会会員 会員外
基本枠 縦 60㎜×横 50㎜ 10,000円 15,000円
大　枠 縦 60㎜×横 100㎜ 20,000円 30,000円

＊広告の掲載を募集中です！



１㎡でできる社会貢献事業
～自動販売機の設置が地域福祉を支えます～
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内　容：かけがえのない、命のことを「わたしの想い」シート（事前指示書）
に書く方法に関して、堀内医院院長　堀内房成先生の講演です。「わ
たしの想い」シートの書き方や上手な活用のしかたをお話いただき
ますので、ぜひ終活に役立てて下さい。

日　時：7 月 8日（土）14時～ 16時
場　所：ゆめりあうじ４階（JR宇治駅前）
参加費：無料　当日直接会場へ
問担当 : 宇治市社会福祉協議会（22-5650）

のンョピじう のンョピじう 「地元に出かけよう」※予定が変わる場合もありますので、事前のお問い合わせを
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
承下さい。（催しなどのご案内）

講演会（主催：宇治市介護者（家族）の会）

内　容：なつかしい歌をみんなで楽しく歌います。たっぷり声を出して心も
からだもスッキリ！その笑顔、その元気を明日へとつなげていきま
しょう！！「歌って元気に！」みんなで楽しく盛り上がっています。

日　時：①６月 20日（火）、７月 18日（火）、８月 29日（火）、９月 19日（火）
②６月 27日（火）、７月 25日（火）
時間はいずれも 10時 30分～ 12時

場　所：①宇治市総合福祉会館②コミュニティワークこはた館
参加費：200 円　当日直接会場へ。
問担当 : 林 (080-9164-2882)

歌って元気に！（主催：響け♪うたごえの会）

内　容：動かなくなったらすぐゴミ箱行き。親も子も、「モノを大切にする
心」「なんで動かないの？」という疑問の心や好奇心を持ってほし
い。壊れたおもちゃを直すことに情熱を注ぎ、子ども達に“科学す
る心”“物を大切にする心”“引いては人をも大切にする心”を育て
ることを目的に機械いじりの好きな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
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料　ただし、部品等の交換には実費が必要。当日直接会場へ。
問担当 : 山田（090-9619-6645）

おもちゃの無料修理 （主催：宇治おもちゃ病院）

内　容：「何もしなかった訳じゃないんですよ。あっという間に息子は 40
歳になっていました…」相談に来られたお母さんの言葉です。実の
りは、社会に出ていくきっかけを失くした若者の新しいスタートを
応援しています。若者の孤立を防ぐために家族に何ができるのか、
また、社会の受け皿としてどんな取組みができるのか、一緒に考え
てみませんか。

日　時：７月１日（土）、８月５日（土）、９月２日（土）13時～ 15時
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料（要事前予約）
問担当 : 黒川美知子（090-9697-8393）

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」）

内　容：障害のある仲間（利用者）と手づくりパン販売やリサイクル作業を
行っています。「ハッピーデイ」の際に車椅子の介助や買い物のお
手伝をしていいただけるボランティアさんを求めています。

日　時：作業所の各班にて毎月１回開催。（平日に実施：日程は未定）
場　所：レストランでの食事やデパートでの買い物など。
参加費：無料　※食事代は作業所で負担
問担当 : デイセンター宇治作業所　山本 (32-2024)

「ハッピーデイ（月１回のお楽しみ会）」開催時のボランテ
ィアさんを求めていまーす！

内　容：「誰でもが気軽に参加できる楽しい居場所を作りたい。そしてスタッ
フが十年後も生き生きと過ごせる場でもありたい」そんな思いを込
め、東日本大震災直後の立ち上げから６周年。参加者もスタッフも
おいしい食事とおしゃべりで笑顔満開のカフェです。

日　時：６月25日(日)ワクワクきょうと「ピップホップダンス・ポップコー
ン」。参加者にもできるダンスをご一緒に！
７月 30日（日）スタッフ出演による「愛染かつら」のお芝居。原
作とは似ても似つかぬ大喜劇に乞うご期待！
８月 27日（日）「ゴスペル＆フラダンス」。ボーカルのソウルフル
な歌声とお話に感動します！
時間はいずれも 12時～ 15時

場　所：東宇治地域福祉センター 2階　地域交流室・研修室
参加費：500 円 ( ランチ・デザート・コーヒー実費）
　　　　東宇治地域福祉センター受付の申込用紙にて要申込
問担当 : 市田 (31-6048)、内川 (22-0592)、木戸 (24-4593)

身近な居場所づくり（主催：井戸端かふぇ・まんぷくじゃ）

宇治市老人福祉センターサークル協議会は、60歳以上の市民が各サーク
ルの自主活動と緊密な連携を図り、広く社会福祉への貢献と学習活動の
交流を深めることを目的としたサークル協議会です。現在 20 のサーク
ルが活動しています。今回は 5サークルを紹介します。

①「きものケセラセラ」（着付け）
内　容：６月から活動予定の新しいサークルです。たんすに眠っている

思い出の着物や帯を活用し、楽しく、元気な着物美人をめざし
ましょう☆特別な道具は使用しません。

日　時：第１、３木曜日　13時～ 15時

②「3B体操」
内　容：４月から活動している新しいサークルです。3B体操は、３つの

用具ボール・ベル・ベルターの頭文字をとって名付けられた健
康体操で、楽しい音楽に合わせて体操します♪

日　時：第 1、3金曜日　10時～ 11時

サークル会員募集 （主催：宇治市老人福祉センターサークル協議会）

③「宇治カラオケ会」
内　容：人生の色々なステージに立って来られた人たちの集まり。言葉

を交わし、笑い、明るく、心のつながりを大切にして各自で好
きな曲をCDで選び、楽しく歌っています。「ああ、歌いにきて
よかった！」と言っていただける会にしたいと心がけています。
（友愛の精神・生きがい・健康づくりを目的としています）

日　時：第２、３、４水曜日、第２、４土曜日　時間はいずれも９時～12時

④宇治シルバー合唱団「炎」
60 歳以上の男女混声の合唱団です。

日　時：毎週木曜日　13時 20分～ 15時 30分
　　　　※初心者・見学者歓迎します。

⑤「吟水会」（詩吟）
内　容：自由な発想で詩情、作者の心を、あなただけの詩吟として表現

してみませんか？きっと新しい世界が、待っています。
日　時：毎月第 1、3火曜日　13時～ 15時

：①～⑤いずれも宇治市総合福祉会館　問担当 : 宇治市社会福祉協議会（22-5650）

企業・商店・地域の皆さまが所有される建物や空き地等のスペースをお借りして、
現在 17 か所に飲料用自動販売機を設置させていただいています。収益の一部を地
域福祉活動の財源として活用させていただいています。詳しくはご説明に伺います
ので、設置スペースの提供をご検討いただける方は、ぜひ本会までお声かけください。
（電話：22-5650）
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（主催：宇治東福祉会）
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◦団体会費
【36,300円】宇治市老人福祉センターサークル協議会【19,000円】琵琶地区民生児童委員協議会【13,500円】大久保地区民生児童委員協議会【13,000円】菟道地区民生児童委員協議会
【12,500円】槇島地区民生児童委員協議会【12,000円】神明地区民生児童委員協議会【11,500円】木幡地区民生児童委員協議会【10,500円】小倉地区民生児童委員協議会【10,000円】御蔵
山地区民生児童委員協議会【9,500円】北小倉地区民生児童委員協議会／西小倉地区民生児童委員協議会／東宇治民生児童委員協議会【8,500円】広野地区民生児童委員協議会【8,000
円】伊勢田地区民生児童委員協議会【7,500円】宇治地区民生児童委員協議会【6,000円】宇治ボランティア活動センター【5,000円】宇治作業所保護者会／宇治市子ども会連絡協議会／宇治
市視覚障害者協会／宇治市ろうあ協会／宇治難病患者連絡会／宇治ロータリークラブ／岡屋地区民生児童委員協議会／子育て・教育支援センター「虹」／木幡高砂会喜老会／サポートセンタ
ーきんと雲／神明ウクレレサークル【4,000円】南陵町喜楽会【3,000円】（特非）アウンジャ／朝日ヶ丘青山会／伊勢田学区福祉委員会／伊勢田喜老会／一福会／宇治映画同好会／宇治拡大写
本グループ／宇治学区福祉委員会／宇治川ライオンズクラブ／宇治市明るい社会づくり運動の会／宇治市介護者（家族）の会／宇治市傾聴ボランティアサークル「かかし」／宇治市施設保護者
連絡協議会／宇治市字幕つけサークル「トトロ」／宇治市障害児・者父母の会／宇治市女性の会連絡協議会／（一財）宇治市体育協会／宇治市難聴者協会／宇治市難聴者協会後援会／宇
治市父子会／宇治手話サークル太陽／宇治手話の会茶だんご／宇治市要約筆記サークル「エコー」／宇治市要約筆記サークル「やまびこ」／（一財）宇治市連合母子会／（特非）宇治大好きネッ
ト／宇治地区保護司会／宇治鳳凰ロータリークラブ／宇治ライオンズクラフ／宇治リーディングボランティア／青梅グループ／大久保学区福祉委員会／大久保喜老会／大開学区福祉委員会／大
和田もみじ会／岡屋学区福祉委員会／小倉学区福祉委員会／小倉第一喜老会／小倉第二喜老会／御蔵山学区福祉委員会／御蔵山ゆう輪蔵ぶ／おこしやす／親子手話／笠取学区福祉委
員会／笠取第二学区福祉委員会／北小倉学区福祉委員会／北堀池ローマンクラブ／北槇島学区福祉委員会／京都エイブルワイズメンズクラブ／京都左官共同組合南部支部 蔦もみじの会／
京都司法書士会城南支部／（公社）京都府原爆被災者の会宇治支部／㈲キョーカン／心ぽかぽか和みの会／木幡学区福祉委員会／コンタクトパーソン「結」／サロン花／城南荘喜老会／神明
学区福祉委員会／神明栗駒喜老会／砂田喜老会／精神保健サロン｢元気です会｣／青年の社会参加を応援する会「実のり」／赤十字レスキューチェーン京都宇治支会／（特非）善法雇用促進
協議会／善法和広会／大正琴ファンタジー琴音人＆ミント／点訳グループ宇治川／同胞の家保護者会／菟道学区福祉委員会／菟道第二学区福祉委員会／中宇治喜楽会／名木喜老会／南
部学区福祉推進委員会／西大久保学区福祉委員会／西大久保自治喜老会／西岡屋喜老会／西小倉学区福祉委員会／西小倉地区社会福祉協議会／西木幡第二喜老会／（特非）認知症
予防ネット／野神ふれあいサロン／八番あやめクラブ／東広野山吹卒寿会／響けうたごえの会／開地区喜老会／平盛学区福祉委員会／フリースペースおやすみ／明星の会／ほっこりスペース 
あい／Hot！ふれあいサロンのんこ／微笑みの会／槇島学区福祉委員会／槇島東喜老会／槇島ホットサロン／（特非）まちづくりねっと・うじ／まんぷく会／緑ヶ原久楽部／南小倉学区福祉委員会
／南遊田第一喜老会／三室戸学区福祉委員会／柚子の会／わぁわぁネット

◦賛助会費
【45,000円】宇治東福祉会【匿名・個人】95件154,500円

◦寄付物品
プロジェクター１台、ブルーレイディスクプレーヤー、車いす２台、もちつき機１台　ユニチカユニオン宇治支部／クリスマスケーキ30個　㈲城陽環境開発／歴史散歩かるた５セット　ふれあいサロン
川東／座布団４枚　青年の社会参加を応援する会「実のり」【個人】デジタルカメラ１台・無線ルーター１台・手作り箱214個

◦寄附金
【400,000円】鳳凰流あじろ木会【291,000円】宇治市明るい社会づくり運動の会【100,000円】KUSTC【56,300円】ダンス喫茶やよい【47,741円】宇治市老人福祉センターサークル協議会
【47,521】(福)悠仁福祉会ｳﾞｨﾗ鳳凰【30,000円】宇治市商工会議所大久保地区委員会【19,000円】イトーヨーカドー労働組合六地蔵支部【15,200円】京都左官協同組合南部支部蔦もみじの会
【12,400円】宇治市視覚障害者協会【8,778円】宇治けんこう登山愛好会【5,000円】笠取第二学区福祉委員会【3,555円】宇治鳳凰大学【2,317円】Ｈ27年度鳳凰大学卒業お別れ会一同
【匿名・個人】9件56,038,060円（うち、遺贈2件を含む）

◦災害時支援活動準備金
【15,424円】御蔵山学区福祉委員会公園サロン【3,000円】宇治市施設保護者会連絡協議会

◦特別賛助会費（１万円以上のご協力）
【30,000円】池本車体工業㈱／宇治ダイワ自動車／（学）京都文教学園／（宗）生長の家宇治別格本山／㈱山仲工業所【20,000円】亀石楼／㈱南郷工業建設／マイクロ㈱【15,000円】宇治武
田病院／㈱グットメン／㈱ハッピー／平等院【14,139円】Hot！ふれあいサロンのんこ【13,000円】宇治市肢体障害者協会／宇治モラロジー事務所【12,000円】（一財）宇治市福祉サービス公社
【10,000円】アイ・オーシステム㈱／旦椋神社／あづみ産業㈱／アテック京都㈱／㈱伊藤久右衛門／（一社）宇治久世医師会／宇治市連合喜老会／㈱宇治吉田運送／かおり幼稚園／笠取ふれ
あい福祉センター／京都城南ライオンズクラブ／京都綜合警備保障㈱／（医）啓信会ケアスクールリエゾン大久保校／漢方の健伸堂薬局／（宗）許波多神社／㈱志水商店／㈱下岡建設／㈱新
京阪観光社／㈲新進堂印刷所／高橋内科医院／竹中歯科診療所／特別養護老人ホームヴィラ鳳凰／特別養護老人ホーム宇治さわらび園／長島精工㈱／㈱日経ハウジング／㈲日進トラベル
／任天堂㈱宇治工場／平和住宅建設㈱／ヘルパーステーションリエゾン大久保／槇島地区企業街づくり協議会／桝田商事㈱／㈱松菱製作所／㈲南山城複写センター／㈱睦備建設／㈱村田
商店／連合京都南山城地域協議会／㈱ロジック／和風すなっくふるさと【匿名・個人】21件325,000円

◦事業所会費
【匿名・個人】6件15,000円【9,000円】㈲わかはやし美容室【6,000円】宇治観光開発㈱／（医）徳洲会 宇治徳洲会病院／A-Village&むらかみパソコン教室／㈱かつらぎ宇治営業所／㈱近畿／
（医）仁心会宇治川病院／須藤石材㈱／（医）どろんこ会山口医院【5,000円】あさくら診療所／（医社）一心会都倉病院／宇治おうばく病院／㈱オートワークス京都／㈱音羽茶屋宇治店／㈱かわ
な工業／北川半兵衛商店／㈲キタムラ／共栄製茶㈱／近畿労働金庫宇治支店／松浩不動産㈲／㈱角與商店／中沼アートスクリーン㈱／㈲ナカハラ／日本ジフィー食品㈱／配食のふれ愛 宇
治店／林自動車／㈱ホクユー／㈱マキノデンキ／㈱丸久小山園／村澤医院／やぎ小児科医院／㈱山政小山園／㈱吉田電気商会【3,000円】artist　salon　SHOW／IFP㈱／ 宗／アイテム
㈱／㈱明石屋／縣神社／ASA宇治黄檗／あだち歯科医院／足立接骨院／安藤板金工作店／井内造園／㈱庵石材店／池田商店／（名）池本本家／㈱石田工務店／泉園銘茶本舗／和泉
工芸／一休堂／㈱伊藤電気／井上接骨院／今井新工務店／今井内科クリニック／（医）今林医院／（医）今村医院／今村酒店／㈱印南工業／上ノ山 吉岡医院／㈱UEMURA／㈱魚関／う
さぎ堂／宇治運輸㈱／宇治ガーデン・タナカ／㈲宇治川観光通船／宇治市小倉デイサービスセンター／（公社）宇治納税協会／宇治ふな栄／宇治槇島郵便局／宇治モータース販売㈱／宇田医
院／㈱ウチラ／A.B.C.café／エコライフフジワラ黄檗店／黄檗宗大本山萬福寺／大久保薬局／大竹金物店／太田電機㈱／大友工業所／㈱O-HOME／大森理容／（医社）岡田医院／岡田デ
ザインルーム／奥田建設工業㈱／奥西珠算教室／御蔵山聖天　宝寿寺／小倉幼稚園／お好み焼きおばんざい すえひろ／おざわ動物病院／㈲お多福便利堂／お茶のかんばやし／御料理処
かわます／家具の吉村／㈱カゴタツ／菓子工房KAMANARIYA宇治本店／（医）かどさか内科クリニック／がまプロショップ　中村釣具店 京阪三室戸駅前／髪美人／㈱神村製作所／川端商
店／㈲上林春松本店／㈲喜撰茶屋／㈲北岡園／木田工務店／㈲木田表具店／絹よし／㈲木下工業所／木下青果／㈱木村自動車／木村畳店／教栄寺／京菓子司与楽神明店／京都宇治
式部郷／（一財）京都工場保健会診療所宇治支所／京都新聞羽拍子販売所／京料理 宇治川／京料理 花萬／国本接骨鍼灸院／檪／久保田工作所／熊谷宏臣税理士事務所／ケアサービ
スセンターあいじゅ／ケイズ美容室／㈲幸栄堂／廣寿堂／浩正會　宮本医院／こざくら幼稚園／小林土地家屋調査士事務所／コミュニティカフェReos槇島／小山食品㈱／（医）小山内科医院
／サイクルパーク中谷／㈲阪本造園工務所／山幸食品㈱／JA京都やましろ中宇治支店／塩ホルモン焼しお／志津川五和の園老人保健施設／志津川陶芸教室／嶋村歯科医院／シューズショ
ップヤスケ／松栄金属㈱／㈲昇苑くみひも／JOHNAN㈱／㈱新関西テクニカ／新世警備保障㈱／神明でんき本店／神明湯／水彩工房西宇治店㈱小西商店／㈱スーパーいけもと／スーパー
ラスカ／鮨席 初瀬／㈲鈴木建商／鈴木宏受歯科医院／スワ診療所／（医）聖医会中村歯科医院／㈱セグチ／セブンイレブン宇治大久保旦椋店／創価学会宇治平和会館／そば処　観月／大
春商事㈱／竹中内科医院／田中診療所／谷口内科医院／㈱谷商店／田渕電機産業㈱／玉田酒店／ちさと美容室／千葉食料品店／ツア・クローネ／㈱ツキデﾞ工務店／辻岩製茶㈱／辻川看
板塗装工芸／㈱辻利一本店／㈱テック技販／手揉み院やまぐち／土井内科／徳田税理士事務所／とどう整骨院／鳥菊本店／鳥料理さいとう／ナカガワ胡粉絵具㈱／㈲ナガタ電機工業／なが
の整骨院／中村菓舗／中山医院／成美屋クリーニング店／㈲南城園／㈲肉のモリタ屋／西尾医院／西小倉幼稚園／西野医院／㈲西村興産／㈲西森電気／㈱日照技術コンサルタント／日商リ
ネンサプライ㈱／ネッツトヨタヤサカ㈱大久保店／能登椽稲房安兼／㈱野村佃煮／BIKE&CYCLEツボタ／BAUS／㈲白雲庵／白水舎クリーニングﾞ取次店ほりい／橋姫神社／長谷川私塾／㈱
ハッピーテラダ／㈱花宗商鋪／花正生花店／㈱花屋敷浮舟園／萬松閣 京楽膳 萬／美ingはっぴい／ひかり倶楽部／ビストロ・ヴァン・キャトル／ビストロ ｄｅ ナカガワ／ビューティーサロンカール／
美容室パル／㈱ひらきアーキテック／平杉鍼灸整骨院／HILLTOP㈱／ひろみ鍼灸整骨院／びわ薬局／㈲フク井生花／福井製茶場／㈱福文製茶場／藤井司法書士事務所／藤田オートサービ
ス／㈱フジヤマ技研／㈲フタミ自動車／仏壇・神具やすらぎ／不動産イワスヱ産業／㈲船川園本店／（税）プラスカフェ／プレス精工㈱／㈲プロジェクトアオキ／ヘアーサロンナリタ／ヘアサロンナカ
ジマ／平和堂ショッピングプラザ100BAN同友店会／ペーハーセブン㈱ヤマダ／㈲部谷電機工業所／㈱芳春園岩井勘造商店／㈱星山組／㈱堀井七茗園／堀安園／真柴豆腐店／㈱増井商店
／マルキク商店／丸五醤油譲造㈲／㈱丸宗／㈱丸利吉田銘茶園／みどり機能訓練デイサービスセンター／南宇治地区コミュニティ推進協議会／みのり幼稚園／都フーズ／村田寝具㈱／村山
医院／メガネの三城 宇治槇島店（㈲シナプス）／㈲メディカルサポートダン／森居歯科医院／㈱森井電機／森岡畳店／モリタアニマルクリニック／山音／㈱山科自動車教習所／㈲山城屋／大和
塾／大和動物病院／㈱山本自動車工業／（医）弥生会上田診療所／（医）弥生会デイサービスセンター普提樹／吉住司法書士事務所／吉田造園／よろず屋／㈱洛南エンジニアリング／洛南生
コンクリート協同組合／洛陽プラスチック㈱／理容「ナイス」／理容アズマ／理容髪工房／理容室ふじい／ワーゲンショップキタガワ／和風屋えん【匿名・個人】12件33,000円

◦施設会費
【5,000円】あい工房／あさひ保育園／天ヶ瀬きぼうの家／天ヶ瀬寮／天ヶ瀬ワークスあすなろ／いずみこども園／伊勢田保育園／宇治川福祉の園／宇治作業所のびのび／宇治福祉園／宇治
明星園白川ケアハウスあさぎり／宇治明星園白川デイサービスセンター／宇治明星園白川特別養護老人ホーム／宇治明星園デイサービスセンター／宇治明星園特別養護老人ホーム／かおり之
園／北小倉こひつじ保育園／くりくま保育園／㈱ケアトラスト グループホームメイプルリーフ／㈱ケアトラスト メイプルリーフ宇治／㈱ケアトラスト メイプルリーフ金草原／㈱ケアトラスト メイプルリーフ
槇島／けあほうむ ぴあ／㈱こころ放課後等デイサービス かえるぱんだ／志津川福祉の園／児童デイころぽっくる／重症心身障がい児デイサービス ヴィオ／（特非）就労ネットうじみっくすはあつ／

（特非）就労ネットうじみっくすはあつ ゆめハウス／障害者支援施設 魁／生活介護施設クローバー／第２登りこども園（ほーぷるのぼり）／デイサービスセンター くりくま／デイサービスセンター ハー
モニーこはた／デイサービスセンター わっはっは神明／デイセンター宇治作業所／伝書鳩デイサービス／（社福）同胞会　同胞の家／同胞の家イサク事業所／同胞保育園／特別養護老人ホー
ム天ヶ瀬苑／なかよし保育園／（一財）日本老人福祉財団　京都ゆうゆうの里／のぞみ保育園／登りこども園（ぴっころのぼり）／Ｈａｎａ花保育園／ひいらぎ保育園／平盛デイサービスセンター／
広野保育所／（特非）ほっととうがらし／槇島ひいらぎ保育園／槇島福祉の園／南浦くすのき幼保連携型認定こども園／南浦幼保連携型認定こども園／明星保育園／みんなのき黄檗こども園／
みんなのき三室戸こども園／ヤマト㈱ニングルの森／（社福）悠仁福祉会／洛南共同作業所／ワークセンター宇治作業所

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。

＊平成 28 年度にご協力をいただいた事業所、施設、団体名を掲載しています。（法人・事務所のみ掲載しています。匿名希望の法人等
及び個人はまとめて掲載しています）


