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平成30年10 月 25 日（木）

第3回 岡山市社会福祉大会 開催決定！
※表紙の写真は昨年度のものです。

毎年の恒例行事となりました、岡山市社会福祉大会を今年も開催します！長年にわたり福祉向上に尽くされた
方々の表彰式典に加え、福祉講演では講師に女優の由美かおる氏をお招きします。
詳細は次のページへ！
だれもが生き生きと暮らせる

福祉のまちづくりを目指して

もくじ
● 第３回岡山市社会福祉大会

〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目 1 番1 号
電話：086-225-4051 FAX：086-222-8621
【URL】 http://okayamashi-shakyo.or.jp/
【E メール】 info@okayamashi-shakyo.or.jp
フェイスブックも更新中！
ぜひ登録をお願いします▶
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この広報誌は共同募金の配分金で発行しています。

第３回

参加費
無料

岡山市社会福祉大会の
開催のお知らせについて
誰もがいきいきと暮らせる福祉のまちづくりを実現するためには、福祉への理
解をひろげ、多くの方々との協力関係を築き実行していくことが求められます。
そのため本会では市内の社会福祉関係者が一堂に会し、多年にわたり社会福祉
の向上に尽くされた方々に感謝の意を表することにより、社会福祉のより一層の
発展に資することを目的とした福祉大会を開催します。表彰とあわせて行う講演
会では、講師に由美 かおる氏をお招きし、ご講演いただきます。多くの方のご
参加をお待ちしております。
日

時

平成30年10月25日（木）

13：30～16：00（受付開始12：30～）
おかやま未来ホール

場

所

内

容

13：30～
14：30～

定

員

600名 ＊定員を越えた場合は抽選

申込方法

（岡山市北区下石井１-２-１イオンモール岡山５階）

開会・式典（表彰式）
記念講演
「いつまでも若々しく美しく健康に～西野流呼吸法～」
講師：由美 かおる 氏

住所・氏名・電話番号を明記し、
はがき・FAX・メールで下記へ申込ください。

お申し込みはこちらまで▼
社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
〒700-8546

岡山市北区鹿田町一丁目１-１

岡山市社会福祉大会係

【電話】
086-225-4051 【FAX】086-222-8621
【E メール】chiiki@okayamashi-shakyo.or.jp
【申込締切
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平成 30 年８月31日（金） ※当日消印有効】

内祝・香典返しなどにかえて福祉事業へのご寄付は岡山市社会福祉協議会へ

相談
無料
フリーダイヤル

岡山市寄り添いサポートセンター
をご活用ください！

0800-200-8730

生活やお仕事、家計のことなどで悩んでいませ
んか？当センターは、お困りごとを抱えたあなた
に寄り添って、あなたに合った支援を一緒に考え、
解決策を探していきます。お気軽にご相談ください。
※相談日は平日8：30～17：00となっております。

● 平成29年度実績

新規相談受付者 
1,018件
（匿名等の非特定者含む）
460人
相談同意をいただいた人数 
106人
相談のみで対応 
49人
他の支援機関へつないだ 
485件
支援プラン作成（のべ件数）
就労支援をして仕事が決まった  101人

働き手をお探しの雇用主のみなさまへ

経験豊かで、働く意欲の高い
シニア人材をご紹介します！
シニアを雇用する経営者にインタビュー

現在活躍中のシニア、青梨一夫さん（64歳）
「体が元気なうちは動きた

㈱オアシスジャパン代表取締役

い」と思い、生涯現役応援

田中 英樹さん

センターに登録しました。

Q．現在、働いているシニアの人数は？
A．従業員14人中、６人がシニア（64
歳から78歳）です。
Q．シニアの業務内容は？
A．当社は、福祉車両専門店です。洗車、車内クリーニング、
陸運局での車両登録業務、お客様の車両の預かりと納車な
どです。
Q．シニア雇用の魅力は？
A．仕事に対する真摯な姿勢、責任感、忍耐力、粘り強さです。
車を掃除するために、竹を削ってヘラを作るなど、シニア
には知恵と工夫があります。また、従来、整備士や営業が
行っていた洗車などの業務を任せられ、業務の効率化が図
れます。いろんな世代がいることが、よい刺激となり、社
内が活性化します。

生涯現役応援センター
北区大供二丁目４-25（ひまわり福祉会館内）

【電話】086-222-8619 【FAX】086-238-7757
【E メール】geneki@okayamashi-shakyo.or.jp

ティアのみなさん
ラン
、
だ
ボ
だん ん！

島根県西部地震災害支援

仕事を始めて、毎日張り合
いがあります。お客さんに
「ありがとう」と言われる
福祉車両の説明をする青梨さん

と、感謝の気持ちや充実感
が得られます。

シニア採用のメリット
●
●
●
●

働くことへの意欲が高く、責任感が強い
豊かなノウハウ、技能・技術、人脈がある
賃金、雇用形態、就業時間など柔軟な勤務が可能
条件を満たせば、高齢者雇用助成金の対象に

生涯現役応援センター求人登録のご案内
まずは、お電話でお問い合わせください。
「求人申込書」は、生涯現役応援センターのホームページか
らダウンロードすることもできます。

※登録料・紹介料不要

生涯現役応援センター

平成30年４月９日に発生した島根県西部地震の災害支援として、４月27日～30日
まで岡山市社会福祉協議会の職員を島根県大田市へ派遣し、災害ボランティアセンター
運営のサポートを行いました。
大田市災害ボランティアセンターのスタッフ、そして集まってくださったボランティ
アのみなさんは、被災をされた方々の生活環境の整備だけではなく、辛い気持ちへの
寄り添いや、今後の生活への不安解消などに、真摯に取り組まれていました。
被災をされた方々が、一日でも早く安心して過ごせる日を迎えられることをお祈り
申しあげます。
※だんだん = 出雲弁で「ありがとう」
の意

この広報誌は共同募金の配分金で発行しています。
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操南学区社会福祉協議会

紹介

地区社協

地区概要

会長あいさつ
操南学区は操山の南に位置し、旭川と
百間川に挟まれた住宅と農地の混在した
海抜ゼロメートル地帯が多い地域です。

人
口
世 帯 数
高齢化率
設 立 年

8,597 名
3,514 世帯
25.1 ％
平成８年４月

（平成30年３月末現在）

操南学区社会福祉協議会は、役員８名と学区の各種団体の協力を得て、
地域の高齢者や一人暮らし高齢者が対象の活動から子育て支援、各サ
操南学区社会福祉協議会
会長

片山 勝昌さん

ロン支援等、多岐に亘っています。この福祉活動の中心には、携わる
人材の確保と協力体制の構築が課題としてあります。「福祉活動」
とは、
便利な時代になったとはいえ、やはり人と人が関わるアナログの活動
だと考えています。心根のやさしい人材に参加していただき、学区の
福祉向上に少しでも役立てればと願っている次第です。

活動
紹介

高齢者元気の出る会
学区の大勢のボランティアの
皆さんによる演芸（琴の演奏・
マジック腹話術）
を楽しみました。

敬老会

ふれあい会食会 ( 配食型 )

操南学区社協・女性クラブの総
勢40名による敬老会の風景

学区栄養改善協議会の皆さんをはじめ、愛育委員、民生
委員・児童委員の皆さんの協力により美味しいバラ寿司を
作っていただき、70歳以上の一人暮らしの方に配達しま
した。バラ寿司をお届けすると、大変喜んでくださりまし
た。

4

内祝・香典返しなどにかえて福祉事業へのご寄付は岡山市社会福祉協議会へ

紹介

地区社協

南方地区社会福祉協議会
地区概要

会長あいさつ
当地区は、かつて南方学区と呼ばれて

いた地域で、現在は中央小学校区の南方
地区であります。桃太郎大通りから西川

人
口
6,474 名
高齢化率
26.5 ％
設 立 年 平成20年12月
（平成30年３月末現在）

緑道公園をのぼり、津島のスポーツ公園の手前まで、鉄道・裁判所・
学校・こども園・きらめきプラザなどがある、にぎやかな地区です。
南方地区社会福祉協議会
会長

西原

誠さん

活動
紹介

しかし、南方小学校がなくなり、旭中学校もなくなりという変化の
中で、人と人とのつながりが希薄になってきました。一方で、最近は
駐車場、家、アパートが多く建ち、若い人も増えてきている様に感じ
ます。
新しい方にも入っていただき、地元住民の活動を活発にして、元南
方学区を元気にしたいと考えております。

南方地区社協では、盆踊り大会、夏休みのラジオ体操、地域の保育園・幼稚園
との交流、ふれあい昼食会など、高齢者から子どもまで様々な世代が交流し、安
心して住める地域づくりを目指して活動しています。

ふれあい昼食会

ラジオ体操

盆踊り大会

この広報誌は共同募金の配分金で発行しています。
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赤い羽根子どもの居場所づくり
補助金交付団体のご紹介
特定非営利活動法人

特定非営利活動法人

志塾フリースクール岡山

すたんど

助成金を活用して、フリースペースに入って
すぐ右側の場所に待ちに待った図書スペースが
完成しました。生徒さん、ボランティアさんの
リクエストで決めた本棚と書籍を用意して、毎
日スクールのみんなで活用しています。

うのっこ食堂運営委員会
地域の大人と子どもが一緒に遊んだり夕食を
作ったりして触れ合っています。一人暮らしの
方や学生の参加もあり、地域の輪が広がってい
ます。
次世代を担う子どもたちの育ちの一助になれ
たらと思います。

6

ふれあい勉強会は、当団体と岡山大学ボラン
ティアサークルろっとの協力で活動しています。
様々な理由で「もっと勉強したいけどできない」
と思っている児童、生徒に週三日の無料学習塾
をマンツーマン指導で開催しています。

おかえり子ども食堂
効率よく調理をするのに保温鍋・カーペット購入
に助成金を活用しました。毎月バランスの良い食事
を提供し、子どもたちが友達や年齢の違う人たちと
一緒に食事が出来る事は、楽しみの一つだ
と思います。また、子ども食堂が子ども
たちだけではなく大人の居場所・地域の
関わりの場でもあるのではないかとも
思っています。

内祝・香典返しなどにかえて福祉事業へのご寄付は岡山市社会福祉協議会へ

ひまわり福祉相談センター
岡山市北区大供二丁目４-25（ひまわり福祉会館内）

相談無料
ご相談ください！
日頃のお悩み・困りごと

心配ごと相談
生活に関わる日頃のお悩みや心配ごとの相談に応じます！
例えば…ご近所トラブル、家庭の問題、日頃の心配ごと など
相談日時：毎週月・水・金曜日 13～16時（祝日・年末年始を除く）
相談時間内に限り、電話でも相談に応じます
（相談専用電話：222-8618）

相談員

（民生委員・児童委員等）

～御津・灘崎・建部地域は下記のとおり行っています～
日

時

間

場

所

電

話

お問い合わせ

御津

第１月曜日

13～16時

御津支所

724-1111

社協御津分室724-3121

灘崎

第１月曜日

13～16時

ウエルポートなださき

362-4265

社協灘崎分室362-4265

建部

第３土曜日

13～16時

建部町老人福祉センター

722-1770

社協建部分室722-1770

※相談日が祝日の場合、別の日に振り替えますので、ご確認ください。

第３次地域福祉活動計画
を策定しました。

本会の基本理念である「市民の参加と支え合いによる “ だれもが生き生きと
して暮らせる福祉のまちづくり ”」の実現に向け、地域福祉活動をより効果的
に実践していくため、平成30年度から平成32年度までの３か年の中期計画と
して策定いたしました。
策定にあたり、各種団体やイベント参加者を対象に市民アンケート調査を実
施し、市内５か所で地域福祉座談会を開催し、市民の皆様方から広くご意見を
いただきました。

預金通帳

日常生活自立支援事業
生活支援員募集

地域には高齢や障害によって判断能力が不十分なため、福祉サービスの利用手続きや日々のお金の管
理に不安を抱えている方がいます。日常生活自立支援事業では、そのような方々が安心して生活出来る
ようにお手伝いしてくださる、生活支援員を募集しています。興味・関心のある方、お気軽にお問い合
わせください。
応募要件

●ボランティア活動や福祉に関心がある方
●週１日程度の活動が可能な方。
※特別な資格の有無は問いません。

活動内容

 融機関でのお金の払出しや、
金
利用者の自宅や入所施設等を訪問し、
生活費等を届けていただきます。

活 動 費

１時間あたり790円 ※交通費は、別途支給（実費程度）

お問い合わせ先

岡山市社会福祉協議会

権利擁護センター 【電話】086-225-4051

この広報誌は共同募金の配分金で発行しています。
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平成30年度 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会 事業計画
基本理念

市民の参加と支え合いによる

“ だれもが生き生きとして暮らせる福祉のまちづくり ”
今年度
重点事業

❶ 社協支部・地区社協活動の推進
❷ 生活支援サービス体制整備事業の推進
❸ 生活困窮者自立支援事業の推進

❹ 生涯現役社会づくり事業の推進
❺ 権利擁護事業の推進
❻ 地域における公益的な取り組み
（社会福祉法人との連携）の推進

基本目標・活動目標・実施事業
１

共に助け合い・支え合いのまちづくり

❶ 地域における福祉推進組織の活動促進

２

●社協支部・地区社協活動の推進
●小地域福祉活動計画の策定

❶ 福祉教育の機会の提供

●出前福祉体験事業
●夏のボランティア体験事業

❷ 地域での居場所・通いの場づくり

●ふれあい・いきいきサロン事業
●子どもの居場所づくり相談窓口設置事業（新規事業）

❷ ボランティア相談体制の整備

●ボランティア相談対応・情報発信

❸ 見守り・声かけ活動の推進

❸ 活動機会の提供

●安全・安心見守り・声かけ推進事業
●ふれあい・いきいきサロン事業（再掲）

●生涯現役社会づくり事業

❹ 担い手の育成

❹ 地域のふれあい・交流の場づくり

●ボランティア養成講座

●ふれあい給食サービス事業

❺ 災害に備えた支援体制づくり

❺ 地域での助け合い・支え合い活動の体制づくり

●災害ボランティアセンターの体制整備

●生活支援サービス体制整備事業

３

ニーズを受けとめ、寄り添う体制づくり

❶ 相談事業の充実

４

●心配ごと相談（ひまわり福祉相談センター事業）
●高齢者・障害者無料法律相談
（ひまわり福祉相談センター事業）

●介護保険事業
●身体障害者居宅介護事業・障害者自立支援事業

❷ 地域に根差した子育て支援の充実

●区事務所・分室の相談支援機能の強化

●児童館の運営

❸ 生活課題解決に向けた支援体制の強化

❹ 権利擁護体制の強化

●法人後見事業
●日常生活自立支援事業
●市民後見人の養成・育成の支援

５

見える社協づくり

❶ 市民活動の発信と活動の見える化
●情報発信の仕組みづくり
●社会福祉大会の開催
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安心して暮らせるための
サービスへの取り組み

❶ 在宅福祉サービスの充実

❷ 身近な場所での相談支援機能の強化

●生活困窮者自立支援事業
●福祉区民生委員児童委員協議会事務局の運営
●地域における公益的な取り組み
（社会福祉法人との連携）
（新規事業）
●包括的支援体制構築事業（新規事業）

人づくりボランティアの心を
育むまちづくり

❸ 地域と協働した在宅福祉サービスの実施
●福寿苑すまいるクラブ事業

６

その他の事業

●第４次発展・強化計画の見直し
●第18回障害者スポーツ大会
「輝いてキラリンピック」
選手派遣業務 ( バレーボール競技 )
●岡山市敬老会・岡山市障害者体育祭・
わくわく子どもまつり in 岡山ドーム
●高齢者スポーツ大会（ボウリング大会）
●第31回全国健康福祉祭とやま大会
（ねんりんピック富山2018）参加事業
●岡山市障害者製作商品販売等事業
（福祉の店元気の輪）
●指定都市社協・民児連連絡協議会の開催

内祝・香典返しなどにかえて福祉事業へのご寄付は岡山市社会福祉協議会へ

平成30年度予算
●平成30年度 予算額
（区分別）
拠点区分

サービス区分

（単位：千円）
本年度予算額

法人運営事業

177,829

日常生活自立支援事業

32,465

法人後見事業

14,405

いきいきサロン推進事業

6,687

地域福祉活動事業

27,738

共同募金配分金事業

49,070

ボランティアセンター事業

4,595

居宅介護事業

33,172

重度訪問介護事業

49,431

移動支援事業

8,336

特定相談支援事業

4,989

児童館管理運営事業

78,668

御津老人福祉センター管理運営事業

1,800

建部町老人福祉センター管理運営事業

6,864

建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業

4,329

老人憩いの家管理運営事業

6,056

福寿苑管理運営事業

10,349

生活福祉資金貸付事務事業

4,123

本部事業 低所得者援護事業

2,200

貸付金事業

5,422

ふれあい給食サービス事業

6,882

ひまわり給食サービス事業

9,755

給食サービス促進事業（建部）

5,542

全国健康福祉祭参加事業

10,343

安全安心ネットワーク事業

2,811

岡山市生活困窮者自立支援事業
障害者スポーツ大会選手派遣等事業

61,571
1,477

福祉の店管理運営事業

15,221

生涯現役社会づくり事業

20,000

生活支援サービス体制整備事業

48,800

子どもの居場所づくり相談窓口設置事業

3,200

地域福祉活動基金

1,600

ひまわり福祉基金

800

財政運営安定化基金

300

施設等整備・改修基金

180

奨学金吉田基金

241

切山基金

2

通所介護介護保険等事業（建部）
介護事業

平成29年度決算

61,677

居宅介護支援介護保険事業（建部）

21,791

訪問介護介護保険等事業（建部）

12,816

通所介護介護保険等事業（瀬戸）

33,183

合

計

846,720

●
【法人全体 資金収支計算書】 平成30年３月31日現在（単位：円）
《収

入》

会費収入
寄附金収入
経常経費
補助金収入
受託金収入
貸付事業等収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス
等事業収入
受取利息
配当金収入

決算額
《支 出》
22,397,400 人件費支出
125,279,145 事業費支出
179,905,115 事務費支出

78,541,163

260,012,130
3,999,214
13,969,483
470,000

2,566,114
66,694,719
30,000
0

貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産
118,424,357
取得支出
基金積立
89,623,299
資産支出

899,856
187,715,922

3,317,213 積立資産支出
その他の活動
による支出
当期未支払
0
資金残高

その他の収入
施設整備等
補助金収入
基金積立資産
取崩収入
積立資産
取崩収入
その他の活動
による収入
前期未支払資金
合 計

決算額
534,765,957
36,538,914

1,161,997

3,743,739
15,473,380
99,719,688

85,264,937
19,964,167
8,401,660
94,499,335
1,026,689,452

●
【法人全体 貸借対照表】

合

計

1,026,689,452

平成30年３月31日現在（単位：円）

資産の部
勘定科目
流動資産
普通預金
未収金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
土地
建物（基本財産）
その他の固定資産
土地
建物
車両運搬具
器具及び備品
権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
地域福祉活動基金積立預金
ひまわり福祉基金積立預金

当年度末
146,090,489
84,495,333
57,056,676
40,000
1,166,480
120,000
90,000
3,122,000
863,515,331
50,243,309
19,100,000
23,000,000
8,143,309
813,272,022
3,390,040
91,985
4,538,979
3,101,055
218,400
20,195
30,270,869
168,602,170
37,201,847
202,049,427
152,166,780

財政運営安定化基金積立預金

19,999,200

負債・資本の部
勘定科目
当年度末
流動負債
46,370,801
未払費用
38,294,531
預り金
3,674,827
職員預り金
4,257,443
前受金
144,000
その他の流動負債
0

固定負債
258,214,471
退職給付引当金（全社協） 168,602,170
退職給付引当金（県社協） 37,201,847
長期預り金
52,410,454
負債の部 合計
基本金
基本金
基金
地域福祉活動基金
ひまわり福祉基金
財政運営安定化基金
施設等整備改修基金
奨学金吉田基金
切山基金
その他の積立金
事業調整資金積立金

304,585,272
48,222,211
48,222,211
541,027,229
202,049,427
152,166,780
19,999,200
30,000,000
29,249,000
107,562,822
24,688,253
24,688,253

施設等整備・改修基金積立預金
30,000,000 次期繰越活動収支差額
91,082,855
事業調整資金積立預金
24,688,253
次期繰越活動収支差額
91,082,855
差入保証金
121,000
奨学金吉田基金積立預金
29,249,000
切山基金積立預金
107,562,822
純資産の部 合計
705,020,548
資産の部 合計
1,009,605,820 負債及び純資産の部 合計 1,009,605,820

この広報誌は共同募金の配分金で発行しています。
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岡山ふれあいセンター
からのお知らせ
★夏休み親子体験教室★
❶ 親も子どもも学ぶ椅子

７月22日（日）10：00～12：00
受講料610円（別途材料代1,000円）

❷ ハーバリウムをつくろう

８月25日（土）14：00～15：30
受講料610円（別途材料代1,400円）

❸ 親子で料理レッスン

８月26日（日）10：00～12：00
受講料610円（別途材料代1,000円）

会場
岡山ふれあいセンター（岡山市中区桑野715-２）
※詳細はホームページをご覧ください。

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償 ! !

平成30年度

ボランティア活動保険

保険金額

年間保険料（１名あたり）
Ａプラン

Ｂプラン

後遺障害保険金

1,040 万円
1,040 万円

1,400 万円
1,400 万円

入院保険金日額

6,500 円

10,000 円

プラン

保険金の種類

全国200万人
加入!!

死亡保険金

（限度額）

ケガの補償

4,000 円

特定感染症の補償
葬祭費用保険金

プラン

基本タイプ

Ａプラン

Ｂプラン

350 円

510 円

500 円

710 円

（限度額）

手術 入院中の手術 65,000 円 100,000 円
保険金 外来の手術 32,500 円 50,000 円
通院保険金日額

タイプ

6,000 円

天災タイプ（※）

（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険

検索

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火ま
たは津波）
に起因する被保険者自身
のケガを補償しますが
（天災危険担保
特約条項）、賠償責任の補償につい
ては、天災に起因する場合は対象に
なりません。

保険金をお支払いする主な例

上記後遺障害、入院、通院の
各補償金額（保険金額）に同じ

賠償責任

の 補 償

（特定感染症）

賠償責任保険金

300 万円（限度額）
5 億円（限度額）

（対人・対物共通）

ボランティア行事用保険

送 迎 サービス 補 償

福祉サービス総合補償

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

（傷害保険）

（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

● このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ ●
団体契約者

社会福祉法人

全国社会福祉協議会

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
〈 引受幹事
保険会社 〉
ＴＥＬ：０３
（３３４９）
５１３７

受付時間：平日の 9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3 を除きます。）

取扱代理店

株式会社

福祉保険サービス

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ

ＴＥＬ：０３
（３５８１）
４６６７ ＦＡＸ：０３
（３５８１）
４７６３

営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）
この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。
〈SJNK17-16970
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内祝・香典返しなどにかえて福祉事業へのご寄付は岡山市社会福祉協議会へ

2 0 1 8 . 1 . 9 作成 〉

◆ 興除

稲田 宏 好

◆ 灘崎

勇
実









（曽根）

◆ 藤田

法人会員
（西高崎） 都北沖麦生産組合  （藤田）
（西高崎） 宗教法人
世界平和統一家庭連合
広和印刷株式会社
岡山家庭協会  （藤田）
（御津矢原）

容

● オープニングアトラクション（岡山市消防音楽隊）
● 表彰式
● 講演 フリーアナウンサー 井上 いつのり 氏
演題 「取り戻そう思いやりの心」～絆つなぐ地域へ～
そ の 他 社会福祉協議会活動のパネルを会場に掲示
福祉の店 「元気の輪」出張販売実施

内

山下
小場
◆ 御津

鳩場 和 明

住所、氏名、電話番号を記入し、下記事務所までお申し込みください。

【電話 /FAX】
086-942-3260 【E メール】
higashiku@okayamashi-shakyo.or.jp

岡山市社会福祉協議会東区事務所 〒704-8116 岡山市東区西大寺中二丁目16-33 西大寺ふれあいセンター内

東区事務所瀬戸分室 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸54-１ 瀬戸公民館内

【電話】086-952-4441 【FAX】
086-952-2225 【E メール】
seto@okayamashi-shakyo.or.jp

問い合わせ

11

この広報誌は共同募金の配分金で発行しています。

参加費
無料

 がき、FAX、E メールに「東区社会福祉大会」と明記の上、
は

申込方法

多目的ホール（岡山市東区西大寺南一丁目２-３）
西大寺緑花公園・百花プラザ
所
場

12：15～）

平成30年７月14日 ( 土 )12：45～16：00（受付
開催日時

藤原 敏和  （御津伊田） 藤田公民館
香典返しに
吉行 昌俊
おかしづくりクラブ一同
（御津草生）
かえてご寄附

河田 哲郎
（御津中泉）
（藤田）


高角
茂
（御津河内） ◆ 御津
◆ 岡山

多田 清 見
（南方） ◆ 瀬 戸
かよ＆ふれんず （

 御津金川）
矢吹 栄 治
（下伊福） 西澤 尚子  （瀬戸町瀬戸）
（期間中二回）


竹内 良 枝 
（和気町） 大深 洋和  （瀬戸町瀬戸） 岡山県年金協会
木見 初 男 
（海吉） 藤原 和純  （瀬戸町沖）
岡山西支部御津建部分会 （ 福渡）
赤松 敬信
（瀬戸町肩脊） 御津身体障害者福祉協会
◆ 西大寺

（故）井上 忠夫  （西片岡） （故）島村 稔  （瀬戸町沖）
（御津宇垣）

武田 清志  （大多羅町） 大和 裕子  （瀬戸町南方）
吉田富美子 （瀬戸町旭ヶ丘） ◆ 瀬戸
◆ 上道

豊
山﨑 三 郎
（沼） 小倉
（瀬戸町下） 芳愛産業 
（赤磐市）


吉岡 憲 司 
孝志  （瀬戸町大内）
（竹原） 柏
（期間中三回）

田淵 美賀雄  （瀬戸町下）
◆ 一宮
◆ 建部
岸
一彦 
（松尾） 楢村 泰久  （建部町大田）
神﨑 榮 子 
（一宮） 田淵千恵子  （建部町大田）
物品寄附
宇野 道 子
（西辛川） 黒田 哲史
（建部町西原）


三浦美知子
（建部町西原）
◆ 吉備

板野 典 明
（白石） 土居川祐一
（建部町品田） ◆ 岡山


マルハン東岡山店（下）
◆ 足守
◆ ほのぼの荘
森永
要
（河原） 長崎 雅臣
（建部町品田）
（期間中二回）



中尾 和 広
（下足守） 延江 耕一 （建部町下神目） パーラーメトロ福島店（福


 島）
行本 真 一 
（粟井） 河本美紀子 
（川口市） 岩井 奉子 
（原尾島）
おかやまコープ
◆ 津高
竹原 昭 次 
（高野）
 （大野辻・大福・福富）
一般寄附
フードバンク岡山
◆ 妹尾
西内登 喜 子
（箕島）
◆ 建部

神原 数子  （建部町福渡）
◆ 福田
◆ 岡山
渡辺 和 子
（古新田） 村上 知子
（大供） ◆ ほのぼの荘

玉柏グリーンクラブ （
 玉柏） 太田 勝正 （
 建部町角石畝）

会員会費・ご寄附ありがとうございます。

受付期間：平成30年２月から30年４月分まで。なお敬称は省略させ
ていただきます。また承諾をいただいた方のみ掲載しております。

平成30年度 岡山市東区社会福祉大会

福祉 の 店
契約施設

紹 介

「多機能型事業所ひまわり」
「多機能型事業所ひまわり」では、利用者を主人公とし、一人一人の夢や目標の実現を

めざし、自分らしい人生を歩む為の活動を行っています。平成15年から開始した地域交

流活動を通じ、地域の街づくりに参画し、地域と共に福祉拠点づくりに取り組んでいます。
１．街づくり会議

２．スイーツ製作

ひまわりカフェ

地域活性化をめざし、地域の皆さんとの交流の場とし
て、毎月恒例で開催しています。ラ
イブコンサート、料理教室、町内会
との合同アート展を開催しています。

招き猫美術館（岡山市金
山寺）と提携し、オリジナ
ルラッキークッキーを製造
販 売。 毎 月 約400個 を 売
り上げる人気商品です。ま
た、 オ リ ジ ナ ル パ ウ ン ド
ケーキは、岡山市福祉の店、
県内各地のイベントで好評
発売中です。

３．株式会社トンボと提携した内職
学生服で著名な創立140周年を迎えた
株式会社トンボと提携し、毎日約300個
の制服収納の箱折、ミシンによる縫製作業
を行っています。

多機能型事業所 ひまわり

〒700-0071 岡山市北区谷万成1-6-1
【電話・FAX】086-252-9890
【Eメール】himawari@mannari.or.jp
【ホームページ】http://mannari.or.jp

ク イ ズ
岡山市社会福祉協議会は、○○○たちが食事
や学習、団らんなどを通して、安心して過ご
すことのできる “ 居場所づくり ” に取り組む
団体へ、赤い羽根共同募金を活用して補助金
をお渡ししています。○○○に入る言葉はな
んでしょう？

『○○○の居場所づくり』
※○○の中に当てはまる言葉を埋めてください。
ヒント 誌面で紹介されていますので探してみてください。

クイズに正解した方の中から抽選で10名様に、
多機能型事業所ひまわりの製品をプレゼントい
たします。ふるってご応募ください！
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応募締切：平成30年８月24日（金）
はがき、FAX、E メールのいずれかで下記の内容を
明記の上、ご応募ください。

①お名前 ②ご住所 ③電話番号 ④クイズの答え
⑤社協だより７月号で印象に残った記事と感想
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目１-１
「社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

おかやま社協だより係」宛
【F A X】086-222-8621
【Eメール】chiiki@okayamashi-shakyo.or.jp
※プレゼント当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募はお一人様につき一回とさせていただきます。

内祝・香典返しなどにかえて福祉事業へのご寄付は岡山市社会福祉協議会へ

