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個人、企業、事業所等の方へ

“じぶんの町を良くするしくみ。”赤い羽根共同募金運動
児
童
の
ラ
ン
リ
ュ
ッ
ク
に
赤
い
羽
根

小
学
生
の
背
負
う
ラ
ン
リ
ュ
ッ
ク
に
も〝
赤
い
羽
根
〞

＝支え合い、助け合い、励まし合って、つながる福祉＝
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住　所：〒611―0021
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＝

この広報紙は、赤い羽根共同募金配分金で作成しました。
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10 月１日から 12 月 31 日までの３ヶ月間、全国協調の募金運動です。共同募金運動は、ただ、お金を集めるだけではなく、
地域の福祉を支える活動を応援（助成）しています。
宇治市共同募金委員会では、その事務局を宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）が担い、次のような地域福祉活動
を支えています。
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“じぶんの町を良くするしくみ。”赤い羽根共同募金運動

主な助成先（事業）158団体・グループ

宇治市介護者家族の会（介護体験発表とつどい）
宇治リーディングボランティア（視覚障がい者向け音訳ボランティア養成講座）
宇治難病患者連絡会（患者家族交流会・相談会）
要約筆記サークル「やまびこ」（聴覚障害者と要約筆記の啓発）
（特非）アウンジャ（DVFV被害者の同行支援、生活・相談支援）
（公財）京都府原爆被災者の会宇治支部（被爆体験の語り部）
Hot! ふれあいサロン（居場所）市内 114 か所

等…

共同募金会へのご寄付は税制優遇の対
象となります。
・個人の寄付…
　所得控除または税額控除
・法人の寄付…
株式会社などの法人の寄付は、法人
税法により「全額損金」とすること
ができます。

共同募金配分事業”音訳ボランティア養成講座” 共同募金配分事業”Hot! ふれあいサロン”

https://akaihane-kyoto.or.jp/publics/index/121/

募金方法を選べるインターネット募金
も受付しております !!

京都府共同募金会

データベース「はねっと」にアクセス。
www.akaihane.or.jp/hanett/

＃宇治市共同募金委員会
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福祉関係者が一堂に集う
恒例の「宇治福祉まつり」
では、自分の住むまちの活
動や団体に関心や興味を持
ってもらえる人を増やすこ
とと、各種団体や個人がお
互いにつながり、地域の福
祉活動を盛り上げるきっか
けとすることを目的に開催します。

～支えあい、助け合い、励ましあって、つながる福祉～

11月の第１日曜日は、「宇治福祉まつり」！

2019宇治福祉まつりを開催

2019宇治福祉まつり、中学生と赤ちゃんのふれあい交流は、赤い羽根共同募金の配分
金を受けて実施します。

本会では、宇治市内の中学校が行
なう、中学３年生が赤ちゃんとふれ
あうことで命の尊さを学ぶ授業に協
力しています。民生委員、NPOな
ども参加し、授業をサポートしてい
ます。
中学生にとって、赤ちゃんのぬくもりを感じること、子育て

の楽しさ、大変さを聞くことは、大切に育てられてきた「自分」
と「他人」の命を感じ、その尊さを知るよい機会となっています。
赤ちゃんにとって、人生初めてのボランティアとなる「赤ち

ゃんボランティア」。ぜひご協力ください‼ 

実施予定日
槇 島 中 学 校：令和２年２月中下旬頃（予定）
南宇治中学校：令和２年３月中旬頃（予定）

赤ちゃんボランティア赤ちゃんボランティア

昨年度の様子昨年度の様子

舞 台 発 表 展 示 発 表舞 台 発 表 展 示 発 表

11月３日日㊗９時30分～15時（雨天決行）日 時

宇治市総合福祉会館一帯（宇治市役所南隣）場 所

大募集大募集

入場無料 入場無料

日時 令和元年９月18日（水）10：30～15：30

場所 宇治市文化センター小ホール

内容
詩吟・三味線・謡曲・民謡・合唱・太極拳・大正琴

社交ダンス・カラオケ・ハーモニカ・ナツメロ

日時
令和元年９月28日（土）13:00～16:00

 29日（日）9:30～15:00

場所 宇治市総合福祉会館３階

内容 華道・書道・編物・陶芸・ちぎり絵

茶道（お茶席あり\300)

シルバーウエルネス発表大会
問い合わせ先　宇治市社会福祉協議会　☎0774-22-5650　📠0774-22-5654
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～住み慣れた地域で暮らしていくために～
Ｂ型リハビリ教室（通称：Ｂリハ）のご紹介

宇治市老人福祉センターサークル協議会は、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ています。利用対象は、６０歳以上の市民です。
「シルバーウエルネス発表大会」は、サークル一丸となって作り上げていく発表会です。
気軽にお立ち寄りください！

本会では、地域のボランティアさん
と一緒に、誰もが、住み慣れた地域で
変わらず元気に暮らしていけるよう、
身近な公共施設や集会所にて、ご近所
同士で集まりながら、身体機能の低下
や閉じこもりを予防する活動を行って
います。
高齢になって、最近、ご近所とのや
り取りが少なくなったと感じる方、家
の中で手持ち無沙汰だなと感じている
方など、毎週１回、ご近所同士で集ま
る場で、体操やレクリエーションをし
ながら、みんなでリフレッシュしませ
んか！
＊ご利用いただける方（以下の全てに
あてはまる方）
① 65歳以上の市民で、要介護または
要支援認定および総合事業の事業対
象者でない方。
②お住まいの小学校区内の会場まで自
分で通える方
※その他、条件がありますので、詳細は本会（22-5650）までお問い合わせ下さい。
＊一緒に体操やレクリエーションに参加して元気になりたいというボランティアさんも募集しています！

小学校区 教室名 場　所 開催曜日・時間
御蔵山 さわやかくらぶ 御蔵山南集会所 水曜日　13:30～15:00
木　幡 お茶の実クラブ 木幡地域福祉センター 月曜日　13:30～15:30
岡　屋 なごみ岡屋 西川原集会所 水曜日　13:30～15:30
宇　治 元気おうばく 東宇治地域福祉センター 水曜日　13:30～15:30
三室戸 みむろど健康教室 菟道集会所 木曜日　13:30～15:30
南　部 南部てんとう虫教室 福角集会所 金曜日　14:00～16:00
菟　道 ニコニコ菟道 菟道ふれあいセンター 火曜日　13:30～15:30
菟道第二 きらきら菟二クラブ 宇治市総合福祉会館 火曜日　13:30～15:30
神　明 ほっこりくらぶ 開地域福祉センター 月曜日　13:30～15:30
大　開 ホット大開 広野地域福祉センター 水曜日　13:30～15:30
大久保 すこやか広野 広野公民館 木曜日　13:30～15:30
西大久保 のんびりくらぶ 旦椋公会堂 木曜日　13:30～15:00
平　盛 あったか平盛 平盛デイサービスセンター 水曜日　13:30～15:30
伊勢田 ぬくもり伊勢田 名木集会所 火曜日　13:30～15:30
小　倉 ハスの実くらぶ 小倉公民館 木曜日　13:30～15:30
槇　島 槇島あすなろ会 槇島地域福祉センター 月曜日　13:30～15:30
北槇島 ふれあい北槇 グリーンタウン槇島中央集会所 火曜日　13:30～15:30
西小倉 スマイル西小倉 西小倉集会所 木曜日　14:00～16:00
北小倉 フラワー北小倉 蓮池中集会所 火曜日　13:30～15:30
南小倉 しらさぎクラブ 西小倉地域福祉センター 月曜日　13:30～15:30

（宇治市委託／介護予防普及啓発事業）

～住み慣れた地域で暮らしていくために～
Ｂ型リハビリ教室（通称：Ｂリハ）のご紹介
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交流会企画（第２回）のご案内レクリエーション企画（第４回）のご案内

在宅で要介護者を介護している家族のリフレッシュと互いの交流を深めるため、宇治市からの委託を受
け実施しています。 （協力：宇治市介護者（家族）の会）

介護者同士の交流をしませんか（在宅高齢者介護者リフレッシュ事業のご案内）

介護保険で要介護2以上の認定を受けている65歳以上の高齢者を在宅で介護している家族等。
（要介護者・介護者ともに宇治市民であること、入所・入院中の場合は対象外です。）

対象

内容

参加費

今年度は、年２回の交流会企画と年４回のレクリエーション企画を行います。
＊年間に以下の交流会企画のうち１回、レクリエーション企画のうち１回、合計２回まで参加いただけます。
レクリエーション企画以外は、介護を要する方と一緒に参加可。※介護を要する方のみの参加はできません。

無料＊食事等は、各自でご用意ください。※企画内容・申し込みについては順次、市政だより等でお知らせします。

宇治でじっくり楽しむ落語の会
～桂米朝一門会～
同日開催 参加者ミニ茶話会

こころに響くミニライブと
みんなで話してリフレッシュ！

・参加者同士の交流や情報交換の時間
・癒しの音楽鑑賞
　　出演：ミュージックアンサンブル「アップルパイ」

2019年12月20日金11:30～15:00

内容 内容

会場 地域交流センター　やまぶきホール
京都認知症総合センター内（宇治武田病院 北隣）

日時

2019年１１月３０日土13：30開場 14：00開演
宇治市文化センター・大ホール

日時
場所

＊参加者ミニ茶話会を開催します。
とき：開場までのひととき12：30～ 13：30
場所：宇治市中央公民館会議室（宇治市文化センター隣）
介護者どうし共通の話題の共有や情報交換もできます。
同会場にて、入場チケットをお渡しいたします。

無料
無料
＊昼食は、各自でご用意いただくか、事前にお
申し込みください。（お弁当１人前 500円）

が必要。 が必要。

＊要介護者の参加はできません。
10月15日～11月１５日（必着）

＊介護を要する方と一緒に参加可能です。

参加申込書は、宇治市総合福祉会館もしくは、宇治市健康生きがい課にあります。
郵送・ファックスで宇治市社会福祉協議会へお申し込みいただくか、電話の場合は、参加者名（介護者名）・住所・電話番号・介護を
要する人との続柄、介護を要する人の氏名・要介護度・生年月日・年齢をお伝えください。
＊交流会は、介護を要する方との同伴の有無をお伝えください。
＊お申し込みの後、参加要件を確認後、ご案内をさせていただきます。
＊ファックスでの申し込みの際は、着信確認をお願いいたします。

11月15日～12月６日（必着）

35人
応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

35人
応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

参加費
参加費

定員 定員

申込 申込

申込
期間

申込
期間

レクリエーション企画（第４回）のご案内 交流会企画（第２回）のご案内

企業・商店・地域の皆様等が所有される建物や空き地等のスペースに飲料用自動販売機を設置させていただき、その収益の一部を
地域福祉活動の財源として活用する仕組みです。
現在宇治市内では 20台が稼働中。ぜひ探してみてね！
設置に必要な面積は約 1㎡。社会貢献のひとつとして、設置スペースをご提供いただける方はぜひ本会までご連絡をお願いします。

１㎡でできる社会貢献事業 ～自販機設置で地域福祉活動をサポートしよう～

京都水族館（※第１回目の様子） 交流会でのひとコマ
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のンョピじう のンョピじう ※予定が変更にな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。
「地元に出かけよう」

（催しなどのご案内）

内　容：テーマ（時節に合ったもの）にそって、絵（文字）を描く。絵の説明で使う手話
の単語を学んで、少し練習する、手話で絵の説明をしていく。和気あいあいの楽
しい雰囲気の中で手話を学んでいきます。

日　時：毎月第 3土曜日、10時～ 11時 30分
場　所：宇治市総合福祉会館
申込み：参加費無料（見学自由）
問担当：田保橋良樹（0774-33-3664）oyakoshuwa@gmail.com

内　容：「実のり」は社会へ出てゆくきっかけを失くした若者の新しい出発を応援してい
ます。若者の孤立を防ぐため家族に何ができるか、また社会の受け皿としてどの
ような取り組みができるか一緒に考えてみませんか。

日　時：10 月 5日（土）、12月 7日（土）いずれも 13時～ 15時
場　所：宇治市総合福祉会館
申込み：電話にて要事前予約。参加費無料
問担当：黒川美知子（090-9697-8393）

内　容：①尺八・箏による古典～ポピュラーソング迄
②尺八・箏による演奏、星座観賞会に含まれる星にまつわる曲等の演奏約 30分

日　時：① 10月 12日（土）16時 30分～ 17時 45分
② 10月 26日（土）19時頃～

場　所：①神明神社神楽殿　②アクトパル宇治
申込み：各担当者まで。参加費無料
問担当：①森正子（090-6606-8061）②竹内（075-575-3501）
特　記：毎週木曜日、神明宮西集会所にて合奏練習 9時～ 15時

参加費１回 500 円

内　容：ブレイン体操＋ティータイム
お皿廻し、つま先叩き、ジャンセンウォーキング等

日　時：10 月 13 日（日）14時～
11月 10日（日）14時～

場　所：宇治市総合福祉会館　205、206 号室
申込み：下記担当者まで。
参加費：お茶、お菓子代 100 円
問担当：柏（080-3829-9373）

内　容：ａ．バザー　皆様からのご提供品を安価にて販売します。
ｂ．模擬店の開催◎焼きそば、冷たい飲み物、フランクフルト、コロッケ、カレー

ライス、クッキー
ｃ．個人や団体模擬店◎手作り品◎フリーマーケット◎日用品、服、おもちゃ
ｄ．山城福祉会宇治川福祉の園コーナー◎クッキー等◎ビーズ◎雑貨
このバザールでの収益金は、すべて社会福祉協議会「ふれあい基金」へ寄付致し
ます。地域の豊かな福祉をつくるために活用されます。

日　時：10 月 20 日（日）10時～ 15時（雨天中止）
場　所：宇治市総合福祉会館　前庭一帯
申込み：当日会場にお越しください。
問担当：池本（0774-22-2609）

内　容：記念すべき第 20回どうほうの家つどいを開催いたします。このつどいが地域の
皆様への感謝とどうほうの活動をお伝えできる場になればと考えております。皆
様に楽しんでいただけるような、様々な模擬店や催しものを準備しておりますの
で、ぜひお立ち寄りください。

日　時：10 月 27 日（日）10時～ 15時
場　所：社会福祉法人 同胞会 コヘレト事業所
申込み：入場無料。当日会場にお越しください。模擬店 50円～ 当日金券有。
問担当：つどい準備委員長 宮西秀一（0774-20-4080）

内　容：初心者向け手話勉強会で難聴者協会員以外でも参加可能。第二金曜日は市役所の
手話通訳の方が講師で、手話と同時に声も発するので耳の聞こえる方も、聞こえ
難い方は要約筆記のスクリーンを見れば理解が出来る仕組みを採用しています。

日　時：毎月第二金曜日及び第四金曜日の 10時～ 12時
場　所：宇治市総合福祉会館 207 号室
申込み：住所・氏名・FAX番号を記載し、FAXにて下記担当者まで（電話不可、FAXのみ可）

費用 2,000 円／年間
問担当：牧野 登紀子（FAX番号 0774-43-1336）

内　容：認知症高齢者や認知症予防のための非薬物療法として、生け花を楽しんで頂きま
す。身近で親しみやすく、花の色や、香り、感触など五感を刺激し、脳の活性化
に繋がります。

日　時：11 月 27 日（水）13時 30分～ 15時 30分
場　所：宇治市総合福祉会館 207 号室
申込み：住所・氏名・年齢・電話番号を下記担当者まで（電話・FAXどちらも可）

費用 1,000 円 先着 20名程度
問担当：石井 信人（花和商店） 電話 0774-24-5071　FAX 0774-22-3987

内　容：私たちがともすると忘れがちな、「おたがいさま」「おかげさま」の心をもう一度
思い起こし、そのような生き方をするための道しるべを皆様と一緒に考え直して
みましょう。初めてのご参加も歓迎です。

日　時：12 月 1日 ( 日 )10 時 30 分～ 15時 10分
場　所：宇治市生涯学習センター　第２ホール
申込み：宇治モラロジー事務所　〒 611-0002 宇治市木幡東中 10-4

（TEL/FAX:0774-32-4844）まで、電話、ファックスもしくはメール
（tkc@marble.ocn.ne.jp) にてお申し込みください。

参加費：1,500 円 ( 税込・昼食代含む )
問担当：林 光（090-1713-3468）

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：① 9月 17日（火）、11月 5日（火）、12月 17日（火）
② 9月 24日（火）
いずれも 10時 30分～ 12時
③ 10月 26日（土）13時 30分～ 15時 30分（開場 13時）
※歌って元気に！スペシャル　秋の歌声フェスタ～うじ市民活動サポート事業～

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
③宇治市生涯学習センター

申込み：①、②は、参加費 200 円。
③は参加費 500 円。当日先着 150 名
いずれも申込不要。

問担当：林（080-9164-2882）

内　容：地域の方々に日々の活動を知って頂くため、施設で作った製品や模擬店販売（７
日のみ、うどん、おでん、ぜんざい、餅つき、野菜、花苗を予定）を行う。てづ
くり製品販売は両日。

日　時：12 月７日（土）模擬店・製品販売
12月 8日（日）製品販売のみ

場　所：志津川福祉の園　一帯
申込み：入場無料。申込不要。

臨時駐車場は志津川区グランドの予定、７日のみシャトルバス運行を予定
問担当：植田健二朗（0774-20-9902）
特　記：共催【志津川陶芸教室】、協力団体【志津川区、三室戸学区福祉委員会、菟道地

区民生児童委員協議会、みむろ金曜会、志津川地区まちづくり協議会、㈲笠取
ファーム、㈱花萬、志津川福祉の園後援会、志津川福祉の園保護者会、（予定）】

内　容：東日本大震災時の障害のある方と支援者を描いた映画「星に語りて～Starry　
Sky」の上映をメインに、市民の皆様と一緒に災害について考える場。
宇治作業所に通所する障害のある仲間たちによるステージやその他いろいろな企
画を行い、広く市民の皆さまとの交流を図ります。どうぞお越しください。
又、当日仲間の車椅子の介助やまつりのお手伝いをしていただけるボランティア
さんも募集しています。

日　時：2020 年 2月 1日（土）
場　所：宇治市文化センター小ホール
申込み：当日、ご来場お願い致します。
問担当：土橋（0774-32-2024）

内　容：単語や短文を選ぶだけ。ふだんの何気ないひとコマを英語で書いてみましょう。
英語が好きな方のご参加をお待ちしています。

日　時：第 3回 9月 27日（金）
第 4回 11月 28日（木）※各回 14時～ 16時

場　所：宇治市生涯学習センター
申込み：電話。
参加費：10 円
問担当：黒川宰（0774-33-7347） ※ 2019 年度うじ市民活動サポート事業

内　容：日頃は宇治市内の小学校や保育所で 子ど も達におはなし (ストーリーテリング  )
をしていますが 、大人の方にも楽しんで いただ けるおはなし会で す。日常を離れ
て、静かに、おはなしに耳を傾けてみませんか。

日　時：9 月 27 日（金）13時 30分～ 15時頃
場　所：宇治市総合福祉会館 207 号室
申込み：不要。無料。当日 9時に警報発令時は中止
問担当：渡辺（0774 ー 24 ー 6034）

内　容：南部福祉ふれあいバザーでは、各ご家庭で不要となった物を寄付していた
だき、それを市価の半額又はそれ以下で販売し、物品が必要なご家庭へと
手渡されていくとともに、その販売収益を地域で支え合う仲間づくり、居
場所づくり、皆が安心して暮らせる地域づくりの資金とさせて頂いており
ます。

日　時：９月 15日（日）10時～ 12時
場　所：南部小学校　体育館
申込み：当日直接会場へ。参加費無料
問担当：浦杉幸子（0774-20-1537　090-8167-1100）

内　容：昭和 60 年の西小倉地区社協設立からずっと続けている福祉バザーも 35
回目を迎えます。豊富な品物をそろえて皆さまのご来場をお待ちしていま
す。

日　時：11 月10 日（日）13時～15時30分
場　所：南小倉小学校　体育館
申込み：当日直接会場へ。参加費無料
問担当：岡田盛敏 (0774-22-6292)

内　容：福祉バザー
日　時：11 月17 日（日）13時～
場　所：大久保小学校　体育館
申込み：当日直接会場へ。参加費無料
問担当：中川義治（0774-43-4074）

内　容：地域諸団体のご協力を得て福祉バザーを開催し、収益金は一人暮らしの高
齢者の生活支援などの充実に充てさせていただきます。お一人でも多くの
方にご来場いただくことと、善意の物品のご提供をお待ちしています。 

日　時：12 月７日（土）11時～14時
場　所：小倉小学校　体育館
申込み：当日直接会場へ。参加費無料
問担当：秋田（0774-23-7775）

手話を学ぶ

家族の交流と相談会

邦楽グループ「楽匠会」
①神明神社宵宮・尺八箏の演奏、②アクトパル星座観賞会

１２０歳クラブかわいい～柏もち

宇城久明るい社会づくり運動の会「福祉バザール」

第 20回どうほうの家つどい

みんなの手話勉強会

生け花療法セミナー

生涯学習セミナー　テーマ：「おたがいさま」「おかげさま」の生き方

歌って元気に

令和元年　志津川陶器まつり

なかままつり２０１９

カンタン！　英語でメッセージ作り

大人のための「おはなしを楽しむ会」

南部福祉ふれあいバザー

第 35回西小倉福祉バザー

大久保学区福祉バザー

小倉学区福祉バザー

（主催：親子手話サークル）

（主催：青年の社会参加を応援する会「実のり」）

（主催：①神明神社、②アクトパル宇治）

（主催：Happy Brain Club 宇治）

（主催：宇城久明るい社会づくり運動の会）

（主催：同胞の家後援会・同胞の家つどい実行委員会）

（主催：宇治市中途失聴・難聴者協会）

（主催：宇治市中途失聴・難聴者協会）

（主催：公益財団法人モラロジー研究所【運営：宇治モラロジー事務所】）

（主催：響け♪うたごえの会）

（主催：志津川福祉の園）

（主催：社会福祉法人 宇治東福祉会）

（主催：おはなしたまてばこ）

（主催：えいこだよ）

（主催：南部学区福祉推進委員会）

（主催 : 西小倉地区社会福祉協議会）

（主催：大久保学区福祉委員会）

（主催：小倉学区福祉委員会）

学区福祉委員会の取組み

宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）
キャラクター うじピョン


