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宇治でできる「備え」～災害時支援活動準備金～

もしもに備える、思いを託す、災害時の支援のカタチ

新たな体制がスタートしました

＝支え合い、助け合い、励まし合って、つながる福祉＝

宇治からできる、
熊本、大分に心を寄せるカタチ

～コラボネット宇治～
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新会長ごあいさつ

熊本県と大分県に災害義援金の受付けが始まり、宇治市総合福祉
会館では、募金箱を設置しました。
また、5月 14日（土）には、宇治市災害ボランティアセンターの
加入団体を中心に、市内３ヵ所にて熊本市災害ボランティアセン
ターの活動を応援するための「支援金」の募金運動を展開しました。
熊本市災害ボランティアセンターを運営する熊本市社会福祉協議
会は、赤い羽根共同募金運動でつながりがあるほか、京都府南部
地域豪雨災害でも、支援物資をいただきました。

「義援金」は、中央共同募金会や日本赤十字社等で集められ、災
害に遭われた方に直接的にお渡しするお金です。しかしながら、
「義援金」は、集められたお金を行政等と協議し、お渡しする人々
を決めていく仕組みのため、時間がかかると言われています。
「支援金」は、被災地域でのボランティア活動などを行う団体に
対して、活動の援助を行うことを目的にしたお金です。ボランティ
ア活動や支援活動を応援することで、間接的に復興支援に役立て
られるお金です。

本会には、災害時にボランティア活動や支援活動がスムーズに行えるように、「いつも」から
備える「災害時支援活動準備金」があります。これは平成 23年の東日本大震災をきっかけに
設けた「支援金」で、災害時のボランティア活動や支援活動の環境を整えるために大切なお
金なのです。
特に、平成 24年の京都府南部地域豪雨災害では、市内の関係団体や市民の皆様から頂いた支
援金が、ボランティア活動に対する資機材や、災害ボランティアセンターの運営に関する携
帯電話やパソコンなどの整備に役立てられました。
災害時支援活動準備金は、市内の関係団体や市民の皆様からいただくご寄付のほかに、住民
会費の 2％を積立しています。ぜひ、市民の皆様のご協力をお願いします。

平成 28年５月 14 日より本会会長に就任をいたしました、奥西隆三と申
します。
８期16年会長を務められた伊藤義明会長の後を受け、就任をいたしまし
た。本会は、地域福祉のコーディネーター役として、地域福祉活動を住民
の皆さんと進める民間団体です。今後とも皆様のご理解とご支援をよろし
くお願いいたします。
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平成 28 年４月 14 日、16 日と、熊本県を中心とする最大震度７の地震が発生しました。この地震に関係して亡くなられ
た方々に、心よりご冥福をお祈りいたします。また、多くの方が避難生活など不自由な生活を送られておりますことに、
心からお見舞い申し上げます。

宇治からできる、
熊本、大分に心を寄せるカタチ

義援金と支援金のちがい義援金と支援金のちがい

平成28年５月14日から、本会は新たな体制になりました。
８期16年間会長を務めた伊藤義明氏から、奥西隆三会長に交代いたしました。
今後とも、よろしくお願いいたします。

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
（コラボネット宇治）
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京都府災害ボランティアセンターからのお知らせ

平成28年度　予算平成27年度　決算

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と
いう取組みです。現在、企業や施設、
そして地域の公共拠点５か所に計
６台の自販機を設置させていただ
いています。平成27年度から始めた
取組みですが、466,591円のご協力
いただくことができ、心より感謝申
し上げます。
約１㎡でできる社会貢献のひとつ

として、引き続き設置スペースにご協力いただける方を募集中で
す！設置に関してのお問い合わせは、本会まで。
※平成 27 年度事業報告、平成 28 年度事業計画は、本会ホームページで公

開しています。ぜひご覧ください。

※市民の皆様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。詳細は、本会ホームページをご覧ください。

本会では、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。
12 年前に東宇治中学
校で始まったこの取
組みは、今年度市内６

校で開催を予定しています。もうすぐ、初めて「赤ちゃんボラ
ンティア」に参加した赤ちゃんたちが中学３年生になります。
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。この取組みは、赤い羽根共同募金の配分を受けています。

１：被災地の災害ボランティアセンターの運営をサポートする支援金として
２：京都府内のNPO・ボランティア団体等が行う支援活動をサポートする支援金として
３：京都府災害ボランティアセンターが行う支援活動の資金として

※被災された方への義援金とは異なりますのでご注意ください。
　詳細は、京都府災害ボランティアセンターのホームページでご確認ください。

京都府災害ボランティアセンター
　　　　　被災地サポート募金
　　　　　　　　　　　　代 表 宮 本 隆 司

本会からのご報告
平成27年度　決算

赤ちゃんボランティア募集

京都府災害ボランティアセンターからのお知らせ ～今、京都からできるボランティア～『熊本地震災害ボランティア活動サポート募金』

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～

コラボネット宇治 検 索

【使いみち】 京都銀行 府庁前支店
　　　　 普通預金 口座 4158392

【募金口座】

名 義

平成28年度　予算

10月24日月、25日火、26日水宇治中学校
黄檗中学校 10月５日水、６日木

実施予定日

11月8日火、11日金西宇治中学校NEW
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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。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”ひいては、“人を大切にする心”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：毎月第三日曜日　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。
問担当 : 山田　稔（090-9619-6645）

内　容：15 歳～ 39 歳で、働くことに踏み出したい方等を対象（学校在学
中を除く）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：毎週 13時半～ 15時（詳細は、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（定員 10名）
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。
問担当 : 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時～ 19時）

内　容：ボランティアを必要とする人、団体と、ボランティアをしたい人が
出会う場所です。気軽にお茶を飲みに来るサロン感覚の雰囲気を心
がけて運営委員が心込めてお待ちしています。

日　時：７月 31日 ( 日 )13 時半～
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：喫茶引き換え 100 円
問担当 : 宇治ボランティア活動センター（本会内）へ電話・メールにてお申

込みください。（22-5650）

内　容：認知症予防と改善、そのほかストレス解消にも有効な脳活性化ゲー
ムのリーダー養成講座です。実技と理論を学んでいただき、サロン
や福祉現場、ボランティア活動に役立てていただけます。施設のレ
クリエーション担当者にも喜んでいただいています。

日　時：① 7月 21日（木）、② 8月 4日（木）、③ 8月 18日（木）のいず
れも 13時半～ 15時半

場　所：ケアセンターまごころ大久保
参加費：１講座ごとに 1,000 円、テキスト 2冊 1,300 円
問担当 : 髙林（45-2835　FAX兼）　メール　mpo@n-yobo.net

内　容：ボランティアスタッフと参加者の方々全員で昼食準備を協力して行
い、毎回楽しく、おいしいお料理をいただいています。その後、希
望される方は気功によるリラクゼーションの時間も用意しておりま
す。

日　時：８月、９月、10月の第 1日曜日　11時～ 15時（原則第 1日曜日
ですが、会場の都合で変更の場合有）

場　所：東宇治コミュニティセンター
参加費：200 円。当日直接会場へ。
問担当 :NPO法人生活よろず相談所　たよりになる輪　小林（38-1272）

本会では、平成 28 年度より「社協だより」（年３回発行）に市内の事
業所の皆様の有料広告掲載を始めます。
次号、10月１日号より掲載を予定しています。金額は、いずれも税抜
です。

掲載を予定しているページは、社協だよりの２ページ目、３ページ目の下段です。
要綱等は、本会ホームページをご覧ください。掲載を希望される方は、７月末
までに本会へ。

掲載基準表 サイズ
料金（１回あたり）
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

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。

3 月 15 日号発行の社協だより「うじピョンの地元に
出かけよう」のコーナーにて“響け♪うたごえの会”
の催し物の時間に誤りがありました。ご迷惑をおかけ
し、申し訳ありませんでした。

（催しなどのご案内）

おもちゃの無料修理

就職準備セミナー

サロンでお茶を！！ボランティア・マッチング・サロン

「みんなの認知症予防ゲームリーダー養成講座」

精神保健「サロンたよりになる輪」

（主催：宇治おもちゃ病院）

（主催：宇治（京都南）若者サポートステーション）

内　容：時間内であれば何時からでもＯＫ。60歳以上の方々が集まってこ
られ、自由に会話を楽しんでおられます。

日　時：毎週木曜日　14時～ 17時
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。
問担当 : 小山（27-4511）

60 歳以上の方を対象にした「カフェしおん」（主催：カフェしおん）

（主催：宇治ボランティア活動センター）

内　容：喜老会では、会員増強運動を進めています。概ね 60歳以上のみな
さん、わたしたちはすべての世代と連帯して、心豊かな社会を目指
しています。
市内各地域の喜老会では、地域の特性に応じて、健康づくりのスポー
ツ活動や小学校通学路の見守り、花壇整備、お互いの見守り活動な
どを進めています。
市内各地域の喜老会のまとめをしている連合喜老会の行事にもご参
加ください。

日　時：①市長杯囲碁、将棋大会　7月 25日（月）９時～
②女性部研修会　７月 27日（水）13時～
③草刈りと清掃奉仕　９月４日（日）９時～

場　所：①②総合福祉会館、③塔の島など
問担当 : 豊島（24-0187）

伸ばそう健康寿命、担おう地域づくりを～喜老会に入りませんか～
（主催：宇治市連合喜老会）

（主催：NPO法人認知症予防ネット）

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：８月６日・９月３日（毎月第１土曜日）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　090-9697-8393　FAX　24-8175

内　容：概ね 5名以上が参加される集まりにお伺いし、「聞こえない、聞こ
えにくいとはどういうことなのか」「どのようにしたらコミュニケー
ションが取れるのか」を考え、文字で情報を伝える方法を体験しま
す。
なお、毎月第 1、３水曜日の 13時半～ 16時に定例会を、毎月第 2、
４水曜日の 13時～ 15 時までパソコン部会を総合福祉会館にて開
催しています。お気軽に見学にお越しください。

場　所：無料
問担当 : 井上（46-0278　FAX兼）

内　容：夏の終わりのひとときを夕涼みを兼ねて、施設利用者とともに盆踊
りや夜店を楽しんでください。遊びの広場、模擬店、ステージなど
があります。

日　時：8 月 27 日（土）17時～ 19時半
場　所：志津川福祉の園　前庭
参加費：遊びの広場や模擬店では有料。ご自由にご参加ください。（天候や

模擬店の状況により終了時間は変更有）
問担当：森（20-9902）

内　容：自所農園で栽培される無農薬野菜を中心としたサラダ食べ放題、手
作りデザート、ドリンクが付いた 1,000 円ランチは、地域の方の
ご利用も多く「安心・安全」を第一に障がいのあるメンバーと一緒
に楽しく運営しています。

日　時：11 時半～ 15時半（日祝除く）
場　所：イサク事業所どうほうの家 secondリゴレット
問担当：宮嶋（21-5512）

内　容：障がいのある仲間の一泊旅行に同行していただき、車いす移動や観
光地見学のお手伝いをいただくボランティアを募集しています。

日　時：9 月 15 日（木）9時～ 16日（金）17時
場　所：関西の観光地（未定）
参加費：ボランティア参加者への負担はありません。
問担当：山本（32-2024）

内　容：地域の皆さんの交流の場として開催。槇島学区エリア内の地域ふれ
あいサロンの展示や舞台発表のほか模擬店があります。

日　時：9 月 25 日（日）10時半～ 14時
場　所：槇島小学校体育館
参加費：無料。当日ご自由に参加ください。
問担当：福山（23-2605）

家族の交流と相談会

書いて伝える「要約筆記」出前講座のご案内

志津川福祉の園 夏まつり

ランチのご案内

なかまの一泊旅行ボランティア募集

第 3回槇福まつり

（主催：青年の社会参加を応援する会「実のり」）

（主催：要約筆記サークル「やまびこ」）

（主催：志津川福祉の園）

（主催：イサク事業所同胞の家 secondリゴレット）

（主催：宇治東福祉会）

（主催：槇島学区福祉委員会）

社協だよりに広告を掲載しませんか
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◦団体会費
【40,200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【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／東宇治地区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／宇治難病
患者連絡会／宇治ロータリークラブ／子育て・教育支援センター「虹」／サポートセンターきんと雲／神明ウクレレサークル【3,300円】Hot！ふれあいサロンのんこ【3,000円】（特非）アウンジャ／青梅
グループ／朝日ヶ丘青山会／天ヶ瀬きぼうの家保護者会／イキイキ教室203／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／宇治国際交流クラブ／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／宇治市施設保護者会連絡会
／宇治市肢体障害者協会／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／宇治市ろうあ協会／（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／宇治モラロジー事務所／宇治ライオンズクラブ／宇
治リーディングボランティア／うたごえ喫茶みなみ風／エコクラブ キョーカン／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／岡屋地区民生児童委員協議会
／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／紙
芝居「ことわ」／北内HOT!ふれあいサロン／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／京都司法書士会城南支部／心ぽか
ぽか和みの会／木幡学区福祉委員会／木幡高砂喜老会／コンタクトパーソン「結」／サウンド・メッセ／サロンふれあいの森／志津川喜老会／芝東クラブ／宇治市字幕つけサークル「トトロ」／城
南荘喜老会／神明学区福祉委員会／スピークサロン／ズンドコサロン／（特非）生活よろず相談所「たよりになる輪」／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／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／名
木喜老会／南部学区福祉推進委員会／南陵町喜楽会／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
幡第三喜老会／（特非）認知症予防ネット／野神ふれあいサロン／白寿お茶飲み会／八番あやめクラブ／東広野山吹卒寿会／響け♪うたごえの会／ビビッド・ライフ・クラブ／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／ホットふれあいサロン 虹の会／微笑みの会／堀池旭会喜老会／槇島学区福祉委員会／槇島東喜老会
／槇島ホットサロン／まんぷく会／緑ヶ原久楽部／南大久保喜老会／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／明星ホットサロン／柚子の会／要約筆記サークル

「エコー」／要約筆記サークルやまびこ／わぁわぁネット【匿名】１件3,000円

◦賛助会費
【50,000円】宇治東福祉会【匿名・個人】77件141,500円

◦寄付物品
タブレット型端末7台　㈱インボルト／クリスマスケーキ30個　㈲城陽環境企画【個人】お米、手づくり箱、マッサージ器、公式輪投げセット、はがき

◦寄附金
【314,384円】宇治市明るい社会づくり運動の会【100,000円】KUSTC【60,317円】宇治市老人福祉センターサークル協議会【55,670円】ダンス喫茶やよい【50,000円】宇治商工会議所大久
保地区委員会【45,534円】希望塾【41,412円】（福）悠仁福祉会ヴィラ鳳凰【21,131円】てくのハウスMAKINO ㈱マキノデンキ【11,750円】イトーヨーカドー労働組合六地蔵支部【5,000円】
笠取第二学区福祉委員会【666円】菟道小学校昭和26年卒業生同窓会【匿名・個人】4件334,710円（内、遺贈１件を含む）

◦災害時支援活動準備金
【12,085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会【個人】2名81,600円

◦特別賛助会費（平成26年度より１万円以上ご協力いただける特別賛助会費を設けました。）
【30,000円】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】南郷工業建設㈱／（社福）マイクロ福祉会【15,000円】宇治武田病院／亀石
楼／㈱ハッピー／平等院【12,000円】（社医）岡本病院（財団）京都岡本記念病院／㈱グットメン【11,900円】京都左官協同組合南部支部 蔦もみじの会【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／井上玲子税理士事務所／（一社）宇治久世医師会／宇治市連合喜老会／宇治モラロジー事務所／㈱宇治吉田運送／大石医院／
かおり幼稚園／笠取ふれあい福祉センター／漢方の健伸堂薬局／㈱協栄産業／京都城南ライオンズクラブ／京都綜合警備保障㈱／京都巽庵／（医）啓信会ケアスクールリエゾン大久保校／サ
ハラ・ファーム・宇治／㈱志水商店／㈱下岡建設／㈱新京阪観光社／㈲新進堂印刷所／髙橋内科医院／竹中歯科診療所／てくのハウスMAKINO㈱マキノデンキ／特別養護老人ホームヴィラ
鳳凰／長島精工㈱／㈱中西建材／中沼アートスクリーン㈱／㈱日経ハウジング／任天堂㈱宇治工場／（特非）働きたいおんなたちのネットワーク／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／㈱三浦建設／㈲南山城複写センター／睦備建設㈱／㈱ユーサイド／連合京都南山城地域協議会／和風スナックふるさ
と【匿名および個人】23件312,000円

◦事業所会費
【9,000円】㈱通圓【6,000円】宇治観光開発㈱／㈱近畿／須藤石材㈱／（医）徳洲会 宇治徳洲会病院／（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
治神社／㈱オートワークス京都／音羽茶屋 宇治店／㈱かつらぎ宇治営業所／㈱かわな工業／㈲キタムラ／共栄製茶㈱／㈲キョーカン／㈲ナカハラ／日本ジフィー食品㈱／配食のふれ愛 宇治
店／彦ずし／㈱ホクユー／㈱丸久小山園／村澤医院／山福油化㈱／㈱山政小山園／ユニチカ㈱宇治事業所／㈱吉田電気商会【3,000円】artist salon SHOW／アイテム㈱／㈱明石屋／
縣神社／旭園／あだち歯科医院／足立接骨院／ＡＤｈｏｃ／ 宗／安藤板金工作店／井内造園／池田商店／池本本家／㈱石田工務店／和泉工芸／（医）聖医会 中村歯科医院／一休堂／
㈱伊藤電気／井上接骨院／遺品整理・家財整理 よろず屋／㈱庵石材店／今井新工務店／今井利定税理士事務所／今井内科クリニック／今林医院／今村医院／今村酒店／㈱印南工業／
上ノ山 吉岡医院／㈱植村工務店／㈱魚関／魚正／うさぎ堂／宇治運輸㈱／㈲宇治川観光通船／宇治川餅／宇治建設業協会／宇治市小倉デイサービスセンター／（一財）宇治市福祉サービ
ス公社 中宇治事業所／（一財）宇治市福祉サービス公社 西小倉事業所／（一財）宇治市福祉サービス公社 東宇治事業所／（一財）宇治市福祉サービス公社 広野事業所／宇治創こころ／宇
治第一交通㈱／（公社）宇治納税協会／宇治ふな栄／宇治平和会館／宇治槇島郵便局／宇治モータース販売㈱／宇治山下製麺所／㈲宇城彩菓庵 ふくとく／宇田医院／㈱ウチラ／
A.B.C.cafe／エコライフフジワラ黄檗店／黄檗山萬福寺総門前駐車場内 萬松閣／黄檗宗大本山萬福寺／大久保薬局／太田電機／大友工業所／㈱O-HOME／大森理容／㈱オールウェーズ 
デイサービスわっはっはっ神明／（医）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／越智社会保険労務士事務所／お茶のかんばやし／御料理処かわます／快適整体院／家具の吉村／㈱カゴタツ／㈲桂電気商会／かどさか内科クリニック／がまプロショッ
プ 中村釣具店 京阪三室戸駅前店／髪工房宇治店／髪美人／㈱神村製作所／川端商店／㈲上林春松本店／岸本グリーン／㈲喜撰茶屋／㈲北岡園／（名）北川半兵衛商店／木田工務店
／㈲木田表具店／喫茶テンダリー／㈲キッズいわき／絹よし／㈲木下工業所／木下青果／木村畳店／教栄寺／京進 宇治校／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／国本接骨鍼灸院／檪／久保田工作所／熊谷宏臣税理士事務所／グループホームナイスライフ伊勢田／グループホームなごみの里／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／こざくら幼稚園／コミュニティカフェ Reos槇島／小山内科医院／サイクルパークナカタニ／さかせドライ本店／阪本造園工務所／サロンド・ポ
ーテ・エルメーム／㈲サワキ／山幸食品㈱／㈱三星自動車／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／嶋村歯科医院／シューズショップヤスケ／旬と感
の店 乱／㈲昇苑くみひも／松浩不動産㈲／㈱新関西テクニカ／新世警備保障㈱／神明電気本店／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／スナックパル／スワ診療所／（医）関医院／㈱セグチ／セブンイレブン大久保旦椋店／総本家大茶萬／そば処 観月／大春商事㈱／竹中内科医院／田
中診療所／㈱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／（医）長安会中村病院／ツア・クローネ／㈱ツキデ工務店／辻岩製茶㈱／辻川看板塗装工芸／辻本左官
店／㈱テック技販／手揉み院やまぐち／㈲寺安米穀店／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㈱／中田医院／㈲ナガタ電機工業／永
田モータース／中村菓舗／㈱七海／㈲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／㈱のせ建築事務所／能登椽稲房安兼／㈱野村佃煮／BIKE&CYCLEツボタ／㈲白雲庵／白水舎クリーニング取次店ほりい／橋姫神社／長谷川私塾／㈱ハッピーテ
ラダ／㈱花宗商舗／花正生花店／㈱花萬／美ｉｎｇはっぴい／ひかり倶楽部／ビストロ・ヴァン・キャトル／ビューティーサロンカール／美容室パル／平杉鍼灸整骨院／HILLTOP㈱／ひろみ鍼灸整
骨院／びわ薬局／ファミリーマート京都宇治弐番店／㈲フク井生花／福井製茶場／㈱福文製茶場／藤井司法書士事務所／藤川部品㈲／藤田オートサービス／藤田鈑金工業㈱／㈱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／古川整形外科医院／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／㈱星山組／㈱堀井七茗園／堀安園／真紫豆腐店／㈱増井商店／松栄金属㈱／マルキク商店／丸五醤油醸造㈲／㈱丸宗
／㈱丸利吉田銘茶園／㈲三星園上林三入本店／みどり機能訓練デイサービス／南宇治地区コミュニティ推進協議会／都フーズ／宮本医院／㈱未来建築／村田寝具㈱／村山医院／㈲メディ
カルサポートダン／メガネの三城宇治槇島店（㈲シナプス）／メンバーズルーム洋／森居歯科医院／森岡畳店／モリタアニマルクリニック／㈲部谷電機工業所／山音／㈱山科自動車教習所／㈲
山城屋／山田工業㈱／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菩提樹／㈱芳春園 岩井勘造商店／吉住司法書士事務所
／佳美花苑／㈱与楽神明店／㈱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㈱／理容アズマ／理容アヅマオカ／理容室ふじい／RELIFE SPACE chizuko／ワーゲ
ンショップキタガワ／㈲わかはやし美容室／わかわし／和風屋えん【匿名および個人】10件30,000円

◦施設会費
【5,000円】あい工房／あさひ保育園／（特非）アジール舎／天ヶ瀬きぼうの家／天ヶ瀬寮／天ヶ瀬ワークスあすなろ／イサク事業所 同胞の家／いずみ保育園／伊勢田保育園／伊勢田明星園
小規模特別養護老人ホーム／宇治川福祉の園／宇治作業所のびのび／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／
かおり之園／くりくま保育園／グループホーム鳳凰槇島／㈱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／（特非）こ
もれび／志津川福祉の園／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 うじゆめハウス／障害者支援施設 魁／第二登り保育園（ほーぷるの
ぼり）／デイサービスくりくま／デイサービスセンターハーモニーおくらやま／デイサービスセンターハーモニーこはた／デイセンター宇治作業所／伝書鳩デイサービス／（福）同胞会 北小倉こひつじ
保育園／（福）同胞会 同胞の家／同胞保育園／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／のぼり児童館／登り保育園／ハーモニーやまはた／Hana花保
育園／ひいらぎ保育園／広野保育所／（福）不動園 特別養護老人ホーム天ヶ瀬苑／（特非）ほっととうがらし地域活動支援センター ほっとハウス・とうがらしハウス／槇島ひいらぎ保育園／槇島福
祉の園／南浦くすのき保育園／南浦保育園／三室戸保育園／明星保育園／みんなのき保育園／ヤマト㈱ニングルの森／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。

皆様から地域活動へのあたたかいご支援をいただき、誠にありがとうございました。平成27年度中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。）


