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＝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されました。

「地域福祉の推進」とは…

社会福祉協議会（社協 しゃきょう）とは…

サロン活動

「地域福祉」とは、地域に住む人たちが主役となって進めていく地域づくりの取組みです。暮らしの安心のた

めには、住民・当事者自らが備える「自助」、近隣での支え合いによる「近助」や地域等でお互いに助け合う

「共助・互助」、そして公的な福祉サービス等による「公助」の３つの視点が必要です。

地域福祉は、「公助」の充実が必要不可欠ですが、「公助」のみでは十分にカバーできない領域に対して、

日常生活の中で何らかの支援が必要になった人、地域を基盤として包み込み、支えていくための「公助＋共助

＋自助・近助」の協働参画型による支え合いの仕組みづくりを目指します。

全国、各都道府県及び市区町村に設置される

「社会福祉法」という法律に定められた地域福

祉の推進を図ることを目的とする民間団体で

す。宇治市社会福祉協議会では、多様な関係

機関、団体、施設や住民の参画により、宇治市

の地域福祉活動を進めていくための事業を行っ

ています。

孤立予防と身近に支え合える仲間づくりを目的に活動するHot! ふれあいサロンは、現在市内に１１０か所以

上あります。主な活動場所は、集会所ですが、集会所まで歩いて行けなくなったという声を受けて、より身近

なご近所として、自宅開放、空き家を活用したサロンも始まっています。多くは、一人暮らし高齢者等の見守

り活動を中心に活動する学区福祉委員会を母体に開催されますが、近年、その必要性が町内会や自治会、マ

ンションや集合住宅など地縁組織を拠り所として広がっています。

サロン活動の現場では、連れ添いを亡くされた一人暮らし高齢者に、お誘いのお声掛けや、１００歳を迎えら

れた方の健康長寿やお誕生日を祝う会なども催されており、住民相互の顔の見える関係づくりや、助け合い

の意義が確実に浸透しています。本会では、その必要性を啓発するために、宇治市共同募金委員会とともに

地域福祉の推進を図っています。

宇治市総合福祉会館（外観）宇治市役所の南隣り



当会からのご報告
令和元年度　予算平成30年度　決算

※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、本会ホームぺ―ジをご覧ください。

http://uji-shakyo.net/　コラボネット宇治で検索 コラボネット宇治 検 索

平成30年度
決算
収入合計

178,071,170円

皆様からの会費
11,451,373円
皆様からの寄付金
2,885,625円

共同募金配分金
7,219,036円

事業を行って
入るお金、参加費
6,766,880円

その他
258,807円

自動販売機設置の収入
2,100,264円

利息・基金の運用益
1,225,226円

繰越金
7,286,907円

京都府社協等から
入るお金
（助成、受託）
12,880,561円

［収入］

宇治市から入るお金
（補助、受託）
125,996,491円

平成30年度
決算
支出合計

178,071,170円

学区福祉委員会や
自治会等での
福祉活動
14,756,853円

災害時支援活動
準備金への
積立て
248,227円

ふれあい基金への
積立て
910,298円

繰越金
4,128,886円

ボランティア活動や
当事者団体支援の活動
11,664,283円

福祉活動への啓発や
交流イベント
3,320,110円

地域での
つながりづくり活動
934,400円
介護予防の活動
18,382,800円
生活支援の
相談等の支援
15,980,882円
障がい者の支援
1,610,600円

福祉活動の拠点整備
21,892,777円

法人の運営に係る費用
84,241,054円

［支出］

令和元年度
予算
収入合計

179,542,000円

皆様からの会費
11,860,000円

共同募金配分金
5,982,000円

皆様からの寄付金
2,130,000円

事業を行って
入るお金、参加費
5,852,000円

自動販売機設置の収入
1,800,000円

利息・基金の運用益
1,395,000円

そのほか
150,000円

積立資産の取崩し
7,000,000円 繰越金

4,047,000円

京都府社協等から
入るお金
（助成、受託）
12,004,000円

［収入］

宇治市から入るお金
（補助、受託）
127,322,000円

令和元年度
予算
支出合計

179,542,000円

学区福祉委員会や
自治会等での
福祉活動
12,335,000円

災害時支援活動
準備金への
積立て
257,000円

ふれあい基金・
ボランティア基金への
積立て
1,710,000円

繰越金
1,346,000円

ボランティア活動や
当事者団体支援の活動
12,724,000円

福祉活動への啓発や
交流イベント
2,009,000円

地域でのつながり
づくり活動
6,669,000円

障がい者の支援
1,672,000円

福祉活動の拠点整備
21,385,000円

介護予防の活動
14,094,000円

生活支援の
相談等の支援
17,901,000円

法人の運営に係る費用
87,440,000円

［支出］

令和元年度　予算平成30年度　決算

当会からのご報告
（2） 2019 年６月 15 日社 協 だ よ り

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～

企業・商店・施設をはじめ、地域の皆様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、市内で２０台が稼働中（５月１日現在）です。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

お貸しいただける方は、ぜひ当会までご連絡をお願いします。

☎２２－５６５０



宇治市総合福祉会館場所

宇治市社会福祉協議会
☎22-5650　Fax 22-5654

担当

宇治市福祉未来基金　地域共生社会推進事業
☎22-5650

宇治市老人福祉センターサークル協議会

各種専門相談を無料でご利用いただけます。

☎／FAX23-0857（社会福祉協議会内ふれあい福祉センター）

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

予約・問い合わせ
相談名 相談できる内容 相談日（祝日除く）

福祉なんでも相談 福祉に関するサービスや制度とその実施機関や相談先の紹介など
（予約不要）電話による相談可。

月～金曜日
9時～ 17時

弁護士による法律相談 法律に関すること（25分）（要電話予約）
（相談日の 2週間前の木曜日 9時から予約受付）

木曜日
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、先着順）

毎月第 1木曜日
10時～ 12時

司法書士による相談

登記 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
9時 30分～ 12時

多重債務 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
18時～ 21時

成年後見 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
18時～ 21時

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ています。現在 20サーク
ルが活動しておりサークル会員の募集をしています。ぜひ一度見学にお越し下
さい。

「松涛会」（謡曲）

（3）社 協 だ よ り2019 年６月 15 日

｢能｣ の声楽といわれている『謡曲』を一緒に謡いませんか？
一語一語ハッキリと発声し、語意が明瞭に伝わり、健康維持にもよいと云われている謡曲を楽しむ
集まりです。

第１水曜日・第３木曜日　13時～16時

内容

日時

ワルツやルンバを懐かしい映画音楽にあわせて踊ってみませんか。
仲間と一緒にリズミカルに踊って、コミュニケーションをとりながらダンスを楽しんでいます。
初心者大歓迎。

毎週日曜日 10時～12時　毎週水曜日 13時～15時 30分

内容

日時

｢健康社交ダンス会｣（社交ダンス）

昔懐かしい歌や新曲を歌って楽しみませんか？
私達は、『友愛の精神』『なくそう閉じこもり』を目標に人生のいろいろなステージに立ってきた経験を生かし心のつ
ながりを大切に活動しています。

月 5回（第 2･3･4水曜日、第 2･4土曜日）9時～ 12時

内容

日時

｢宇治カラオケ会｣（カラオケ）

「公募型地域福祉活動支援事業助成金」の募集が７月より始まります。子どもの貧困・ひきこもり等の課題解決に取組む団体の活動を支
援するため、助成金を交付します。

○団体の設立目的、組織、代表者等に関する定めを有し、その活動について明文化した会則等を備えた非営利の福祉活動を行う団体
○宇治市民を含む５名以上で構成され、活動場所が市内である団体
○帳簿や証拠書類等を適正に管理、保管している団体

詳細は、当会までお問い合せください。

次のすべてを満たす団体対象団体

市内で実施する子どもの貧困、ひきこもり、地域福祉の担い手確保の課題解決に寄与する新規事業対象事業

４月１日～令和２年３月３１日助成対象期間

１団体１５万円以内（ただし助成対象経費の３分の２以内）助成金額

申請書に必要書類を添え、７月１日（月）～１９日（金）に当会まで。申　　請



◦団体会費
【19,000 円】琵琶地区民生児童委員協議会【14,000 円】菟道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【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】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】岡屋地区民生児童委員協議会／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／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【5,701 円】京都府グランド・ゴルフ協会【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／えいこだよ／サポートセンターきんと雲／メレ・マカナ宇治【3,500 円】一里塚さわらび会【3,000 円】青梅グループ／伊勢田学区福祉委員会／伊勢田喜老会／宇城
久明るい社会づくり運動の会／宇治映画同好会／宇治おもちゃ箱／宇治拡大写本グループ／宇治学区福祉委員会／宇治国際交流クラブ／宇治市介護者家族の会／宇治市肢体障害者協会
／宇治市障害者施設保護者連絡会／宇治市女性の会連絡協議会／（一財）宇治市体育協会／宇治市中途失聴・難聴者協会／宇治手話通訳者協会／宇治市難聴者協会理事会／宇治
市父子会／宇治手話サークル太陽／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／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／宇治ライオンズクラブ／宇治リーディングボランティア／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／岡屋学区福祉委
員会／オカリナＡｒｉａの仲間／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／御蔵山わんぱく親子の会／親子手話／笠取学区福
祉委員会／笠取第二学区福祉委員／北小倉学区福祉委員会／北小倉地区民生児童委員協議会／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
官協同組合南部支部蔦もみじの会／京都司法書士会城南支所／傾聴ボランティアサークルかかし／（公社）京都府原爆被災者の会宇治支部／心ぽかぽか和みの会／木幡高砂会／コンタク
トパーソン結／サウンドメッセ／志津川喜老会／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／神明栗駒喜老会／砂田喜老会／スピークサロン／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／全国訪問ボランテイアナースの会キャンナス宇治／（特非）善法雇用促進協議会／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／莵道北喜老会／菟道第二学区福祉委員会／莵道中喜老会／莵道西喜老会／莵道東喜老会／莵道
南喜老会／中宇治喜楽会／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／（特非）　認知症予防ネット／八番あやめクラブ／ハッピーメイト／羽戸山元気クラブ／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／明星
の会／ほっこりスペースあい／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／緑ケ原久楽部／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／木工指導集団 WOODY MATE UJI 宇治／柚子の会／ローズマリーの会／わぁわぁネット【匿名】2 件 2,200 円

◦賛助会費
【35,000円】（社福）宇治東福祉会【10,378円】親子サークルあそビバ　【匿名・個人】２４件105,194円

◦寄付物品
【匿名・個人】２件　未使用切手、クリアファイル

◦寄附金
【400,000円】鳳凰流あじろ木会【115,100円】宇城久明るい社会づくり運動の会【100,000円】KUSTC【60,602円】宇治市老人福祉センターサークル協議会【50,000円】宇治商工会議所大久保
地区委員会【49,716円】（社福）悠仁福祉会【45,542円】ダンスホール宇治【30,000円】カラオケ喫茶＆スナックパル【14,037円】アルプラザﾞ宇治東旧手話サークル遊集【6,086円】平成30年度宇治
鳳凰大学卒業生一同【5,000円】笠取第二学区福祉委員会【4,097円】北小倉地区民生児童委員協議会【匿名・個人】7件　675,400円

◦災害時支援活動準備金
【6,200円】御蔵山学区福祉委員会公園サロン【3,000円】宇治市障害者施設保護者連絡会【匿名・個人】１件　10,000円

◦特別賛助会費（１万円以上のご協力）
【42,900 円】宇治市老人福祉センターサークル協議会【30,000 円】宇治ダイワ自動車／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【15,000 円】㈱ハッピー／平等院【12,000 円】（一財）宇治市福祉サービス公社【10,000 円】A-Village& むらかみパソコン教室／あづみ産業㈱／㈱伊藤久右衛門／（一社）宇
治久世医師会／宇治市連合喜老会／宇治神社／宇治モラロジー事務所／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㈱／京都認知症総合セ
ンター／㈱グットメン／（医）啓信会ケアスクールリエゾン大久保校／（医）啓信会ヘルパーステーションリエゾン大久保／㈱健伸堂／（有）こじま（のぞみ鍼灸整骨院）／㈱下岡建設／松浩
不動産（有）／㈱新京阪観光社／（有）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宇治さわらび園／長島精工㈱／㈱中西建材／㈱日経ハウジング／任天堂（株）
宇治工場／平和住宅建設㈱／槇島地区企業街づくり協議会／㈱松菱製作所／連合京都南山城地域協議会／㈱ロジック【匿名・個人】17 件 245,000 円

◦事業所会費
【6,000 円】宇治観光開発㈱／宇治建設業協会／宇治徳洲会病院／㈱かつらぎ宇治営業所／㈱近畿／須藤石材㈱／㈱通圓／（医）どろんこ会山口医院【5,000 円】（医）栄仁会宇治お
うばく病院／㈱オートワークス京都／㈱お茶のかんばやし／㈱音羽茶屋宇治店／亀菱久保田㈱／㈱かわな工業／㈲キタムラ／共栄製茶㈱／㈲キョーカン／小山内科医院／㈱角與商店／㈱セ
グチ／辻本左官店／（医社）一心会都倉病院／中沼アートスクリーン㈱／㈲ナカハラ／日本ジフィー食品㈱／林自動車／㈱ホクユー／㈱マキノデンキ／㈱丸久小山園／村澤医院／やましろ健
康医療協同組合／㈱山政小山園／ユニチカ㈱宇治営業所／㈱吉田電気商会【4,500 円】ＩＦＰ㈱【3,000 円】Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｃａｆｅ／ artist salon SHOW ／ ASA 宇治黄檗／ Babe Hair make 
salon ／ BAUS ／ BIKE＆CYCLEツボタ／ＨＩｌｌＴＯＰ㈱／ＪＡ京都やましろ中宇治支店／ＪＯＨＮＡＮ㈱／㈱Ｏ-ＨＯＭＥ／㈱ＵＥＭＵＲＡ／アイテム㈱／㈱明石屋／あだち歯科医院／ 宗／安
藤板金工作所／池田商店／池本車体工業㈱／池本本家／㈱石田工務店／泉園銘茶本舗／和泉工芸／一休堂／㈱伊藤電機／井内造園／㈱庵石材店／今井新工務店／今井内科クリニッ
ク／今村医院／㈱印南工業／上ノ山吉岡医院／ 植村茶園／㈱魚関／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／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／大森理容／岡田医院／岡田デザインルーム／おく整骨院／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／お多福便利堂／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／㈱片山家具／㈲桂電機商会／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／
㈲上林春松本店／㈲喜撰茶屋／㈲北岡園／北川半衛商店／木田工務店／絹よし／㈲木下工業所／木下青果店／木村自動車／木村畳店／協栄エコソリューション㈱／京菓子司与楽 神明
店／教栄寺／（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／京料理花萬／きんきグリーン㈱／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いせだ／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／サイクルパークナカタニ／㈲阪本造園工務所／山幸食品㈱／㈱三星自動車
／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／松栄金属㈱／㈲昇苑くみひも／新関西テクニカ㈱／㈱新建住宅／新生警備保障㈱／神明でんき／神明湯／水彩
工房西宇治支店 ㈱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／スナックちいさいひかり／スワ診療所／セブンイレブン宇治開町店／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／田淵電機産業㈱／玉田酒店／ちさと美容室／千葉食料品店／ツア・クローネ／辻岩製茶㈱／辻川看板塗装工
芸／㈱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／鳥料理さいとう／ナカガワ胡紛絵具㈱／中田医院／㈲ナガタ電機工業／ながの整骨院／中村菓舗／㈲
中村製作所／中山医院／㈱七海／成美屋クリーニング店／西尾医院／西小倉幼稚園／西野医院／西村新緑園／㈲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／㈲白雲庵／白水舎クリーニング取次店ほりい／羽倉茶園／橋姫神社／長谷川私塾／㈱ハッピーテラダ／花正生花店／㈱花宗商舗／㈱花
屋敷浮舟園／㈲花和商店／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／美容室パル／平杉鍼灸整骨院／びわ薬局／ファーマーズキッ
チンReos 槇島／㈲フク井生花／㈱福文製茶場／藤井孝三司法書士事務所／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／不動産イワスエ産
業／㈲船川園本店／（税）＋ＣＡＦＥ／古川製茶／プレス精工㈱／ヘアーサロンナカジマ／ヘアーサロンナリタ／平和堂ショッピングプラザ 100BAN 同好店会／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／真柴豆腐店／㈱増井商店／丸五醤油醸造㈲／丸五薬品／マルキク商店／㈱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／㈲南山城複写センター／みのり幼稚園／都フーズ／みらい司法書士事務所／㈱村田商店／村田寝具㈱／村山医院／メガネの三
城 宇治槇島店㈲シナプス／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／山﨑茶園／㈱山科自動車教習所／山田工業㈱／大和塾／大和動物病院／山根寝装
店／山福油化㈱／㈱山本自動車工業／（医）弥生会 上田診療所／サービス付き高齢者向け住宅 やよい館宇治／デイサービスセンター菩提樹／ユニバーサル航空サービス／吉住司法書士
事務所／㈱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／理容髪工房／理容室ふじい／料理旅館宇治川／ワーゲンショップキタガワ／㈲わかはやし美
容室／わかわし／ワキモト菓子店／和風屋えん【匿名・個人】6 件 16,000 円

◦施設会費
【5,000 円】Hana 花保育園／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／イサク事業所同胞の家／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／宇治明星園白川ケアハウスあさぎり／宇治明星園白川特別養護老人ホーム／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／㈱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デイサービス／㈱ケアトラストメイプルリーフ名木／㈱ケアトラストメイプルリーフ槇島／けあほうむぴあ／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 ゆめハウス／障害者支援施設魁／スマイルワーク大久保事業所／生活介護施設クロ
ーバー／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／（特非）伝書鳩デイサービス／同胞会こ
ひつじこども園／同胞こども園／同胞の家／特別養護老人ホーム天ヶ瀬苑／なかよし保育園／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／のぼり児童館／ハーモニー
やまはた／ひいらぎこども園／平盛デイサービスセンター／広野保育所／ほーぷるのぼり（第二登りこども園）／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／明星っ子こども園／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／洛南共同作業所／ワークセンタ
ー宇治作業所／【匿名】1 件 3,000 円

＊皆様から地域福祉活動を支える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 30 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。）

（4） 2019 年６月 15 日社 協 だ よ り

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。


