
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響は、地域での福祉活動にも影を落とし続けています。
そんな中だからこそと、地域でのつながりは柔軟に、工夫を凝らしながら続いています。

古くて新しい!?「農」を通じたつながりづくり

柔軟にやり方を変えて、つながりを維持

新しいつながり方にも関心を持って

南部学区福祉推進委員会では、例年、地域の高齢者をお招きし、
新春会食会を開催しています。昨年はコロナ禍で開催できず、今
回はどうかな…とギリギリまで話し合いを重ねてきました。感染者
の状況などから、近くの会場にお弁当を取りに来てもらう形に変更。
高齢者の外出の機会にもなるし、直接お顔を見て、ご様子を確認
することもできる…と、この形で実施。
日頃から地域のために話し合いを重ねている人同士だからこそ、
つながり続ける形を柔軟に考えることができます。

小倉学区福祉委員会では地域の畑を利用して、福祉農園の取組み
を進めています。小倉地域だけでなく、その周辺から多くの人が
参加しています。ご夫婦で来ている人もあれば、「家に居ると身体
がなまるから」と、ひとり作物との対話を楽しむ人も。どちらも
家庭の和を保つことにつながっているようです。皆さん一様に「健
康を維持できるのは福祉農園のおかげ」とお話していました。野
菜作りの合間のちょっとしたお話や、できた野菜のおすそ分けでも
地域のつながりづくりが生まれています。

会食会は配食会に。柔軟に取組みを変えてつながりを維持

宇治市災害ボランティアセンター主催の研修会に槇島地域からオンライン参加に挑戦！

密にならずに野菜談義 永く活動してもらえる
ように助成金を活用し
て耕運機を導入

槇島学区福祉委員会では、ICTを活用し、コロナ禍でも福祉
委員同士がつながり続ける方法を検討しています。この日は近
くの施設を利用して、宇治市内の他の会場で開催している研
修会にオンラインでの参加に挑戦。新しいつながり方について、
地域のみんなで体験し、話し合いました。
ひとりではチャレンジしづらいことも、地域のみんなでチャレ
ンジされています。

皆さんお住まいの地域にある学区福祉委員会に
おつなぎします。詳しくは宇治市社会福祉協議
会（電話：22-5650）までお問合せください。

宇治市社会福祉協議会では、地域の福祉活動に
賛同いただき、ご協力いただく住民会員を募集
しています。詳しくは２面にて。
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＝支え合い、助け合い、励ましあって、つながる福祉＝
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＝支え合い、助け合い、励ましあって、つながる福祉＝

つながる、つなげる～地域の学区福祉委員会での取組みから～

会食会は配食会に。柔軟に取組みを変えてつながりを維持

学区福祉委員を募集しています

住民会員募集中

地域でのつながりづくりを続けるボランティア…

地域の中でのつながりづくり、それを支える活動へのご支援をお願いします

学区福祉委員を募集しています

住民会員募集中

地域でのつながりづくりを続けるボランティア…

地域の中でのつながりづくり、それを支える活動へのご支援をお願いします



社会福祉協議会は、社会福祉法という法律に定められた公共的な団体で、地域の中でのつながりづ
くりを進めたり、その支援を行ったりしています。地域福祉を進めるコーディネーター（調整役）
です。
私たちの取組みや、地域での福祉活動にご賛同いただき、ご協力いただく会員（会費）を募集して
います。

・学区福祉委員会等の活動を応援
・ボランティア活動センターの広がりを推進、
　宇治ボランティア活動センターの協働運営
・子育て中の人たちの仲間づくりを応援
　　子育て中の親子の相談、出会いの場
　　テーマ（多胎児を育てる親子等）に応じた
　　相談の場づくり
　　中学生と赤ちゃんのふれあい交流事業
　　（コロナ禍では中学３年生に赤ちゃんの手形・足形メ
　　　ッセージを伝えています）

・地域の皆さんと一緒に介護予防教室を実施
　　地域参加型Bタイプリハビリ教室

宇治市社会福祉協議会では、専門機関と連携して、市民の方にご相談いただける
相談窓口を設けています。
（予約・問合せ）宇治市社会福祉協議会（ふれあい福祉センター　電話：0774-23-0857）

※月～金（祝日・年末年始除く）9～ 17時

他にも、生活福祉資金やくらしの資金等の貸付け相談を通じた生活についての相
談、日常生活での福祉サービスの利用や手続きに不安がある方への相談、福祉な
んでも相談、ボランティア活動や、身近にできる地域福祉活動に関する相談等、
お受けしています。
（詳細）宇治市社会福祉協議会（電話：0774-22-5650）

宇治市で活動している団体に、地域行事
等でご活用いただける備品を無料で貸出
ししています。車イス等、備品によって
は個人に貸出ししているものもあります。
ご活用ください。
（※営利目的の活動には貸出不可）

貸出備品一覧
長机／パイプイス／車イス／シャワー用
車イス／大釜／炊飯器／電動餅つき機／
綿菓子機／たこ焼き用鉄板／かき氷機／
鉄板焼き機／ポップコーン機／液晶プロ
ジェクター／スクリーン／DVD再生デ
ッキ／パネル板／電気ドラムコード／ワ
イヤレスマイクセット／大会用テント／
五徳（ガスコンロ）／寸胴鍋／展示用パ
ネル

申込方法
貸出希望日の属する月の２か月前の月の
１日、10 時より受付開始（初日（１日）
は総合福祉会館窓口来館でのみ受付）
（詳細）宇治市社会福祉協議会

（電話：0774-22-5650）

円円500500一世帯
（１口）

住民
会費
住民
会費

自治会・町内会を通じて各世帯に呼びかけている住民会員
のほかにも、個人や商店・事業所でご加入いただけるもの
もあります。皆さまのご協力・ご支援をお願いします。

・地域の支え合いづくりの推進
　　生活支援コーディネーターを配置
・障がいのある方などの豊かな生活をサポート
　　身体障がい者デイサービス事業、車イス利用者
　　の移動支援事業
・自治会・町内会の福祉活動に協力
・赤い羽根共同募金などを活用した、地域づくり活
　動や身近な居場所づくりを応援
・社会から孤立している人を支えることができる　
　「地域共生社会」に向けた取組み

相談名 相談できる内容 相談日（祝日・年末年始を除く）

弁護士による
法律相談

法律に関すること・（要予約）
（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
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
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
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
相談

消費者金融・住宅ローンなど債務に関
すること（要予約）
（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
相談

成年後見制度に関すること（要予約）
（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
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～宇治市社会福祉協議会では住民会員を募集しています～
地域の中でのつながりづくり、それを支える活動へのご支援をお願いします地域の中でのつながりづくり、それを支える活動へのご支援をお願いします

～宇治市社会福祉協議会では住民会員を募集しています～

“支え合い、助け合い、励ましあって、つながる福祉”

各種相談窓口の紹介 ～困った時にもつなぎます～ 備品貸出ご活用ください
～地域のつながりのきっかけに～

モットー



「赤い羽根コラボ助成金」受付開始します
～宇治市の街づくり活動のサポート～

令和４年度の助成金の申請受付について

－助成金制度が活用できます－市内約１００か所が登録中！

～Hot！ふれあいサロン事業～
あったらいいな！みんなが集まる近くの居

サ ロ ン
場所

（3）社 協 だ よ り2022 年３月 15 日

①概ね月１回以上、開催するもの。
②１回あたりの利用者の人数は、概ね10人とするもの。
③地域の相互の支え合いや仲間づくりを目的に、レク

リエ－ション、創作・軽作業、体操、健康チェック、談話等を
行うもの。

④特別な事情を除き、参加希望者を常時受け入れられるもの。
⑤明確な企画に基づく事業の具体的な計画を持つもの。
⑥運営体制が整っており、自己調達、参加者負担の努力を行って
いるもの。

⑦実施場所は市内にある次のような施設を利用するもの。
・市内の公共施設、地域の集会所や集合住宅等の集会室、個人
の自宅など。

＊ただし、政治活動、宗教活動を主たる目的とした団体や営利を
目的とした団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団
体、趣味や同好的活動を主たる目的に集う団体は除きます。

市民の皆さんからご協力いただいた「共同募金」を財源とし、宇治市内で活動をする当事者団体、ボランティア活動団体、ＮＰＯ法人、そ
の他市民団体が実施する、宇治市の幅広い地域福祉活動に対して助成金でサポートしています。
子育てから高齢者の方に関わる様々な活動、地域での防災に向けての活動など、ご相談ください。
また、「活動したいけれど、立ち上げまでの費用がない」と言ったような新たに立ち上げる事業は、「新規事業助成」として年間を通じ受付
しています。

お問い合わせ、事業、運営に関するご相談：0774-22-5650（宇治市共同募金委員会）

（※土日祝を除く）
※新規事業助成金のみ通年にて申請可能。

〈使途に合わせて下記の助成金の申請ができます〉
助成金の種類 助成金の使途 助成限度額 助成割合

事業助成 団体が実施する事業に対する助成 １事業５万円
（上限：１団体３事業 15万円）

事業費の３分の２を
上限に助成

運営助成 団体が活動する経費に対する助成 １団体２万円 なし

新規事業助成 団体が新たに実施する事業に対す
る助成

２万円～10万円（１事業のみ）
但し助成額は実施する事業の規模・重要度に応じて決定 なし

令和４年５月２日（月）～５月31日（火）

令和４年4月1日（金）から4月28日（木）までの1ヶ月間

〈申請受付期間〉

〈期間〉

・宇治市内に所在し、かつ宇治市内をその活動範囲とする、５名以上
で構成される団体のうち、地域の福祉活動を進める財源となる本
会会員募集及び共同募金運動に賛同する団体。

　※下記団体は除く
（１）政治活動、宗教活動を主たる目的とした団体
（２）営利を目的とした団体
（３）暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体
（４）社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に定められた

社会福祉法人
（５）学区福祉委員会及び地区社会福祉協議会

〈申請対象となる団体〉

・４月１日から翌年３月31日まで
　※申請時期よりも前の事業についても、適切と認めた場合は対
　象となります。

・地域における福祉のまちづくりに寄与する活動
※本会の他の要綱により補助金を交付されている事業は除く。

〈助成の対象期間〉

〈対象となる事業〉

申請書類を宇治市共同募金委員会（事務局：宇治市社会福祉協議会）ホームページより入手の上、必要事項をご記入いただき、窓口にてご
提出下さい。活動の内容や団体概要等をお伺いします。

〈申込方法〉

この事業は、宇治市共同募金委員会が、自治会・町内会でお取組
み頂いている「歳末たすけあい運動」で寄せられた募金をもとに
実施しています。
身近な地域でひとりぼっちにさせないこの取組みは、あなたとそ
のまわりにいる地域の方が主役となる活動です。
　＊高齢になっても健康を維持したい
　＊子育て中の親子同士の友達づくり　…など

（土日祝を除く）

対象
事業

活動場所の多くは、集会所をはじめとする公共施設。宇治市は他
市に比べて集会所が多いのが特徴で、身近な場所にふれあいの場、
つながりの場をつくるのに適した環境があります。
これまで市内で培われたサロンの立ち上げ方、運営方法や創意工
夫・アイデアをお伝えします。必要に応じて下記の助成金制度が
活用できます。

コロナ禍が続く中、地域のふれあいサロンでも開催に苦労して
いるところが少なくありません。コロナ禍で、それぞれどのよ
うなことに注意しているのか、また、コロナ禍でのふれあいサ
ロンを開催する意味や価値を話し合う機会を持ちました。



（4） 2022 年３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。

企業や商店、地域の皆さまが所有される建物や空き地等
のスペースに飲料用自動販売機（自販機）を設置するこ
とで、その収益の一部を地域福祉活動の財源として活用
する仕組みがあります。
１㎡の面積があれば自販機は設置可能です。空き地（空
き資源）を活用しながら地域に貢献できる取組みにご協
力いただける方はぜひご連絡ください。
宇治市社会福祉協議会（0774-22-5650）

ご寄付・遺贈のご相談をお待ちしています
地域での多様な福祉活動を柔軟に応援・推進するためには、

皆さまからのご寄付は必要不可欠です。

ご相談は宇治市社会福祉協議会（0774-22-5650）まで。

１㎡でできる社会貢献事業
～地域福祉活動を応援する自動販売機を設置しませんか？～

のンョピじう のンョピじう 「地元に出かけよう」
（催しなどのご案内）

内　容：誰でもひとりでは寂しいけれど、まわりに日頃の思いを親身に受け止めてくれる
人がいれば、心も和らぎ元気も湧くでしょう。良き聴き手となるための傾聴の入
門講座を開催します。

日　時：3 月 24 日（木）13時半～ 16時半
場　所：総合福祉会館 3階
費　用：無料
申　込：住所、氏名、電話番号を下記問い合わせ先まで
問担当：宇治市社会福祉協議会（0774-22-5650）

傾聴ボランティア養成講座受講生募集（傾聴ボランティアサークル「かかし」）

内　容：コロナにより、直接皆さんとお会いできない為、なかままつり 2021 の特別企画
として「オリジナル曲づくり」「YouTube 動画」「地域の皆さんへの応援メッセー
ジの横断幕、垂れ幕」等の企画に取り組みました。

　　　　動画は宇治東福祉会ホームページよりご覧いただけます。ぜひご覧ください
（Youtube で「宇治東福祉会」と検索してもご覧いただけます）。

　　　　宇治東福祉会HP：http://park22.wakwak.com/̃ujihigashi/

なかままつり2021 特別企画（宇治東福祉会）

内　容：目の不自由な方にとって情報を得る手段のひとつに「点字」があります。文字情
報などを点字にする活動が「点訳ボランティア」です。視覚障がい者の暮らしを
豊かにするボランティア活動への第一歩を踏み出しませんか？

日　時：6 月～ 10月までの木曜日（月２回程度、全 10回）
場　所：総合福祉会館
費　用：3,000 円（テキスト代含）
申　込：講座名、氏名（ふりがな）、住所、電話番号を明記の上、郵送・ファクス・メールにて

〒 611-0021 宇治市宇治琵琶 45　宇治市社協気付　点訳グループ「宇治川」宛
ファクス　0774-22-5654　メール　tenyaku-ujigawa@outlook.jp

問担当：宇治市社会福祉協議会（0774-22-5650）

点訳ボランティア養成講座受講者募集（視覚障害者協会・点訳グループ「宇治川」）

内　容：動かなくなったらすぐゴミ箱行き。親も子も物を大切にする心、「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“人をも大切
にする心”を育てることを目的にした病院です。

日　時：毎月第 3日曜日 13時～ 16時
場　所：総合福祉会館
費　用：無料（部品交換等の場合は実費が必要）
申　込：不要。開催日に直接持参（開催日 16時直前に持参の場合は当日に修理が終わら

ないこともあります）
問担当：山田（090-9619-6645）

おもちゃの無料修理（宇治おもちゃ病院）

内　容：留守番のお子さん、子育て世帯のご家庭や高齢世帯の方など、どなたでもご利
用ください。テイクアウト形式にてお弁当のお渡しをしています。ホッと一息
できるお時間をお届けできると幸いです！ボランティアで協力いただける方も
募集中！

日　時：月 1回不定期
場　所：天理教中背（なかしろ）大教会
費　用：子ども（中学生以下）100 円、大人 300 円
申　込：公式 LINEより事前申込（LINE未登録の方は、
　　　　　　　　　　　　　　　 メールhirono.kodomoshokudo@gmail.comへ連絡）
問担当：安村（0774-43-5561）

こども食堂参加者・ボランティア募集（ひろのこども食堂）

内　容：人形劇屋「たくたく堂」さんによる、人形劇を行います。作品タイトルは「お・お・
き・く・な・ぁ・れ！」より「のこにゃこの巻／のこのこいもむし・にゃあにゃ
こにゃん」。お楽しみに！

日　時：3 月 23 日（水）13時半～ 14時半
場　所：植物公園 1階展示室
費　用：植物公園の入園料が必要です（当日15時まで開設している「おさんぽ＊りぼん」

を利用の場合入園料無料）
申　込：不要。どなたでもお越しください
問担当：つどいの広場りぼん（平日 10時～ 16時：0774-44-2112）

人形劇屋＊たくたく堂さん in 宇治市植物公園（NPO法人子育てを楽しむ会）

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：3 月 29 日（火）10時半～ 12時（受付は 10時 15分から）
場　所：総合福祉会館 3階大広間
費　用：無料
申　込：不要
問担当：佐藤（0774-33-3793）

大人のための「おはなしを楽しむ会」（おはなしたまてばこ）

内　容：宇治市老人福祉センターサークル協議会では、以下のサークル会員を募集中です。
　　　　60歳以上の宇治市民の方がご参加いただけます。
　　　・書道同好会：第１・３金曜 13時～ 15時
　　　・将棋同好会：火～日曜 12時～ 16時
　　　・茶道サークル：第２・４土曜 10時～ 12時
　　　　※いずれも総合福祉会館で開催
問担当：宇治市社会福祉協議会（0774-22-5650）

サークルメンバー募集中（宇治市老人福祉センターサークル協議会）

内　容：ニュースを見たり普段の生活で感じたことを英語でつぶやいたりしています。単
語や短文を選ぶだけの簡単ツイート（呟き）。英語が今も好きな方が対象です。

日　時：毎月第 3火曜日 14～ 16時
場　所：木幡地域福祉センター
費　用：各回 100 円（他にサークル区民費が必要な場合あり）
申　込：SMS、メール　osmkw@aol.com
問担当：黒川（080-5071-7347）

英語のKAI（えいこだよ）

内　容：宇治市視覚障害者協会では、日々のくらしの中で、目が見えない・見えづらくて
悩みを抱えておられる方のご相談に応じています。目の不自由な中での生活を知
る、同じ立場でのお話ができます。ご気軽にお越しください。

日　時：3 月 20 日（日）13～ 15時
場　所：総合福祉会館 2階
申　込：電話で申込
問担当：今里（0774-22-3200）

目が見えない・見えにくい方の相談会（宇治市視覚障害者協会）

内　容：12 歳～ 88 歳まで楽しみながら練習している大正琴仲間の演奏会です。コロナ
前は年間 40件のボランティア演奏や様々なイベント、海外でのチャリティーコ
ンサート等していましたが全てなくなり、今回のステージ演奏会で皆さんと共に
楽しみたいです。コロナに負けない！

日　時：4 月 2日（土）12時半～ 15時半
場　所：文化センター小ホール
申　込：不要・当日会場へ
問担当：永谷（090-4036-2186）

わっと仲間！琴音人チャレンジコンサート（大正琴ファンタジー・琴音人：ことねっと）

内　容：「ほのぼのタイム」は、大切な方を介護されている市民の皆さんの交流の場です。
ホッとしたい、情報が欲しい等、自由におしゃべりできる場です。35年の歴史
を持つ当会の世話人が、孤立しがちな介護者のみなさんが、少しでもほのぼのと
した時間を過ごしていただけるようお待ちしています。

日　時：4 月 1日（金）、6月 3日（金）いずれも 14時～ 15時半
場　所：総合福祉会館
申　込：申込不要。当日会場にお越しください
問担当：勝谷（090-1486-6727）
その他：宇治市介護者（家族）の会では上記のほか、総会を 4月 17 日（日）13 時から

開催予定です。詳細はお問合せください。

ほのぼのタイム（宇治市介護者（家族）の会）

内　容：月一回のこども食堂で、家庭の困り事などを根本的に解決できるわけではありま
せんが、温かいご飯の用意と食事を介して人との繋がりの貧困をなくすお手伝い
が出来ればいいなと思います。

日　時：月 1回程度
場　所：宇治教会附属愛児園ホール
費　用：こども無料、大人 300 円
申　込：インスタグラムにて（@kinarico_uji）
問担当：詳細や申込はインスタグラムからお願いします。宇治教会附属愛児園は会場をお

借りしているだけですので、そちらへの問合せは控えてください。

丘の上のんびりこども食堂（kinarico：キナリコ）

※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。


