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新型コロナウイルス感染拡大防止のため人の移動、対面接触が制限される中で、これまで培ってきた「つながり」が築き
にくくなっています。それでも、地域の中では、これまでの「人と人とのつながり」を工夫し、孤立を防ぐ取組みも聞こ
えてきました。当会は、この緊急事態においても大事にされている「人と人とのつながり」を再確認し、この困難を一緒
に乗り越えるための工夫を共有するために市内約 250 団体に電話による緊急アンケート調査を行いました。

いつもの活動はできないけれ
ども、自宅でできる体操など
をポスティングしたよ。

Zoom、Skype、LINE、
YouTube…活用しているよ！

自分たちで作っているニュ
ースを、「お便り待ってい
ます」というコーナーに
変えて、会員さんの声を
集めるようにしているの。

自分たちで作っているニュ
ースを、「お便り待ってい
ます」というコーナーに
変えて、会員さんの声を
集めるようにしているの。

職を失った人もいるし、収入が少な
くなった人もいる。SOS を出せず
に孤立している人がいるんじゃない
かと心配だし、つながりを切らない
活動をもっと提案したい！

多くの団体が中止や休止を余儀なくされている中、つながりを絶やさないようにと、方法を変えるなど工夫をして活動を展
開していることがあると回答した団体は 40％もおられます。また、話し合いを重ね、顔を合わせないでもつながりを感じ
てもらえる方法を、考えておられることがわかりました。会えない、集えないことばかりが注目されがちですが、その中で
工夫をされていることをお聞きし、わたしたちも勇気が湧いてきました。さらに、孤立への不安が大きい今、住民同士だけ
でなく、専門職との連携も必要です。

アンケートを実施して

当事者団体より

異年齢の子どもと接するのは大切。
親も子もリフレッシュすることにも
つながっているし、他の人の子育て
を知る機会になっていると思う。

子育てサークルより子育てサークルより

当事者団体より
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を実施しました
～英知と工夫を集めてふだんの暮らしを取り戻す～
見えない“地域の底力”を集めよう
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＝支え合い、助け合い、励まし合って、つながる福祉＝

①特例緊急小口資金

②特例総合支援資金

貸付上限額：1世帯10万円
特に必要な世帯は20万円

貸付上限額：単身世帯＝月額15万円、２人以上の世帯＝月額20万円
（貸付期間　３か月）

（１世帯１回のみ）
減収等があった世帯へ緊急かつ一時的な生活費を貸し付けます。

減収、失業等で、日常生活の維持が困難となっている世帯への生活費を貸し付けます。

※いずれも無利子、保証人不要、据置１年以内。償還（返済）は、①は２年以内、②は10年以内です。
※償還免除について：償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還を免除されること
があります。
※貸付には条件やご準備いただく書類がありますので、まずは当会までご連絡ください。

～英知と工夫を集めてふだんの暮らしを取り戻す～

今、改めて地域福祉活動を、
どう思っていますか…

～つながりを切らないために～

利用された人の声

担当職員の声

仕事がなくなって、この
先どうしようかと思って
いたけれども、これで少
し安心して次のことが考
えられます。

「このような状況の中、相
談に応じることも大変だ
と思いますが、頑張って
ください！」という声も
寄せていただきました。
ありがとうございます。

これまでの相談件数
のべ

件以上
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域のみんなの英知と工夫

＊アンケートの速報まとめは当会ホームページに公開しています。＊アンケートの速報まとめは当会ホームページに公開しています。

これまでの相談件数

件以上

を実施しました（2020年４月15日～４月30日実施）

見えない“地域の底力”を集めよう

お困りの世帯を支援します
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて ※令和２年５月末現在
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◦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【11,500 円】木幡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】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
【5,000 円】宇治作業所保護者会／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／サポートセンターきんと雲／メレ･ マカナ宇治【4,000 円】オカリナ Aria の仲間た
ち【3,500 円】平尾台自主防災・防犯組織会【3,000 円】青梅グループ／遊びの学校運営委員会／伊勢田学区福祉委員会／伊勢田喜老会／一里塚さわらび会／一福会／宇治映画同好会／
宇治おもちゃ箱／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／宇治市傾聴ボランティアサークルかかし／宇治市子ども会連絡協議会／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／宇治市スポーツ協会／宇治市父子会／宇治手話サークル太陽／宇治手話通訳者協会／宇治手話の会茶だんご／宇治市要
約筆記サークル「やまびこ」／宇治市要約筆記サークル「エコー」／宇治市連合母子会／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（URV）／えいこだよ／エコクラブキョーカン／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／岡屋地区民生児童員協議会／小倉学区福祉委員会／小倉喜老会／小倉地区民生児童委員協議会／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／おこしやす／笠取学区福祉委員会／笠取第二学区福祉委員会／かわいい柏もち／河原ことぶき会／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部／京都府原爆被災者の会宇治支部／心ぽかぽか和み
の会／木幡高砂会喜老会／コンタクトパーソン ｢結｣ ／サロン水仙／サロンローズマリーの会／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／全国訪問ボランティアナース
の会キャンナス宇治／（特非）善法雇用促進協議会／善法和光会／大正琴ファンタジー琴音人／点訳グループ ｢宇治川｣ ／ DOHOグループ保護者会／莵道北喜老会／莵道第二学区福祉
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／名木喜老会／南部学区福祉推進委員会／南陵町喜楽会／南陵台うた声サロン和み／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／西木幡第一喜老会／（特非）認知症予防ネット／（特非）働きたいおん
なたちのネットワーク／八番あやめクラブ／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／ふれあいの森／明星の会／ほっこりスペース
あい／ほっとほっとサロン／槇島学区福祉委員会／槇島東喜老会／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／三室戸学区福祉委員会／木工指導集団
WOODY MATE UJI ／柚子の会／洛南生コンクリート協同組合／六地蔵喜老会

◦賛助会費
【30,000 円】宇治東福祉会【8,146 円】北小倉地区民生児童委員協議会【匿名・個人】56 件 151,521 円

◦寄附金
【122,578 円】宇城久明るい社会づくり運動の会【67,082 円】宇治市老人福祉センターサークル協議会【58,210 円】ダンスホール宇治【50,000 円】宇治商工会議所大久保地区委員会【46,326
円】（社福）悠仁福祉会【14,194 円】大開文庫【7,070 円】㈱夢グループ【5,000 円】笠取第二学区福祉委員会【2,072 円】北小倉地区民生児童委員協議会【1,000 円】南山千代田
自治会【匿名】5 件 20,966 円【遺贈（個人）】2 件 110,000 円

◦災害時支援活動準備金
【11,130 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

◦特別賛助会費（１万円以上のご協力）
【38,600 円】宇治市老人福祉センターサークル協議会【30,000 円】（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】（宗）平等院【12,000
円】㈶宇治市福祉サービス公社【10,000 円】旦椋神社／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／㈱宇治
吉田運送／ a-Village& むらかみパソコン教室／かおり幼稚園／笠取ふれあい福祉センター／京都綜合警備保障㈱／京都城南ライオンズクラブ／（医）啓信会 ヘルパーステーションリエゾン大
久保／㈱健伸堂／㈱下岡建設／松浩不動産㈲／㈱新京阪観光社／㈲新進堂印刷所／竹中歯科診療所／特別養護老人ホーム宇治さわらび園／特別養護老人ホーム桃花苑／長島精工㈱／
㈱日経ハウジング／任天堂㈱宇治工場／平和住宅建設㈱／桝田商事㈱／㈱松菱製作所／（社福）悠仁福祉会 京都認知症総合センター／連合京都南山城地域協議会／㈱ロジック

【匿名】８名 120,000 円

◦事業所会費
【9,000 円】㈱グットメン【6,000 円】宇治観光開発㈱／宇治建設業協会／（医）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／
マイクロ福祉グルーフ【5,000 円】あさくら診療所／（医）一心会都倉病院／（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／亀菱久保田㈱／㈱かわな工業／
㈲キタムラ／共栄製茶㈱／㈲キョーカン／（医）小山内科医院／㈱角興商店／辻本左官店／日本ジフィー食品㈱／林自動車／㈱ホクユー／㈱丸久小山園／村澤医院／㈱山政小山園／（医）
弥生会上田診療所／（医）弥生会サービス付き高齢者向け住宅やよい／ユニチカ㈱宇治事業所／㈱吉田電気商会【3,000 円】artist salon ＳＨＯＷ／ 宗／アイテム㈱／㈱明石屋／ＡＳＡ
宇治黄檗／あだち歯科医院／㈲荒川産業／安藤板金工作店／池田商店／（名）池本本家／㈱石田工務店／和泉工芸／㈱伊藤電気／井上接骨院／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／㈱ UEMURA ／㈱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／宇治槇島郵便局／宇治明星園グループホームナイスライフいせだ／宇治明星園白川デイサービスセンター／宇治モータース販売㈱／宇田医院／㈱ウチラ／
A.B.C.cafe ／エコライフ フジワラ黄檗店／大久保薬局／大竹金物店／太田電機㈱／大友工業所／㈱Ｏ-ＨＯＭＥ／大森理容／お菓子のワキモト／（医社）岡田医院／おく整骨院／奥田建
設工業㈱／奥西珠算教室／巨椋神社／小倉幼稚園／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／㈱神村製作所／㈲上林春松本店／㈲喜撰茶屋／㈲北岡園／（合）北川半兵衛商店／木田工務店／絹よし／㈲木下工業所／木下青果店／㈲きみ家／㈱木
村自動車／木村畳店／協栄エコソリューション㈱／教栄寺／京菓子司与楽神明店／京都宇治式部郷／㈶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／久保田工作所／ケアサービスセンター あいじゅ／ケイズ美容室／㈲幸栄堂／こざくら幼稚園／（宗）許波多神社／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／ JA 京都やましろ中宇治支店／志津川五和の園老人保健施設／志津川陶芸教室／嶋村歯科医院／シューズショップヤスケ／㈲昇苑くみひも／㈱新関西テク二
カ／㈱新建住宅／新世警備保障㈱／神明でんき本店／神明湯／水彩工房西宇治店 ㈱小西商店／鮨席初瀬／㈱スーパーいけもと／スーパーラスカ／㈲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／㈱セグチ／セブンイレブン宇治開町店／そば処観月／高橋内科医院／竹中内科医院／田中診療所／㈱谷商店／田渕電機産業株式会社／玉田酒店／ちさ
と美容院／ツア・クローネ／辻岩製茶㈱／辻川工芸／㈱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／とわ動物病院／ナカガワ胡粉絵具
㈱／㈲ナガタ電機工業／中沼アートスクリーン㈱／ながの整骨院／㈲ナカハラ／中村菓舖／㈲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／㈱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／㈱ BIKE&CYCLEツボタ／ＢＡＵＳ／白水舎クリーニング
取次店ほりい／橋寺放生院／橋姫神社／長谷川私塾／㈱ハッピーテラダ黄檗店／㈱花宗商舗／花正生花店／㈱花屋敷浮舟園／㈲花和商店／美ｉｎｇはっぴい／東本広美社／ひかり倶楽
部／㈱ひらきアーキテック／平杉鍼灸整骨院／ HILLTOP ㈱／びわ薬局／㈲フク井生花／福井製茶場／㈱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／不動産イワスヱ産業／㈲船川園本店／（税）+CAFÉ ／プレス精工㈱／ヘアーサロン ナリタ／ヘアサロン ナカジマ／ Babe hair 
make salon ／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／㈲部谷電機工業所／㈱芳春園岩井勘造商店／㈱星山組／堀池幼稚園／㈱堀井七茗園／真柴豆
腐店／㈱増井商店／マルキク商店／丸五薬品／㈱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／㈲南山城複写センター／都フーズ／みらい司法書士事務所／㈱村田商
店／村田寝具㈱／（医）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／吉住司法書士事務所／吉田造園／㈱洛南エンジニアリング／洛陽プラスチック㈱／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／和風屋えん【匿名】６件 18,000 円

◦施設会費
【5,000 円】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／いずみこども園／伊勢田こども園／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／宇治やすらぎの家／（医）栄仁会ぐるーぷほーむぴあ／エフアイスイート／くりくま保育園／グループホーム鳳凰槇島／㈱ケアトラスト
グループホームメイプルリーフ／㈱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／㈱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／志津川福祉の園／児
童デイころぽっくる／（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／スマイルワーク大久保事務所／生活介護施設クローバー／デイサービス花咲里／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／（社福）同胞会 イサク事業所 どうほうの家／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／（一財）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／
Ｈａｎａ花保育園／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／放課後デイサービスかえるぱんだ／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／槙島
ひいらぎこども園／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／南山城学園地域福祉支援センター宇治小倉／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　5,000 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31年・令和元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。）

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。

◦寄付物品
アンダーツリー㈱：車両 1 台、テイネン㈱：タオル 1,500 枚、㈱ツルハホールディングス・クラシエホールディングス㈱：車いす 1 台【匿名・個人】13 件　マッサージチェア、車いす、スチールラック、
碁盤・碁石、キャスター付きいす、折りたたみいす、未使用切手、はがき、使い捨てマスク


