
コロナ禍で人と人のつながり、
対面の大切さが浮き彫りになり
ました。
その大切さをふまえ、多様な人
と参画、人と人が支えあう地域
基盤づくりを目指した計画づく
りを進めます。

コロナ禍で、より浮き彫り
となってきた生活困窮等か
ら連なる様々な個別課題へ
の対応が増えています。
相談者の生活不安を社会ニ
ーズとして明らかにし、相
談者の意志に寄り添い、制
度や他の相談窓口につなげ
ます。また、その不安解消
のための地域福祉活動やボ
ランティア活動等への取り
組みにつなげます。

令和３年度より「地域福祉活
動拠点（コミュニティスペー
ス）」の運用をはじめました。
地域住民からの空き店舗の利
用の相談を受けたことから実
現しました。

①１㎡でできる社会貢献事業
～地域福祉を応援する自動販売機を設置しませんか？～
企業や商店、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（自販機）を設置させていただき、
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。

②ご寄附・遺贈のお申し出・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、
皆様からのご寄附は必要不可決です。
お申し出・ご相談は宇治市社会福祉協議会
（0774－ 22－ 5650）まで。ご連絡をお待ちしています。

孤立させない地域づく
りを進めるために、常
に地域住民の関心事や
不安を抱えている人の
想いを大切にし、多様
な住民が参画できる場
づくりや各種の地域福
祉、ボランティア活動
への支援に取り組みま
す。

地域福祉を展開していく
ために必要な人材（財）
育成、財源基盤の強化と
して、会員募集運動の強
化や自動販売機の設備拡
充を図るとともに、遺贈、
寄附の積極的な受入れや
助成金の活用などに取り
組みます。

社会福祉協議会（社協）は社会福祉法という法律に定められている、公共的役割を
持つ民間団体です。全国の各都道府県や市町村に設置されています。
宇治市社会福祉協議会では、地域の住民の皆様をはじめ、宇治市内の関係機関や団
体、施設等の参画により、「誰もが安心して暮らせるふくしのまちづくり」を進
めるための様々な活動に取り組んでいます。

＝支え合い、助け合い、励まし合って、つながる福祉＝
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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） 2022 年６月 15 日社 協 だ よ り

宇治市社会福祉協議会は…
「支え合い、助け合い、励ましあって、つなが
る福祉」をスローガンに地域福祉を進めるコ
ーディネーターとして、活動をしています。

第 4次宇治市地域福祉活動計画の策定

各種相談からの生活課題と地域福祉課題の把握と解決

「人への共感」「地域への関心」を基盤とした、
地域福祉活動・ボランティア活動の推進

法人運営及び
財務運営の強化

～令和４年度 事業計画から～

新たな“つながりの場”で新たな取組み
を～コミュニティスペースの運用

地域福祉活動への応援をお願いいたします!!

社協（社会福祉協議会）って、何しているところ？社協（社会福祉協議会）って、何しているところ？

ランティア活動等への取り
組みにつなげます。

現しました。

寄附の積極的な受入れや
助成金の活用などに取り
組みます。

す。
出会い、気にかけあう関係
づくりの『ラジオ体操』は、
地域参画の１歩の一つです。

コロナ禍で、一人暮らし高齢者の「会って、食
べる」の会食会は難しいけれど、集会所でお弁
当を「会って、渡す」で高齢者の孤立予防に！

「食」をつなぎ、「人の思い」をつなぐ
フードパントリーにも協力。

令和３年度は新たに（社福）
山城福祉会様の福祉施設に
設置いただきました！！

ひきこもりの家族の相談や会の活動、大学生など、若い
世代がつながり、地域で何かをはじめるための情報交換、
企画づくりのスペースとして活用されています。

※フードパントリーとは…様々な理
由で日々の食品や日用品の入手困
難な人たちに対して、企業や団体
から物資の提供を受け、無償で配
布する取り組み

会員募集や自動販売機による社会貢献のPRなど、地域福祉活動の財源
づくりを呼びかけています。遺贈や寄附のご相談もお受けしています。



（2） 社 協 だ よ り 2022 年６月 15 日

◦特別賛助会費（１万円以上のご協力）
【20,000円】亀石楼【19,950円】京都府グランド・ゴルフ協会【15,000円】㈱グットメン【10,000 円】旦椋神社／宇治久世医師会／宇治市連合喜老会／宇
治神社／ A-Village＆むらかみパソコン教室／㈱健伸堂／㈲新進堂印刷所／辻本左官店／長島精工㈱／㈱日経ハウジング／ヘルパーステーションリエゾン大
久保／（医）弥生会上田診療所／連合京都南山城地域協議会【匿名・個人】12 名 170,000 円

◦事業所会費
【6,000 円】奥田建設工業㈱【5,000 円】あさくら診療所／㈱オートワークス京都／亀菱久保田㈱／共栄製茶㈱／（医）小山内科医院／志津川五和の園
老人保健施設／東洋印刷㈱／日本ジフィー食品㈱／㈱ひらきアーキテック／藤井孝三司法書士事務所／㈱ホクユー／㈱丸久小山園／㈱山政小山園【3,000
円】IFP ㈱／アイテム㈱／㈲ a.F afuhi uji ／（名）池本本家／㈱石田工務店／㈱伊藤電気／井内造園／今井新工務店／今井内科クリニック／㈱
UEMURA ／㈱魚関／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／エコライフフジワラ黄檗店／大竹金物
店／太田電機㈱／（医）岡田医院／おく整骨院／奥西珠算教室／巨椋神社／お茶のかんばやし／御料理処かわます／家具の吉村／㈱カゴタツ／㈱かつら
ぎ宇治営業所／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／木田工務店／絹よし／㈱木下工業所／㈱木村自動車／（一財）京都工場
保健会診療所宇治支所／京の花織りHａｎａｍａｓａ／㈱近畿／ケアサービスセンターあいじゅ／㈲幸栄堂／ JA 京都やましろ東宇治支店／志津川陶芸教室／
シューズショップヤスケ／松栄金属㈱／㈱新関西テクニカ／新世警備保障㈱／鮨席初瀬／税理士法人プラスカフェ／田中診療所／玉田酒店／辻岩商事㈱／
辻岩製茶㈱／辻川工芸／㈱テック技販／土井内科／徳田税理士事務所／ナカガワ胡粉絵具㈱／中沼アートスクリーン㈱／中山医院／西尾医院／㈱日照技
術コンサルタント／日商リネンサプライ㈱／能登椽稲房安兼／㈱野村佃煮／㈱ＢＩＫＥ＆ＣＹＣＬＥツボタ／橋姫神社／㈱ハッピーテラダ黄檗店／㈲花和商店／美
容室パル／平杉鍼灸整骨院／ＨＩＬＬＴＯＰ㈱／㈲フク井生花／㈱藤田鈑金工業／㈱藤森工務店／㈱フジヤマ技研／㈲船川園本店／㈲部谷電機工業所／㈱
星山組／マルキク商店／㈱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／㈱村田商店／メガネの三城宇治槇
島店㈲シナプス／森居歯科医院／山音／㈲山城屋／山田工業㈱／山文植村茶縁／㈱山本自動車工業／㈱洛南エンジニアリング／洛陽プラスチック㈱／ラハ
イナ訪問看護ステーション／ワーゲンショップキタガワ／わかわし【匿名・個人】2 件 6,000 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／（社福）同胞会 イサク事業所 どうほうの家／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／エフアイスイート／く
りくま保育園／こひつじこども園／（特非）さくらんぼうの樹／志津川福祉の園／（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業所／生活介護施設クローバー／第 2 登りこども園（ほーぷるのぼり）／デイセンター宇治作業所／同胞こども園／（社福）同胞会
同胞の家／なかよし保育園／のぞみこども園／登りこども園／ Hana花保育園／ひいらぎこども園／広野保育所／ほっとハウス・とうがらしハウス／槇島ひいら
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／洛南共同作業所／ワークセンター宇治作業所

◦団体会費
【29,200 円】宇治市老人福祉センターサークル協議会【22,000 円】木幡地区民生児童委員協議会【14,000 円】大久保地区民生児童委員協議会【13,000
円】莵道地区民生児童委員協議会【11,500 円】槇島地区民生児童委員協議会【11,000 円】神明地区民生児童委員協議会【10,000 円】小倉地区民
生児童委員協議会／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／琵琶地区民生
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／北小倉地区民生児童委員協議会／広野地区民生児童
委員協議会【6,000 円】小倉喜老会／木幡高砂会喜老会／南陵町喜楽会【5,000 円】宇治作業所保護者会／宇治市視覚障害者協会／宇治市肢体障
害者協会／宇治難病患者連絡会／宇治ロータリークラブ／岡屋地区民生児童委員協議会／京都けんこうマジック／南陵台ふれあいサロン「和み」／南陵町
健康サロン「健やか」／南遊田第一喜老会／メレ・マカナ宇治【4,000 円】オカリナ鈴江先子とAria の仲間たち【3,000 円】（特非）アウンジャ／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／宇治学区福祉委員会／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」／宇治市子ども会連絡協議会／宇治市障害児・者父母の会／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／
宇治市中途失聴・難聴者協会／宇治市中途失聴・難聴者協会後援会／宇治市父子会／宇治手話サークル太陽／宇治手話通訳者協会／宇治手話の会茶
だんご／（一社）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／宇治ボランティア活動センター／宇治モラロジー
事務所／宇城久明るい社会づくり運動の会／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）／英語の KAI ／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／小倉学区福祉委員会／御蔵山学区福祉委員会／御蔵山
ゆう輪蔵ぶ／おこしやす／おとなの居場所（歌広場）／笠取学区福祉委員会／笠取第二学区福祉委員会／北小倉学区福祉委員会／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／（公社）京都府原爆被災者の会宇治支部／きらきらクラブ／（特非）こ
ころのはな／コンタクトパーソン「結」／志津川喜老会／志津川福祉の園保護者会／字幕つけサークル「トトロ」／ジャグリング研究会宇治／城南荘喜老会／
神明栗駒喜老会／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」／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／善法和広会／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／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／南陵台友愛サロン「フレンズ」／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／八番あやめクラブ／東岡屋喜老会／ビビッド・ライ
フ・クラブ／平盛学区福祉委員会／ほっこりスペースあい／槇島学区福祉委員会／槇島東喜老会／（特非）まちづくりねっと・うじ／まんぷく会／緑ヶ原久楽部／
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 ／要約筆記サークル「エコー」【匿名】1 件 3,000 円、他 1 件

◦賛助会費
【20,000円】宇治東福祉会【個人・団体】11 名・53 件 90,300 円

◦寄附金
【36,383円】宇治市老人福祉センターサークル協議会【30,500円】ダンスホール宇治【30,000円】（特非）子育てを楽しむ会【匿名・個人】9 名 800,000
円

◦寄附物品
（一社）青森県りんご対策協議会：りんご 504 個／宇治市：筆記用具セット5 セット、商品券／青年の社会参加を応援する会「実のり」：壁掛け時計 1 個／
USK ケセラセラ：スタンドミラー１台【匿名・個人】5 名：フェイスシールド（5 枚）、製本テープ（12 個）、ファイル（109 個）、ファイルケース（83 個）、ポータ
ブルトイレ（1 台）、車いす（2 台）、リボン・バラ（42 個）

◦災害時支援活動準備金
【3,000円】宇治市障害者施設保護者連絡会

＊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。
令和 3 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。


