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４．第4次地域福祉活動
　　計画の策定に向けて

３．活動を支えるための
　　活動財源づくり

２．相談事業の展開１．支え手の育成支援

＝支え合い、助けあい、励ましあって、つながる福祉＝
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平成３０年度 宇治市社協の重点活動

１．支え手の育成支援

３．活動を支えるための
　　活動財源づくり

２．相談事業の展開

４．第4次地域福祉活動
　　計画の策定に向けて

昨年度に実施した「学区福祉委員会アンケート」を学区福
祉委員さんたちと共有し、地域福祉を支える担い手育成支援
について考えていきます。また、支えを必要としている当事
者たちをサポートするため、ボランティアやサークル活動の
情報発信を行ったり、活動をしたい人たちから相談を受ける
など、活動者の輪を拡げていきます。
例えば…
・学区福祉委員会や他の社会福祉法人等との協働による地域
福祉の担い手づくり
・地域福祉活動やボランティアについて学ぶ研修会の実施
・地域福祉活動やボ
ランティア活動を支
えるために、宇治市
共同募金委員会と
連携した助成金情
報の発信

当会や様々な地域福祉・ボランティア活動、当事者活動な
どを支えるための財源として、当会の会員募集の展開、自動
販売機の収益拡大を図るとともに、共同募金委員会との連携
による財源づくりに努めます。
例えば…
・会員募集のPR活動や学区福祉委員会と連携した事業所会
員募集
・社会福祉施設や民
間事業所への自動
販売機設置場所の
協力依頼
・共同募金委員会と
の協働による広報、
募金活動の展開

宇治市社会福祉協議会とは…

様々な関係機関・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。「社協」は、「社
会福祉法」という法律に定められた民間団体で、全国、各都道府県及び市区町村に設置されています。

日々寄せられる暮らしや困りごとの相談に対して、当会が
行っている各種相談事業を通じて丁寧に向き合います。ま
た、関係機関の情報提供を通じて、少しでも相談者の悩みが
解決に向かうよう努めます。
例えば…
・日常生活での福祉サービス利用や手続きに不安がある方の
相談

・生活福祉資金やくらしの資金等の貸付制度を通じた生活に
関する相談

・法律、登記や社会保険の専門家による相談

今後の宇治市の地域福祉活動の展開を見据え、「第４次地域
福祉活動計画」の策定準備を進めます。
例えば…
・第３次地域福祉活動計画のふりかえり
・第４次地域福祉活動計画の策定に向けた協議の場づくり

（写真は第3次計画時の懇談会の様子）
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社会福祉法人宇治市社会福祉協議会の職員募集！
募集職種 採用予定日

申込方法

申込期間

お問合わせ

採用予定
受験資格

第１次試験

第２次試験

事務・相談援助職（地域福祉に関する業務） 平成 31年４月１日
市販のＡ４版の履歴書に写真（最近６か月以内
に撮影した本人の正面写真）を貼り、当会指定
の申込書に、インク又はボールペンで必要事項
を記入し、当会事務局に提出してください（郵
送不可）。

平成 30年６月 15日（金）～７月 17日（火）
午前９時～午後５時（土、日含む）
※祝日は受付不可

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会 事務局
〒611-0021　宇治市宇治琵琶 45番地
　　　　　　　　　宇治市総合福祉会館内
電話 0774-22-5650

１名
①昭和 62 年（1987 年）4 月 2 日～平成 10 年
（1998 年）４月１日までに生まれた者
②普通自動車免許を有する者
③社会福祉士資格を有するか、国家試験受験資格
のある者が望ましい。
７月 29日（日）午前９時 30分～ 12時
＊教養試験（教養及び知識全般についての筆記
試験）及び作文試験
８月６日（月）（詳細は第１次試験合格者に通
知します。）
＊面接試験
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平成30年度　予算平成29年度　決算

※市民のみなさまにご理解いただけるよう、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、本会ホームページをご覧ください。当会からのご報告 コラボネット宇治 検 索

１㎡でできる社会貢献事業として、当会が取り組んでいる飲料用自動販
売機の設置について、今年３月から、やましろ健康医療生活協同組合　あ
さくら診療所（宇治市大久保町）様の駐車場に１台設置をさせていただい
ています。設置にあたり、ご協力をいただきました関係者の皆さま、並び
にご近所の皆さまご協力ありがとうございました。収益を地域福祉活動に
活用させていただきます。

新たにご協力をいただきました！

平成29年度　決算 平成30年度　予算
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宇治市老人福祉センターサークル協議会は、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 21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。今回は４つのサークルをご紹介します。

日　時：平成 30年７月８日（日）13時 30分～15時 30分
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料
内　容：ボランティア活動をしたい方とボランティアの力を

必要としている方をつなぐ場です。ボランティア経
験者があなたにぴったりの活動を一緒に探すサポー
トをします。

申　込：不要（当日直接参加）

内　容：身近な地域の中でがん当事者のつながりづくりを目
指し、先ずは賛同者を募っています。関心のある方
は気軽にご連絡ください。

❶ボランティアマッチングサロン

❸がん患者による「ピアサポート」の立ち上げ

内　容：「かかし」では傾聴を希望される方のご自宅に、傾
聴ボランティア講座修了者２名でお伺いして、お話
しを伺う活動をしています。（月１回１時間程度）
一人暮らしや高齢者夫婦世帯で誰かとゆっくりお話
しをしたい方が利用されています。お話し相手を求
めておられる方はお問合せください。

費　用：無料

❷傾聴ボランティアかかし　利用者募集

宇治市老人福祉センターサークル協議会からのお知らせ

宇治市総合福祉会館活動場所 宇治市社会福祉協議会　電話：0774-22-5650　FAX：0774-22-5654お問合せ

内　容：心地よい三味線の音に合わせて、たっぷりと 2
時間唄います。
昔の暮らしを思い浮かべながら唄うと、心は解放
され、なにより懐かしいふるさとに出会ったよう
な気がします。
唄い終わったあとは、声はもちろんのこと顔も若
返っています。ぜひ見学にお越し下さい。お待ち
しています。

日　時：第 2・4火曜日　13時 30分～ 15時 30分

「琵琶民謡会」（民謡）
内　容：日本の伝統文化「囲碁」で多数の仲間たちと楽し

い時間を過ごしてみませんか。棋力向上のためお
互いに切磋琢磨し、親睦友情を深め、同時に頭の
体操（ボケ防止）にもなります。ぜひ皆様方の参
加をお待ちしています。

日　時：第 1・3土曜日は大会
　　　　火曜日から日曜日は練習日　9時～ 16時

「囲碁同好会」（囲碁）

内　容：棒針あみ、アフガン、かぎ針、指あみ、布ぞうり、
刺繍などいろいろな技法で、オリジナルな作品を
楽しみながらつくっています。

日　時：第 1・3水曜日　13時 30分～ 15時 20分

「手あみサークル」（手あみ） 内　容：会員相互が和気あいあいと、個性あふれた作品づ
くりをしています。
月 4回で2、3点の作品が出来上がります。いつも
使っているコーヒーカップや湯呑を、自分好みに
つくってみませんか？ぜひ見学にお越し下さい。

日　時：毎週火・金曜日　9時～ 16時

「琵琶窯陶苑」（陶芸）

日　時：平成 30年７月 11日（水）13時～14時 30分
場　所：京都文教大学キャンパス内（宇治市槇島町千足 80）
内　容：京都文教大学の学生による迫力ある「よさこい」でお出迎えします（「よさこいサークル風竜舞伝」）。日々の介

護から一時離れ、学生の皆さんから元気をもらいましょう。その後参加者同士で交流し情報交換や思いの共有を
はかります。

定　員：50名　参加費：無料　送　迎：近鉄向島駅、JR宇治駅、京阪宇治駅から送迎バスを出す予定です。
申　込：参加申込書は宇治市総合福祉会館もしくは宇治市健康生きがい課、地域包括支援センターにあります。必要事項

を記入の上、ご提出ください。（※FAXの場合は着信のご確認をお願いします）
お電話の場合は、参加者名（介護者名）、性別、住所、電話番号、送迎バス利用の有無、介護を要する方との続柄、
介護を要する方の氏名・要介護度・生年月日・年齢、当日の同伴の有無をお知らせください。（介護を要する方
のみの参加は不可）

申込〆切：平成 30年６月 29日（金）お問合せ：宇治市社会福祉協議会 電話：0774-22-5650　FAX：0774-22-5654

今回はB-1よさこい演
えんぶ

舞観賞＋参加者交流のご案内です。

※バス外出（A-2、A-3）以外は、要介護者の方と一緒に参加いただけます。※９月以降の企画は順次市政だよりでお知らせします。

※「ピア」とは同じ立場の仲間が助け合うことです。活動内容の「原案」は宇治市総合福祉会館にも置いています。

A-1　調理実習（9月頃）
A-2　バス外出（10月頃）
A-3　バス外出（11月頃）
A-4　調理実習（12月頃）

B-1　よさこい演
えんぶ

舞観賞＋参加者交流（７月）
B-2　癒しの音色＋介護学習＋参加者交流
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月頃）

A
企
画

B
企
画

在宅で介護をしている方のリフレッシュとお互いの交流を深めるための事業です。

宇治市民で、要介護２以上の認定を受けた 65才以上の高齢者を家庭で介護している人
※今年度は、A企画（レクリエーション）４回、B企画（交流会）２回の計６回実施します。年間でA企画及びB企画に、それぞれ１回ずつ参加できます。

対象

介護者同士の交流をしませんか（宇治市介護者リフレッシュ事業のご案内）

宇治ボランティア活動センターからのお知らせ

問　合：寺田　℡ 090-9711-5444
　　　　メール h1r0tera-uji@i.softbank.jp

お問合せ（❶、❷）：宇治ボランティア活動センター（宇治市社会福祉協議会内）電話 0774-22-5650
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◦団体会費
【39,500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【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【10,500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】北小倉地区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】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【5,000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／木幡高砂会喜老会／神明ウクレレサークル【3,000円】アウンジャ／青梅グループ／朝日ヶ丘青
山会／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／（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」／宇治手話通訳者協会／宇治市要約筆記サークル「エコー」／（一財）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／宇治ライオンズクラフ／宇治リーディングボランティア／うたごえ喫茶のびのび／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／御蔵山ゆう
輪蔵ぶ／おこしやす／親子手話／拡大写本グループ／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／（公社）京都府原爆被災者の会宇治支部／（特非）こころのはな／心ぽかぽか和みの会／木幡学区福祉委員会／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／字幕付サークル「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／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／菟道学区福祉委員会／菟道北喜老会／菟道第二学区福祉委員会／菟道中喜老会／菟道西喜老会／菟道東喜老会／菟道南喜
老会／中宇治喜楽会／名木喜老会／南部学区福祉推進委員会／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／虹の会／（特非）認知症予防ネット／野神ふれあいサロン／八番あやめクラブ／響け♪うたごえの会／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／槇島ホットサロン／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／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／木工指導集団WOODY MATE UJI／柚子の会／わぁわぁネット
【匿名】3件10,000円

◦賛助会費
【40,000円】宇治東福祉会　【匿名・個人】88件　127,500円

◦寄付物品
クリスマスケーキ30個 ㈲城陽環境開発／親子サークルあそビバ！ 絵本46冊、ブロック、ビニールプール、CDラジカセ、引き出し収納【個人】尿パッド、リハビリパンツ、ゴム手袋／座布団30枚／こしひかり
20㎏／アルファ米,缶詰パン／体重計／ナンプレ機材／切手／手作り箱93個

◦寄附金
【388,400円】木幡学区福祉委員会【171,000円】宇治市明るい社会づくり運動の会【100,000円】KUSTC【72,050円】ダンスホール宇治【71,968円】にこにこピーチクサロン【50,000円】宇治市商
工会議所大久保地区委員会／宇治市老人福祉センターサークル協議会【49,446円】悠仁福祉会ヴィラ鳳凰【35,000円】宇治鳳凰ロータリークラブ【34,500円】（医）徳洲会 宇治徳洲会病院
【5,000円】笠取第二学区福祉委員会【4,272円】サロン足腰改善体操友の会【2,107円】中央公民館書道サークル一同
【匿名・個人】5件　151,494円

◦災害時支援活動準備金
【10,571円】御蔵山学区福祉委員会公園サロン

◦特別賛助会費（１万円以上のご協力）
【30,000円】池本車体工業㈱／宇治ダイワ自動車／ （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／マイクロ福祉グループ【15,000円】宇治武田病院／㈱
グットメン／㈱ハッピー／平等院【13,000円】宇治モラロジー事務所【12,072円】あったか平盛【12,000円】（一財）宇治市福祉サービス公社【10,000円】アイ・オーシステム㈱／旦椋神社／あづみ産
業㈱／㈱伊藤久右衛門／（一社）宇治久世医師会／宇治市肢体障害者協会／宇治市連合喜老会／宇治神社／A-Village&むらかみパソコン教室／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㈱／（医）啓信会ケアスクールリエゾン大久保校／㈱健伸堂／（宗）許波多神社／㈱志水商店／㈱下岡建設／㈱新京阪観光社／㈲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ヴィラ鳳凰／特別養護老人ホーム宇治さわらび園／長島精工㈱／任天堂㈱宇治工場／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／㈱村田商店／連合京都南山城地域協議会／㈱ロジック／和風すなっくふるさと【匿名・個人】18件308,997円

◦事業所会費
【6,000円】宇治観光開発㈱／㈱かつらぎ宇治営業所／㈱近畿／（医）仁心会 宇治川病院／須藤石材㈱／㈱通圓／（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／（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／㈱かわな工業／㈲キタムラ／共栄製茶㈱／（医）小
山内科医院／新町薬局／辻本左官店／中田医院／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／㈱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／【3,000円】artist salon SHOW／IFP㈱／アイテム㈱／㈱明石屋／縣神社／ASA宇治黄檗／あだち歯科医院／足立接骨院／㈲荒川産業／安藤板金工作所
／池田商店／（名）池本本家／㈱石田工務店／和泉工芸／一休堂／㈱伊藤電気／井内造園／㈱庵石材店／今井新工務店／今井内科クリニック／（医）今林医院／（医）今村医院／㈱印南
工業／上ノ山 吉岡医院／㈱UEMURA／㈱魚関／うさぎ堂／宇治運輸㈱／宇治ガーデン・タナカ／㈲宇治川観光通船／宇治建設業協会／宇治市小倉デイサービスセンター／宇治宝くじ会／

（公社）宇治納税協会／宇治平和会館／宇治槇島郵便局／宇治モータース販売㈱／宇城彩菓庵ふくとく／宇田医院／㈱ウチラ／A.B.C.café／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／㈱O-HOME／大森理容／（医社）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／おざわ動物病院／㈲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／㈲桂電
機商会／（医）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／髪美人／㈱神村製作所／川端商店／㈲上林春松本店／㈲喜撰茶屋／㈲北岡園／木田工務店／㈲キ
ッズいわき／絹よし／㈲木下工業所／木下青果／㈱木村自動車／木村畳店／教栄寺／京菓子司与楽神明店／㈲キョーカン／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 花萬／㈲京和梱包運輸／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／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／浩正會 宮本医院／こざくら幼稚園／コミュニティカフェReos槇島／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／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／シャトレーゼ工場直売店宇治伊勢田店／嶋村歯科医院／松栄金属㈱／㈲昇苑くみひも／松浩不動産㈲／JOHNAN㈱／㈱新関西テ
クニカ／㈱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／㈱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／
スワ診療所／（医社）関医院／セブンイレブン宇治開町店／そば処 観月／竹中内科医院／田中診療所／谷口内科医院／㈱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／ツア・クローネ／㈱ツキデ工務店／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／㈲ナガタ電機工
業／中西接骨院／㈱永谷木材／ながの整骨院／中村菓舗／㈲中村製作所／中山医院／成美屋クリーニング店／西尾医院／西小倉幼稚園／西野医院／㈲西村興産／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／BIKE&CYCLE ツボタ／BAUS／㈲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／㈱花宗商鋪／花正生花店／㈱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／ビューティーサロンカール／美容室パル／㈱ひらきアーキテック／平杉鍼灸整骨院／HILLTOP㈱／ひろみ鍼灸整骨院／びわ薬局／㈲フク井生花／福井
製茶場／㈱福文製茶場／藤井司法書士事務所／富士笠／藤田オートサービス／㈱フジヤマ技研／仏壇・神具やすらぎ／不動産イワスヱ産業／㈲船川園本店／（税）プラスカフェ／㈲プラスワン
／古川製茶／プレス精工㈱／ヘアサロンナカジマ／ヘアーサロンナリタ／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／㈱堀井七茗園／堀安園／真柴豆腐店／㈱増井商店／マルキク商店／丸五醤油譲造㈲／㈱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／みのり幼稚園／都フーズ／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／㈱山科自動車教習所／㈲山城屋／山田工業㈱／大和塾／大和動物病院／山根寝装店／ 植村茶園／㈱山本自動車工業／（医）弥生会 上田診療所／（医）弥生会 サ
ービス付き高齢者住宅／（医）弥生会 デイサービスセンター菩提樹／吉住司法書士事務所／吉田造園／洛陽プラスチック㈱／㈱洛南エンジニアリング／洛南生コンクリート共同組合／理容アズ
マ／理容髪工房／理容室ふじい／料理旅館 宇治川／レストラン平和／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／和夢兎
【匿名・個人】10件26,000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／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／（福）同胞会 北小倉こひつじ保育園／くりくま保育園／グループホー
ム鳳凰槇島／㈱ケアトラスト 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／けあはうす ぴあ／志津川福祉の園／重症心身障がい児デイサービス ヴィオ／障害者支援施設 魁／（特非）就労ネットうじみっくすはあつ／（特非）就労ネットうじみっくすはあつ ゆめハウ
ス／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／デイサ
ービスセンター わっはっは神明／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 同胞の家／同胞保育園／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（ぴっころのぼり）／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／（特非）ほっととうがらし／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／明星保育園／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

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。

＊平成 29 年度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。（匿名希望の法人等及び個人はまとめて掲載しています。）


