
賛助会費は、左京区内の様々な
　　　地域福祉活動に活用されています！

中面も見てね

賛助会員への
加入のお願い

社会福祉法人
京都市左京区社会福祉協議会

会長　椎村　悌知
　日頃より、皆様の深いご理解と貴重なご厚志に支えら
れ、区・学区社会福祉協議会（以下、「社協」）の地域福
祉活動が展開できておりますことを心から感謝申し上げ
ます。

　さて、今日の地域社会におきましては、新型コロナウ
イルス感染症に対する不安が大きい中、貧困や格差の拡
大、介護問題、大規模自然災害の多発等、大きな問題を
抱えております。このような時だからこそ、住民主体の
地域福祉活動を推進するため、賛助会員を募集させてい
ただきますので、ご理解ご協力をいただきますようよろ
しくお願い申し上げます。

賛助会員制度について
　住民主体の福祉のまちづくりをすすめるために、社協活動への
理解と共感の輪を広げ、賛助会員によって区・学区社協の活動を
応援していただく制度です。毎年、区民の皆様にお声かけさせて
いただいており、今回拠出いただく賛助会費は、令和4年度の
地域福祉活動に活用させていただきます。

※ 賛助会員への加入は、あくまでも皆様の自由な意思に基づくものですので
決して強制ではありません。ご理解の程、よろしくお願いします。
※ なお、ご加入いただきました企業・団体（１口以上）、個人会員（20口以上）
の会員様につきましては、原則、来年度の「賛助会員募集のお願い」の広
報紙へお名前を掲載させていただきます。

※ 賛助会費をいただいた方は、確定申告により所得税・住民税控除が受けら
れる場合があります。証明書となる領収書を発行致しますので、必要な場
合は納入袋に希望の旨をご記入ください。

※令和3年度以前の
　写真もございます。

加入のご案内
社協活動を応援していただく賛助会
員への加入活動をすすめる協力者か
ら本チラシと納入袋が配布されます。

加入申し込み
社協活動に賛同していただける場合、
納入袋に必要事項を記入の上、協力者
へ納入袋と賛助会費をお渡し下さい。
（個人）一口500円から
（企業・団体）一口10,000円から

賛助会員加入までの流れ

❶

❷

知る・学び合う 出会う・ふれ合う 支え合う・助け合う

共同募金活動
との違い

　共同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、募金を募る仕組みです。集まった募金の約70％は、募金をいただいた地域で使われています。
残りの30％は、市区町村を超えた広域的な課題を解決するための活動に、都道府県の範囲内で使われています。（赤い羽根共同募金
http://www.akaihane.or.jp/）一方、賛助会員募集活動は、お住まいの地域（区・学区）の福祉活動を応援するしくみです。ここで集められた賛助会費は、
上記の活動等に有効に活用させていただいております。

賛助会員
募集のお願い

発　行　令和 4年 1月～令和 4年 3月　（賛助会員募集期間）
発行所　社会福祉法人 京都市左京区社会福祉協議会
責任者　椎村 悌知
〒606-8103  京都市左京区高野西開町 5番地

京都市左京合同福祉センター内 3 階
TEL 075-723-5666 ／ FAX 075-723-5665

賛助会員募集のお願い　1



左京区社協マスコットキャラクター
あかりちゃん

出会う・ふれ合う
高齢者、子ども、障害のある方など、
誰もが地域のなかで自分の居場所や
役割を実感できる機会や場所をつく
ります。

居場所活動
高齢者、障害のある方、子育て中
の方など、誰もが気軽に交流し、
役割をもてる居場所づくりを行っ
ています。お互いに声をかけ、気
にかけあう関係づくりの役割も果
たしています。

健康すこやか学級
高齢者の社会参加の促進、介護予
防などを目的として、体操やレク
リエーション、介護予防に関する
講座などを行う健康すこやか学級
事業を各学区で行っています。

※学区によって、実施の内容は異なります。　詳細は、左京区社会福祉協議会までお問い合わせください。

配食サービス
主に単身高齢者や、障害のある方など
を対象に、お弁当を届けます。（自己
負担あり）お弁当を配達し、少しの
間でも定期的な会話の機会を設けるこ
とが、異変に気付くための見守りにも
なっています。

子育てサロン
学区内にお住まいの乳幼児やその保護者を対象
としています。子育て世代の孤立解消や不安、
負担感の軽減を目的として、地域の方とのレク
リエーション、民生委員の方による子育て相談、
保護者同士の交流を行なっています。

学区社協会長会議
左京区内の 28学区の学区社協会長が
集まり、それぞれの取り組みについて
共有します。よりよい活動にしていく
ために、課題などについて協議する会
議を定期的に開催しています。

寝具クリーニング
高齢者や障害のある方などの、在
宅生活を支える取り組みの一環と
して、寝具の衛生を保つとともに、
安否確認や生活状況の把握などを
行っています。

見守り活動
要配慮者や地域で孤立が心配さ
れる方に対し、定期的な訪問を
行っています。普段から顔の見
える関係をつくることで、災害
時の助け合いにも活かされます。

支え合う・助け合う
活動を通じて、困りごとを抱える方に
気づき、地域で支え合いの仕組みを活
かして、福祉的な支援につなげます。

知る・学び合う
地域の実態や住民の方の困りごとなど
を把握し、共有することで、多様な方々
が地域で共に暮らしていることを理解
します。

社会福祉協議会とは？　
社会福祉協議会（以下、社協）は、地域住民や社会福
祉関係者の参加により、地域福祉の推進の役割を担い、
さまざまな活動をおこなう非営利の民間組織です。左京
区社協では『こころのひとりぼっちをなくそう』を合言葉
に、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、京都市
からの委託事業の他、学区社協が最前線となって活動す
る「居場所づくり」や「見守り活動」などの後方支援を行っ
ています。

地域のつながりの希薄化や社会的孤立、地域活動の担
い手の高齢化等による担い手不足、災害対策など福祉を
取り巻く情勢が変化する中、住民主体の「学び合う」「ふ
れ合う」「支え合う」活動に寄り添うことで、人と人との
つながりを地域に広げるまちづくりを推進しています。
これらの活動は学区にお住いの皆さまの思いや応援に
よって創られるものです。地域の福祉力の向上のため、
少しでも活動に関心をもっていただきたいと考えています。
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ご協力ありがとうございました
令和２年度 京都市左京区社会福祉協議会の決算概要

令和2年度収入総額
28，967，484円
（人件費を除く）

共同募金配分金
6，581，674円
22．7%

補助金・受託金
6，980，404円
24．1%

賛助会費
12，248，374円
42．3%

事業収入・寄付金・その他収入
3，157，032円
10．9%

「学区社会福祉協議会」の活動のために　8，454，908円
　・高齢者等見守り訪問活動　
　・居場所づくり
　・配食サービス　
　・子育てサロン
　・世代間交流事業 など

区社協ですすめる事業のために　3，793，466円
　・学区社協活動交流会の開催
　・福祉ボランティア活動の担い手支援（研修会の開催等）
　・支援が必要な方への相談援助・福祉サービスの提供
　・広報ならびに基盤整備の取組　など

学区社協って
どんな活動をしているの？

地域住民のボランティアによって
各学

区で組織されています。それぞれ
の地域

における日常生活上の困りごとや
、さまざ

まな福祉課題について話し合い、
地域の

各種団体や関係機関と連携しな
がら、

地域住民のつながりづくり、支え合

いの活動を展開しています。
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賛助会員へのご加入ありがとうございました。

左京区社会福祉協議会では、個人・団体の皆様より寄附をお受けしています。
皆様からいただいた貴重なご寄附は、地域福祉の推進のために活用いたします。

前年度（令和2年度）加入いただきました企業・団体（一口以上）、個人会員（20口以上）賛助会員大口一覧
（株）山梨製餡
（株）からふね屋
田中人形（株）
（株）IZUSHI
満足稲荷神社
聞名寺　木村
信行寺
大恩寺
本正寺
見性寺
（株）三宅工務店
古田司法書士事務所　古田　真理
（株）朴の木運送店
頂妙寺
檀王法林寺
心光寺
超勝寺
松重工業（株）
（有）ラッジングハウス蘭　吉村
天理教河原町大教会
平塚薬局　平塚　民平
（株）アーサス
すこやか薬局　二条店
岩田　淳子
（株）渡邊商会
川端診療所
志な乃
（有）夷川　田ごと
不破マンション　不破　道子
藤田　德治郎
恒村医院
（有）谷口製麺所
河道屋養老
（株）山崎医理器
井戸　己之
（株）聖護院八ツ橋総本店
本家八ツ橋西尾（株）
藤森　幸一郎
岡崎フレスコ
金戒光明寺
くろたに幼稚園
平安神宮
京都文教中学・高等学校
（公社）京都観世会
（株）大安

岡崎神社
生長の家　京都教化部
ドトールコーヒーショップ（株）烏丸
ホテル平安の森　京都
（税）森事務所
（株）岡崎自動車
京都中央信用金庫　岡崎支店
錦林東山学区　体育振興会
錦林東山学区　民生児童委員協議会
東山中学高等学校
禅林寺
光雲寺
都総合管理（株）
（特非）劇研
木下隆一税理士事務所
神慈秀明会
（宗）慈照寺
八神社
（宗）真正極楽寺
介護老人福祉施設　花友しらかわ
（医）テイ医院
岡村医院
（一財）川越病院
草場内科医院
桐山眼科医院
京都中央信用金庫　銀閣寺支店
京都銀行　銀閣寺支店
京都信用金庫　銀閣寺支店
協同組合　丸銀百貨店
（株）銀閣寺大西
寺田バレエアートスクール
まつばや
（株）原了郭
ゆう薬局グループ　宇野薬品（株）
M&N辰巳税理士事務所
（医）京真会
　岡野医院　岡野歯科医院
浄楽民生児童委員協議会
日赤奉仕団　浄楽分団
黎明教会
税理士　山田　正克
巻野　渡
田中神社
養寿会
（株）大安組

（株）関西リペア工業
京都市養正児童館
飛鳥井児童公園愛護協力会
ガーデンハウス下鴨
ブライダル「あゆみ」
妙誓寺
椎村　悌知
（株）きたやま南山
（株）狩野コーポレーション
京都信用金庫　下鴨支店
藤原内科
児嶋耳鼻咽喉科
カトリック高野教会
相愛幼稚園
橋本産婦人科内科医院
三井リハウス京都北センター
（株）北斗プリント社
ウラデ整形外科医院
葉山歯科医院
（福）京都総合福祉協会
建都住宅販売（株）
（医）八田内科医院
道入寺
（福）修光学園
森　のり子
中山工業（株）払殿町
（株）三和商会
（株）髙安
中山工業（株）大原田町
ネッツトヨタ京都（株）
北川内科医院　医院長　北川　靖
（医）一仁会
　脳神経リハビリ北大路病院
小規模多機能型居宅介護
　グループホーム　エクセレント修学院
修二学区民生児童委員協議会
田村　善弘
河島　安生
山本　美代子
田中　輝美
一乗寺コーポラス管理組合
山川　芳美
加藤　壽一
清水　正次
松井　珍男子

（株）おのみやす本舗
上高野民生児童委員協議会
（医）三幸会
　ケアサポートセンター宝ヶ池
葵保育園
菊の花幼稚園
（株）AI 保険事務所
（医）翠川医院
西村歯科医院
公認会計士・税理士　谷口貢事務所
三宅　秀典
岩﨑　恭輔
（有）アットホームひえい
（有）イマイ・メディカル・ケア
岩倉ゴルフクラブ
（福）岩蔵の郷
　サテライト特養ユニティ長谷
岩倉村松中層団地管理組合法人
かるがも薬局
（医）三幸会
　ケアサポートセンター岩倉長谷
ハートランド岩倉
ひがき内科医院
ベストライフ京都洛北
北陵テニスクラブ
レストタウン三島建設（有）
　代表　山上　周一
（医）稲門会　いわくら病院
（医）三幸会　北山病院
（医）寿尚会　洛陽病院
（有）カスタネット
（株）エ―コープ京都中央
京都中央農業協同組合　岩倉支店
らぁ麺　とうひち
岩倉明徳学区民生児童委員協議会
（株）長三郎
上野　み代子
伊佐　三千子
二股茂税理士事務所
（株）コムラコーポレーション
（株）スマイルガーデン
　レガロアコンフォート京都岩倉
すこやか倶楽部「虹」
若城　光江
宋　相峰

（株）土井志ば漬本舗
（宗）三千院
関西巻取箔工業（株）
（株）志野　辻　義正
（株）大原アグリビジネス 21
京都大原記念病院グループ
大原学区共同募金会
大原学区日赤奉仕団
大原学区保健協議会
（株）川島織物セルコン
介護老人福祉施設　花友いちはら
（福）市原寮
（福）若葉会　わかば
市原野保健協議会
（医）北村クリニック
（株）ケア 21
　グループホームたのしい家　静市
（医）浜田会　洛北病院
京都二軒茶屋　翔裕館
（福）市原野保育園
（株）エ―コープ京都中央　市原野店
（宗）恵光寺
（福）友々苑
（医）三幸会
　ケアサポートセンター市原野
垣内医院
（医）長啓会
　グループホーム京都左京の家
（株）あいりす
　デイサービスセンター虹　精華大前
京都中央信用金庫　二軒茶屋支店
（株）Drive・Door
　代表取締役　北村　文孝
市原野 21
中西　彦介
森　京子
岸野　亮淳
井後　佐江子
美山荘
上田　捷男
佐藤光一、アヤ子

順不同、敬称略

※原則、町内一括、マンション一括は広報紙へのご芳名掲載の対象外になります。

個人情報の
保護について

社会福祉法人 京都市左京区社会福祉協議会の個人情報保護規程により、つぎのとおり個人情報の適正な取得、安全に管理しています。
1.　町内会長、組長など募集協力者にご協力いただく以外は、法令で定める場合を除き、皆様の同意なく第三者に提供することはありません。
2.　募集協力者を通じて提出いただいた個人情報は、本会において適正に管理します。
3.　会員募集を通じて得た個人情報は、次年度以降の会員募集以外に一切利用いたしません。
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