
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

て頂いており、今回拠出頂く賛助会費は、令和2年度の地域福祉

活動に活用させて頂きます。

左京区地域福祉シンポジウム開催
「当事者、実践者の声を左京区の地域福祉活動に活かそう！」
―複合化、多様化する住民の生活課題に地域がどうかかわるのか―

　左京区地域福祉シンポジウムは、左京区における地域福祉を推進するため、左京区地域福祉推進員
会との共催により毎年開催しています。当日は、実践者による発表等を行い、個別の生活課題を地域の

課題と捉え、地域住民と専門機関が支援のあり方について考えました。

　日　時   令和元年１１月２９日（金）　午後３時～５時１０分
　場　所   グランドプリンスホテル京都　プリンスホール
　参加者   １３９名（学区社協関係者、学区民協、老人福祉員、福祉関係者、行政機関等）

※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、来年度の「さきょうくしゃきょうだより賛助会員
募集特集号」へお名前を掲載させていただきます。

※賛助会費を頂いた方は、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区
社協までお申し付けください。

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　山田　榮一
　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、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。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。

　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。

共同募金活動
との違い

ふれあう 支え合う学び合う

頂いた賛助会費は、左京区内のさまざまな
　　　　　 地域福祉活動に活用されています！

よりよい地域を目指して、
　　　　　　　知っておきたい大切な話

加入のご案内
社協活動を応援して頂く賛助会員
への加入活動をすすめる協力者か
ら本チラシと封筒が配布されます。

❶
加入申し込み
社協活動に賛同して頂ける場合、封
筒に必要事項を記入の上、協力者
へ封筒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

❷

賛助会員加入までの流れ

裏面も見てね

　「障害のある方の“親亡き後問題”から共生社会を考える」　

　社会福祉法人修光学園　常務理事　森　亮氏

　近年の障害者福祉は、公的サービスの種類は充実してきましたが、提供できるサービスの量が足りていないという状況

です。また、障害のある方は〝地域で住み続けたい″という希望があり、地域とは切り離せない課題となってきています。

　障害のある方が生活する上で困難を生じているあらゆる物事、現象を知り、取り除く・軽減することが、地域共生社会の実現の第一歩に

つながるのではないでしょうか。

｠

　「世代や分野を超えて生まれるつながり」～修徳カレーの日（修徳ふれあい食堂）の実践より～」

　京都市修徳児童館　館長　木戸　玲子氏　　

　子どもを取り巻く生活環境は複雑になってきており、児童館に通う子どもの中にも「孤食」が増えています。そのため、地

域貢献の一環として、児童館がある建物内の高齢者福祉施設と連携し子ども食堂を始めました。

誰がするの「か」ではなく、例えば、児童館「と」一緒に役割や世代、分野を超えたつながりから新たな取り組みが生まれ、支え合う地域づくり

につながるのではないでしょうか。

｠

　「地域あんしん支援員による寄り添い支援」　　

　社会福祉法人京都市社会福祉協議会生活支援部　担当部長　小野　恵以子氏

　地域あんしん支援員は、福祉的なサポートが必要であるにもかかわらず支援の利用を拒否する方、制度の狭間にある方

などに対し、行政等の関係機関や地域住民との連携のもと、寄り添い支援を行い、自立を目指します。

　その人のこころに向きあうことを大切にすることが、左京区地域福祉活動計画にある「こころのひとりぼっちをなくそう」というスローガン

につながっていくように感じます。

　全体を通して…　「気づき」「つなぎ」「支える」地域をめざして　
　同志社大学社会学部　教授　永田　祐氏

　家族・地域社会、安定した雇用に上手く結びつかず社会的に孤立していくことが社会問題になっています。複合化した課

題を紐解いていく中で、専門職、地域の方「と」寄り添い支援をしていくことが大事です。人間は、人と人とのつながりの中で

変わっていく機会ができます。様々な方が関わることにより、変わることが大切であると思います。

当日の様子
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学区社協ボランティア入門講座
担い手の方々のスキルアップを目指します

学区社協ボランティア入門講座
担い手の方々のスキルアップを目指します

世代間交流事業
各地域で学校や公園などでお祭りを開催しています

世代間交流事業
各地域で学校や公園などでお祭りを開催しています

見守り活動
地域の住民同士のつながりづくりをしています

見守り活動
地域の住民同士のつながりづくりをしています

学区社協活動交流会
学びの場が設けられ、活動に生かされています

学区社協活動交流会
学びの場が設けられ、活動に生かされています

健康すこやか学級
介護予防に関する講座などを行っています

健康すこやか学級
介護予防に関する講座などを行っています

配食サービス
安否確認と地域の方々のふれあいを行います

配食サービス
安否確認と地域の方々のふれあいを行います

左京区社会福祉協議会では、個人・団体の皆様より寄付をお受けしています。平成30年度は、（株）影近メンテ様よりご寄付をいただきました。

皆様からいただいた貴重なご寄付は、地域福祉の推進のために活用いたします。

ご協力ありがとうございました

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。

個人情報の
保護について

頂いた賛助会費は、左京区内のさまざまな
　　　　　 地域福祉活動に活用されています！

平成30年度 京都市左京区社会福祉協議会の決算概要 平成30年度賛助会員へのご加入ありがとうございました。
12,966,170円の賛助会費をお納めいただきました。
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前年度（平成30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

平成30年度収入総額
35,843,048円
（人件費を除く）

共同募金配分金
6,758,204円
18.9%

補助金・受託金
11,125,800円
31.0%

賛助会費
12,966,170円
36.2%

事業収入・寄付金・その他収入
4,992,874円
13.9%

「学区社会福祉協議会」の活動のために　11,454,608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　1,511,562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

株式会社　山梨製餡
株式会社　からふね屋
田中人形株式会社
株式会社　出石
宗教法人　大恩寺　勤息　義照
宗教法人　信行寺　本田　孝昭
宗教法人　本正寺　山本　学
宗教法人　見性寺　野田　秀雄
宗教法人　超勝寺
西井　重子
古田司法書士事務所
株式会社　朴の木運送店
宗教法人　頂妙寺
本山　要法寺
株式会社　水田商店
宗教法人　檀王法林寺
宗教法人　心光寺
信ヶ原雅文
満足稲荷神社
三宅工務店
松重工業　株式会社
有限会社　ラッジング・ハウス蘭　吉村
株式会社　八起庵
天理教河原町大教会
株式会社　ナオ　青木　直之
平塚薬局　平塚民平
三品紙器　三品正嗣
不破マンション
有限会社　夷川　田ごと　不破　又四郎
株式会社　渡邉商会
公益社団法人　信和会　川端診療所
藤田　徳治郎
恒村医院
河道屋養老
株式会社　山崎医理器
吉川病院
井戸　己之
聖護院御殿荘
株式会社　イシダ
株式会社　聖護院八ッ橋総本店
有限会社　谷口製麺所
公益財団法人　京都踏水会
藤森　幸一郎
西尾八ッ橋
土江田　曜子
金戒光明寺
くろたに幼稚園
平安神宮
京都　中央信用金庫　岡崎支店
株式会社　大安

岡崎神社
生長の家　京都教化部
岡崎　つる家
ホテル平安の森京都
税理士法人　森事務所
株式会社　岡崎自動車
ドトールコーヒーショップ㈱烏丸
京都銀行聖護院支店
公益社団法人　京都観世会
株式会社　和晃住建
株式会社　三興紙工
岡崎フレスコ
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
禅林寺
光雲寺
都総合管理㈱
特定非営利活動法人　劇研
高岸町自治会
木下隆一税理士事務所
東山中学高等学校
株式会社　高尾製作所
株式会社　カキノキ薬局
宗教法人　日月地教
福井　晟
山田　榮一
第四錦林小学校PTA
吉田民生児童委員協議会
日赤奉仕団　吉田分団
宗教法人　慈照寺
八神社
宗教法人　真正極楽寺
介護老人福祉施設　花友しらかわ
医療法人　テイ医院
岡村医院
一般財団法人　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
株式会社　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）
（有）あんじ
おめん
辰巳税理士事務所

浄楽民生児童委員協議会
日赤奉仕団浄楽分団
惣明教会
税理士　山田　正克
巻野　渡
協同組合　メルシー丸銀
もりした循環器科クリニック
田中神社
養寿会
株式会社　大安組
株式会社　関西リペア工業
大村　勉
西村　順子
京都銀行　高野支店
日本いのちの花協会
（株）なかむら
久米淳介
京都民医連第二中央病院
無疑光院
創価学会平和講堂
ウエノ診療所
津田敬義
田中義則
カストルム洛北
稲尾乳業
谷畑隆夫
稲葉商店
ガーデンハウス下鴨
ローソン下鴨西林店
ブライダル「あゆみ」
カノンしもがも
大原在宅診療所
妙誓寺
賀茂御祖神社
ノートルダム学院小学校
株式会社　狩野コーポレーション
おおくぼ歯科クリニック
藤原内科
ウラデ整形外科医院
カトリック高野教会
川村産婦人科
橋本産婦人科内科医院
廣東料理無庵
株式会社　北斗プリント社
児嶋耳鼻咽喉科
建都住宅販売株式会社
山口　博嗣
ハイツエンペラー修学院管理組合
（宗）道入寺
修光学園

ネッツトヨタ京都（株）
一乗寺コーポラス管理組合
株式会社　三和商会　入江　良一
医療法人　一仁会　脳神経リハビリ北大路病院
修学院第二学区民生児童委員協議会
北川内科医院　院長　北川　靖
田村　善弘
河島　安生
山本　美代子
田代　隆志
中山工業㈱大原田町
エンターテイメントオメガ北白川
㈱高安
中山工業㈱払殿町
田中　輝美
グループホーム　エクセレント修学院
清水　正次
松井　珍男子
株式会社　おのみやす本舗
藤和宝ヶ池ホームズ
上高野民生児童委員協議会
上高野学区社会福祉協議会
医療法人　三幸会　ケアサポートセンター宝ヶ池
菊の花幼稚園
西村歯科医院
医療法人　翠川医院
三宅　秀典
岩崎　晧
岩崎　恭輔
岩倉ゴルフクラブ
（有）アットホーム　ひえい
アンジェス岩倉
（医）三幸会ケアサポートセンター　岩倉長谷
（福）岩倉の郷　サテライト特養　ユニティ長谷
ベストライフ　京都洛北
ハートランド岩倉
（有）イマイ・メディカル・ケア
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
ひがき内科医院
ジャパンファーマシー薬局岩倉店
（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
（宗）　実相院
（有）カスタネット
（株）エーコープ京都中央
京都中央農協　岩倉支店
らぁ麺　とうひち
（株）成田

上野　み代子
伊佐　三千子
㈱コムラコーポレーション
すこやか倶楽部「虹」
㈱スマイルガーデン　レガロアコンフォート京都岩倉
山脇　道子
若城　光江
二股茂税理士事務所
長谷川　美智子
豊田　米三郎
大岩
株式会社　土井志ば漬本舗
大原民生児童委員協議会
大原学区保健協議会
大原山荘
株式会社　志野
関西巻取箔工業　株式会社
山本　英和
株式会社　大原アグリビジネス21
宗教法人　三千院
株式会社　芹生
京都大原記念病院グループ
近畿砕石　株式会社
市原野保健協議会
社会福祉法人　市原寮
社会福祉法人　若葉会　わかば
介護保険福祉施設　花友いちはら
株式会社　エーコープ　京都中央Aコープ市原野店
株式会社　川島織物セルコン
宗教法人　恵光寺
社会福祉法人　友々苑
医療法人　三幸会　ケアサポートセンター市原野
社会福祉法人　市原野保育園
垣内医院
（医）長啓会　グループホーム京都左京の家

　小規模多機能京都左京
京都中央信用金庫　二軒茶屋支店
医療法人　浜田会　洛北病院
医療法人　北村クリニック
㈱ケア２１　グループホームたのしい家　静市
㈱あいりす　デイサービスセンター虹　精華大前
森　京子
市原野21　代表　稲本雄造
中西　彦介
岸野　亮淳
井後　佐江子
美山荘
佐藤光一、アヤ子

順不同、敬称略


