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歳末たすけあい募金へご協力いただき　ありがとうございました。

　京田辺市社協では、昨年度から子育て支援事業を行っています。今年度は家庭での「手作り」を

応援するため「子育て、手作り、はじめの一歩」をテーマに布おもちゃ作りに挑戦しました。

　社協の子育て支援事業もはじめの一歩を踏み出したばかりですが、これからもみなさんの子育て

を応援していきます。（関連記事は４ページ )
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新年明けましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　京田辺市社会福祉協議会　会長　村 上 喜 重

平成２２年の新春をご家族お揃いでお健やかにお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。

市民のみなさまをはじめ、関係各位のみなさまには、日頃から本会の運営ならびに社会福祉

事業の推進に対しまして温かいご理解と絶大なるご支援を賜りまして厚くお礼申し上げます。　

さて、平成２０年４月から地域福祉活動計画に基づき小地域における要配慮者に対する見守り活動やボラ

ンティアコーディネート機能の充実、男性ならびに若い世代のボランティアの育成の確保を重点事業と位置

づけ計画･実施に取り組んでまいりました。平成２２年度には本計画の折り返し地点でもあり、評価･見直し

を行う中で、さらに誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる豊かな福祉社会の実現に向けて各種事業を展

開していきたいと考えています。

今年は法人化４０年という節目の年を迎えます。市民主体の組織として市民にとって存在感のある社協づく

り、地域福祉推進の担い手として、これまでの経験を活かしながら、地域福祉･在宅福祉の充実に向けて、今

後も引き続き変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、市民のみなさまにとって

幸多き年となりますことを祈念し、新年のごあいさつとさせていただきます。

地区 赤い羽根 地区 赤い羽根
松井 92,600 新興戸 170,155
西八 51,900 興戸団地 5,700
東林 31,500 飯岡 62,500
岡村 47,000 同志社住宅 40,950
三野 21,250 高木 71,880

松井ヶ丘 302,900 二又 30,000
山手東 60,300 山本 65,700

ファインパーク 18,100 山崎 17,500
山手南 69,300 出垣内 30,000
健康村 155,475 江津 46,500
大坪 17,700 宮ノ口 22,500

健康ヶ丘 314,300 南山東 33,600
大住ヶ丘連合自治会 372,850 南山西 49,900

花住坂 50,000 多々羅 27,000
薪 322,940 普賢寺 33,000

一休ヶ丘 311,850 水取 44,100
田辺 393,750 打田 39,500
西住宅 80,000 高船 19,000
興戸 272,585 天王 39,200
東住宅 201,950 戸別計 4,949,206

エクセルハイツ 32,800 企業 ( 大口 ) 募金 383,000
河原 85,100 職域募金 43,444

府営団地 140,375 街頭募金 33,990
東 440,806 特別資材他 94,658
草内 213,190 総合計 5,504,298

企業名 金　額 企業名 金　額
椿本チエイン 50,000 舞妓の茶本舗 10,000
上村自動車 20,000 同志社大学 10,000
医療法人石鎚会田辺中央病院 20,000 河村モータース 10,000
京田辺市商工会 20,000 恵商事 10,000
京田辺市建設業協会 10,000 京田辺市下水道組合 10,000
㈱大栄 10,000 マルコーエキスプレス㈱ 10,000
ギフトショップ　ホリタカ 10,000 ㈲伊佐総合防災 10,000
藤林化学工業㈱ 10,000 魚為 10,000
大日本印刷 10,000 オプト ・ システム㈱ 10,000
古林呉服店 10,000 ㈱ウエルス 10,000
山城繊維工業㈱ 10,000 進晃堂印刷㈱ 10,000
㈱大崎 10,000 京都やましろ農協京田辺支店 10,000
㈱大創 10,000 アートクリエイト 5,000
西村幸太郎商店 10,000 近代警備保障㈱ 5,000
興戸キリスト教会 10,000 鈴木商事㈱ 5,000
仲井芳東園 10,000 匿名 5,000
京都あんしん保険㈱ 10,000 東建コーポレーション 3,000

合　　計 383,000

平成21年度共同募金（赤い羽根募金）集計結果 平成21年度共同募金（赤い羽根）企業（大口）募金内訳一覧

赤い羽根共同募金は、厚生労働大臣の定める期間（10月 1日
～ 12月 31日まで）において、各地域の役員の方の協力を得
て目標額の達成に向けて募金活動を行います。
京田辺市共同募金会の募金総額は、5,504,298円です。

（平成 21 年 12 月 10 日現在）

ご協力ありがとうございました

（平成21年12月 10日現在）

ありがとうございました。

中部ダンス連盟	 35,934円

㈱大和建設	 91,500円

京建労綴喜八幡支部田辺分会	 12,813円

京田辺市老人クラブ連合会カラオケ部	 50,000円

中川　勝	 200,000円	 匿　名	 20,000円

山田邦子	 10,000円	 匿　名	 5,000円

匿　名	 20,000円	

　福祉のためにご寄付をいただきました。平成21年 3月 1日～平成 21 年 11 月 30 日
（順不同・敬称略）　
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法人化４０周年記念事業
「京田辺市社会福祉大会」を開催いたします！
〔日　時〕　平成２２年３月２８日（日）　１３：３０～１６：００
〔場　所〕　中央公民館　　１階大ホール
〔内　容〕　一部　式典
　　　　　二部　公演会

賛助会員へのご加入ありがとうございました。
平成 21年度賛助会員一覧
会費は本会福祉事業の推進のために活用させていただきます。（順不同・敬称略）

大日本印刷㈱
ダイシン物流㈱
大倉電機㈱
尊農社緑地㈱　
進晃堂印刷㈱　
リエゾン健康村　
松原生コン㈱
せきにし歯科
光興業ＫＫ　
㈱オプトシステム
㈱三新砂利
奥西玉光軒茶業
奥西緑芳園　　

田辺中央病院　
池崎内科医院
石丸医院　
新興電器　　
田辺病院　
㈱ウエルス
円照寺
恵商事　
森製作所
㈲まこと美装
㈱よしみね
㈱新店

大日本パックス京都工場　　
マルコーエキスプレス　
千趣スコジスコ㈱京都カンパニー
京都パトロール警備保障　
田辺カントリー倶楽部
フードショップきむら　
東建コーポレーション　　　
㈱椿本チエイン京都工場

＊事業所のみ掲載しています。賛助会員の総数は８９件です。

ひとり親家庭新入学児童を祝い励ます会 と
餅つき大会　 【日　時】　　平成２２年２月１４日（日）　１０：００～

【場　所】　　京田辺市立社会福祉センター
【申込締切】　平成２２年２月１２日（金）
【申込み・問い合わせ先】
　　　　　　京田辺市　こども福祉課
　　　　　　　TEL　0774-64-1377
　　　　　　京田辺市社会福祉協議会
　　　　　　　TEL　0774-62-2222

※ 餅つき大会は、市内のひとり親家庭の子どもたちが対象となります。
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今年もボランティアふれあいまつりを
開催します。各ボランティアグルー
プによる活動を体験するコーナーや展
示、模擬店、ステージ発表など、盛り
だくさんのプログラムでみなさんのお
越しをお待ちしております !!

全３回
コース

第1回
施設で学ぼう！すぐ

に役立つ車いす介助

日　時　平成２２年
１月２１日（木）

　　　１３：３０～
１６：３０

場　所　京都府立洛
南寮　※現地集合

　　　（京田辺市大
住仲ノ谷14-1）

定　員　２０名

内　容　車いすの
操作方法からベッ

ド移乗

などの介助方法や
施設のボラン

ティア活動などに
ついて、施設職

員の方から学びます
。

第 2回
やってみよう！自助具づくりと車イス整

備

日　時　平成２２年１月３１日（日）

　　　　１３：３０～１６：３０

場　所　京田辺市立社会福祉センター

定　員　２０名
内　容　自助具製作ボランティアグル

ープ「京

自助具館」と京都車いす点検ボランティ

アグループ「スイマルク」の活動紹介と

ちょこっと体験を行います。

※自助具とは、日常生活に困難を来たし

ている動作を補助するための道具です。

第 3回
シニアライ

フミーティ
ング

日　時　平
成２２年２

月下旬

場　所　京
田辺市立社

会福祉セン
ター

内　容　第
１・２回を

踏まえ、こ
れから

できること
について具

体的なア

クションプ
ランを考え

ます。

何か新しいことを始めたいとお考えの方、自身の
スキルアップや地域で活動するヒントを見つけ
ませんか！！全３回コースとなっておりますが、
１回のみの参加も可能で、いづれも参加費無料と
なっておりますので、ぜひご参加ください。

お問い合わせ・お申し込みは下記まで↓↓


