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お寄せいた
だいた賛助会費は身近な地域福祉推進のために活用されています！

当広報紙「かざぐるま」の配布
をもって、賛助会員加入のご
依頼とさせていただきます。

会員募集の流れ

ご協力いただけるご世帯や法人様は、募集
協力者に会費をお預けください。

　南区社会福祉協議会と各学区社会福祉協議
会の事業や活動にご賛同いただける方に、財政
的支援をいただく制度です。
　皆様からお寄せいただく賛助会費は身近な地
域福祉推進（学区社協の活動や区社協の基盤
整備など）のために活用させていただきます。

令和３年1月から３月
個人…… 1口… 500円より
法人…… 1口… 1，000円より

募集期間

賛助会費

賛助会員制度 とは

※本会への賛助会費納入は、個人様の場合は所得控除及び住民税に対する税額控除を受けることができます。
　また法人様の場合は、法人税法上の損金算入することが可能です。申し出があれば事務局において確定申告用の領収書を発行いたします。
※募集協力者は、新型コロナウイルス感染防止に配慮して活動しています。

（企業・団体）

社会福祉協議会の賛助会員にご協力をお願いします
　学区の皆様には、日ごろより社会福祉協議会の活動にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　社会福祉協議会は、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、様々な 
地域福祉活動に取り組んでいます。今年度も賛助会員の募集にあたり、皆様のご協力を賜りますよう 
お願い申し上げます。

京都市南区社会福祉協議会
マスコットキャラクター
みなみちゃん

（※募集協力者は「町内会長」「隣組組長」「学区の福祉員」な
どの方々です。学区や町内会ごとに協力者や会費徴収方
法が異なりますので、不明な点はお問い合わせください。）

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会
住民の力で福祉の風を

令和2年度 

上鳥羽学区社会福祉協議会
　上鳥羽学区社会福祉協議会では、自治連合会をはじ

めとする各種団体の連携のもと、皆様から寄せられた

賛助会費を財源に地域のみなさんが暮らしやすい地域

づくりを目指して多くの福祉活動に取り組んでいます。 

重点
目標

子どもでも、歳をとっても、障がいがあっても
垣根なくみんなが参加できる場づくり

（内訳）令和元年度 上鳥羽学区社会福祉協議会賛助会員の実績

上鳥羽学区社会福祉協議会

健康すこや
か学級

上鳥羽学区社会福祉協議会　　会長　森岡　梅次
京都市南区社会福祉協議会　　会長　田中　一明

町名 個人会員 町内一括 法人会員 合計
人 円 円 件 円 円

北唐戸 2,500 2,500

中唐戸 14,000 14,000

西唐戸 31,500 31,500

東唐戸 15,000 15,000

高畠 20,000 20,000

東上北 24,000 24,000

北元上 20,000 20,000

南元上 40,000 40,000

東上南 27,000 27,000

上島田 19,500 19,500

北村山 32,500 32,500

上中西 17,000 17,000

上中東 15,000 15,000

南町北 30,500 30,500

南町南 3,000 3,000

川端 20,000 20,000

戒光北 13,000 13,000

戒光南 23,000 23,000

戒光 24,500 24,500

女御田 16,000 16,000

町名 個人会員 町内一括 法人会員 合計
人 円 円 件 円 円

下仲 16,500 16,500

薬師 50,000 50,000

城ノ前 13,000 13,000

山ノ本 0

地蔵 30,000 30,000

福山 17,500 17,500

八王神 13,500 13,500

小枝 54,500 54,500

塔ノ森 14,000 14,000

火打形 14,000 14,000

三吉北 2,000 2,000

大柳 4,000 4,000

角田 7,000 7,000

菅田 5,000 5,000

清井町柴東 0

尻　切 6,000 6,000

卯ノ花 3,000 3,000

仏現寺 500 500

学区直納法人 7 39,000 39,000

区社協直納法人 5 38,000 38,000

合　　計 0 0 658,500 12 77,000 735,500

■川西紙業株式会社
■株式会社グローバルメタルシンコウ
■有限会社レオ
■巖本金属株式会社

上鳥羽学区大口法人賛助会員
3口以上ご加入いただいた企業・団体様です

賛助会費合計額の6割を超える額（基本助成の50％と活動助成）が学区の活動財源となっています。

■セブンイレブン上鳥羽卯ノ花店
■株式会社三正
■明清建設工業株式会社
■京和産業株式会社

■森紙業株式会社包装紙事業部
■日本織マーク株式会社
■小坂産業株式会社
■有限会社レストラン城南

上鳥羽学区社会福祉協議会の主な取組み
梅生会

ほっこりん（子
育てサロン）

高齢者の集い

健康すこやか学級



南区全体ですすめる地域福祉活動

南区社協の主な取組み

　南区社会福祉協議会では、「地域の福祉力（＝自覚、責任、協同）で実現する信頼の絆で結ばれた共生社会」を
基本理念に、“ふれあい・見守り・支え合い活動”の充実発展に努めていきます。

賛助会費はこんなことに役立っています 令和元年度 法人賛助会員 （3口以上ご加入いただいた企業・団体様です）

ご協力ありがとうございました。　〈順不同・敬称略〉

①会員募集にあたってお受けした個人情報については、次年度以降の会員募集に利用いたします。
②自治会・社協の役員や協力者など募集協力者を通じて提供いただいた個人情報は、本会において適正に管理をします。
③賛助会員募集・会費納入の際、自治会・社協の役員や協力者などにご協力頂く以外は、第三者に提供することはありません。

個人情報の保護について

南区社会福
祉

協議会が

学区社協活動交流会 南区こころの健康を考えるつどい 子育てサロンの開催

認知症の方が集うサロンの開催 南区社会福祉大会 親子みんなでつながろう

梅　逕
東寺洛南会館
真言宗 總本山 東寺
六孫王神社
株式会社図司轂粉
株式会社鈴木組
六孫王会館
名工建設株式会社

東梅逕
東梅逕民生児童委員会
東歯科医院

九　条
味のタテハラ
株式会社Kamogawa
京都新聞洛南販売所
林歯科医院
京都中央信用金庫東寺支店
ケンタッキーフライドチキン東寺店
京都みなみ会館
巖本金属商事株式会社
美和健康館
福田寺
株式会社ハトヤフーズ
株式会社宇田
あめ久

弘　道
弘道民生児童委員協議会
有限会社森商店
株式会社エイチホールディングス
Anu-Nn
近鉄ビルサービス株式会社
ゆう動物病院
一番堂
有限会社山中工務店
株式会社近鉄・都ホテルズ 都ホテル 京都八条

塔　南
有限会社章美プリント
株式会社鈴木紙工
株式会社美十
京都日産自動車株式会社
奈佐牛乳店
ハイライト食堂十条店
京都醸造株式会社
株式会社東寺ハウジング
訪問介護ゆりかご
株式会社宮崎化学
株式会社アクト
清水長金属工業株式会社

京都三菱自動車販売株式会社
公益社団法人京都保健衛生協会
医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院

南大内
株式会社オ―ト商会
京都中央信用金庫九条支店
木幡電気工業株式会社
有限会社あさひケアサービスセンターあさひ
日の出市場協同組合
有限会社山田屋商店
東幸商店
エスプラン
株式会社辻工務店
ブロンセ東寺
イベント・レントオール有限会社

唐　橋
岡庄
共栄保育園
みのり園
光徳幼稚園
島岡医院
株式会社広川組
京都唐橋郵便局
日進理髪
三光機工株式会社
フレスコ九条店
新鮮激安市場洛南店
恵文社
京都九条病院
株式会社京都メディックス
介護老人保健施設 マムクオーレⅡ
常伸スクール
日本新薬株式会社

陶　化
株式会社山徳商会
荒木運送株式会社
東整形外科
福嶌工務店
佐藤工作所
グレ―ス11
有限会社ファイン
丸福産業株式会社
藤井ゴム株式会社
有限会社田中左官店
株式会社イチバ硝子店
有限会社柴田商事
有限会社アヴァカス
Minami House
社会福祉法人こころの家族故郷の家京都
松ノ木保育園

西田染工株式会社
船越靜風堂

東　和
株式会社一番
有限会社建築計画
有限会社スタミナショップむらかみ
奥村米穀店
株式会社サカノシタ
株式会社アカシ自動車
おんまの店
スーパーフジタ
株式会社青木組
五光醤油株式会社

山　王
アルモントホテル京都
ホテルエルシエント京都
ホテルセントノーム京都
株式会社京都JAビル
株式会社三田久
有限会社いまい
堀口酒販株式会社
エフビットコミュニケーションズ株式会社
有限会社寿屋染工
有限会社シラカワモーターズ
株式会社エイチホールディングス
関西紙料株式会社
小山油脂工業株式会社

吉祥院
十条武田リハビリテーション病院
石田化学工業株式会社
公益社団法人京都保健会　吉祥院病院
介護老人保健施設 マムクオーレ
株式会社ヤマネ
明日香デイサービスセンター

祥　豊
めぐむ動物病院
モリカワ商事株式会社
医療法人大森医院
株式会社GSユアサ
日本新薬株式会社

祥　栄
嶋本運輸株式会社
株式会社満喜屋
鳥羽処理場安全協力会
株式会社葱保
西川石材
株式会社村上空調
有限会社葱和

大伸工業株式会社
株式会社南レッカ―
株式会社広瀬製作所
京都生活協同組合
交洋ファインケミカル株式会社
京都鰹節株式会社
長尾工業株式会社
山田紙業株式会社
京都食肉市場株式会社

上鳥羽
川西紙業株式会社
株式会社グロ―バルメタルシンコウ
有限会社レオ
巖本金属株式会社
セブンイレブン上鳥羽卯ノ花店
株式会社三正
明清建設工業株式会社
京和産業株式会社
森紙業株式会社包装紙事業部
日本織マーク株式会社
小坂産業株式会社
有限会社レストラン城南

久　世
グリーンスカイ藤
スタンハート・INC
有限会社イナハラ
京都久世郵便局
嶋岡生花店
医療法人啓生会やすだ医院
中澤歯科医院
株式会社久世メモリアル
電算紙株式会社
野崎印刷紙業株式会社京都第一工場
京都中央信用金庫久世支店
JA京都中央・久世支店
太陽精機株式会社
京都銀行久世支店
株式会社三英金属
久世工業団地協同組合
株式会社片岡製作所
日本板硝子株式会社
株式会社カワタキコーポレーション
サンエー電機株式会社
旭光精工株式会社
株式会社ユーシン精機
オ―プン工業株式会社

南　区
株式会社ワコールホールディングス

■ 南区社会福祉協議会の財政概要
（令和元年度決算より）

賛助会費の使途

受託金
6,366,800円

経常収入総額　27,363,807円

補助金
4,982,008円

その他（利用料、会員会費、寄付金、利息）
805,525円

共同募金配分金
5,108,924円

賛助会費

賛助会費
7,999,700円 学区社協 

活動のため
4,036,275円

地域の福祉活動のため
1,171,467円

地域福祉の基盤整備のため
402,392円

広報活動のため
834,618円

啓発・研修事業のため
843,874円

福祉総合相談 
福祉関係団体の活動支援 

子育て支援
306,380円

その他事務費など
404,694円

7,999,700円

事業収入
2,100,850円 18％

23％

29％

19％

8％
3％

50％

15％

10％

11％

4％5％
5％


