
（１）平成２３年９月１５日発行� 社協かめおか８１号�

�
�
�
�
高齢者・障がい児者、親と子、世代を越えてさまざまな人が集い、ふれあい広場、模擬店、
その他催しを通じて交流し、「互いに思いやり、共に支え合うまちづくり」をめざして、地域
福祉の“輪”を広げます。�
３月１１日に発生しました『東日本大震災』は、東北・関東地方を中心に未曾有の被害をもた

らしましたが、被災地復興に向けて、日本全体で「輪」と「絆」を基に、心を一つにして支援
活動が行われています。�
今年の「第２４回市民福祉のつどい」は、被災地の皆様が早期に復興されることを願い、被災
地復興への大きな力である「輪」を広げ、そして「絆」をさらに深めるために開催いたします。
また、当日は社会福祉の向上に貢献し、顕著な功績のあった個人・団体の皆様に表彰・感謝状
の贈呈を行います。�
�
と　き：平成23年10月16日（日）　午前10時から�
ところ：ガレリアかめおか�
内　容：ふれあい広場、チャリティーバザー、福祉の店、模擬店  他�
主　催：市民福祉のつどい実行委員会、亀岡市社会福祉協議会�

支え合い　助け合いのある顔のみえるまち　かめおか�

第24回 市民福祉のつどい�
～ つながり合おう 地域の輪！ かめおかの輪！～�

　バザーの売り上げの一部は、「東日本大震災」の救援募金として日本赤十字�
社へ送ります。品数の多少に関わらず皆様のご協力をお待ちしております！�
※出品できないもの：古着、生もの、使用済みのタオルや食器類など�

《受　　付》１０月１１日（火）～１３日（木）、午前９時～午後５時�
　　　　　　亀岡市社会福祉協議会へ （ふれあいプラザ内）�
《問合せ先》亀岡市社会福祉協議会 （担当：岩崎 ＴＥＬ．２３－６７１１）�

　共にイベントを行うことで、新しい出会いやつながりの大切さを�
感じていただけます！　多数の応募をお待ちしております！！�

《内　　容》亀岡市社協で行うイベントの準備・手伝い�
　　　　　　（市民福祉のつどいなど）�
《問合せ先》亀岡市社会福祉協議会  地域福祉係（ＴＥＬ．２３－６７１１）�

チャリティーバザー用品提供のお願い�

ふくかめボランティア募集 （イベントボランティア）�



３月１１日（金）に発生した東日本大震災への当社協の対応につきましては、翌週の３月
１４日（月）から救援募金の受付を開始し、京都府社協をはじめ関係機関と連携して被災地
への支援活動に取り組んでいます。�
４月から８月までの間、府内各社協と共同して、７名の職員を宮城県内の被災市町（塩
釜市、気仙沼市、石巻市、七ヶ浜町、山元町）へ派遣し、主に現地の災害ボランティアセ
ンターで、炊き出し・ボランティアの受付及び支援を要望される被災者の方々との調整など、
現地社協の方々や各地から派遣された社協職員の皆さんと共に支援活動に取り組みました。�
また、派遣した職員が現地での支援活動の中で、各自が体験し学んだことを市民の皆様
に伝えるために、市内各地域で派遣報告を様々な形で行っております。�
今回の震災では、災害ボランティアセンターを中心とした災害時の組織的な救援体制等を、
平常時から構築することの必要性が改めて問われています。市内におきましても、平常時・
災害時を問わず協働できるネットワーク体制の構築が求められており、当社協も、行政・
自治会・関係団体の皆様と共に取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解・ご協力
をよろしくお願いいたします。�
今後も、関係機関と情報を共有し、連携を図りながら被災地への支援活動を続けてまい
ります。�
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被災された方々・地域への継続的な支援を行うため、引き続き皆様のご支援・ご協力を
よろしくお願いいたします。�
なお、救援募金は、日本赤十字社に送り、被災地の方々へ配分されます。�

�

平成２３年６月１６日～平成２３年７月３１日受付分（順不同）�
�
●みやこ整骨院様　　　●亀岡光秀まつり実行委員会様（街頭募金）　　　●大成中学校国際交流部様　�
�
温かいご支援、ありがとうございました。�
引き続き、救援募金の受付を行っておりますので、よろしくお願いします。�
�

救援募金合計　１,１５２,３８０円�
（地域福祉係　ＴＥＬ.２３－６７１１）�

（２）平成２３年９月１５日発行� 社協かめおか８１号�

�

東日本大震災への支援活動について�東日本大震災への支援活動について�東日本大震災への支援活動について�

救援募金救援募金の受付受付を行っております。�救援募金救援募金の受付受付を行っております。�救援募金の受付を行っております。�

気仙沼市の状況（４月２６日）� 安詳小学校５年生対象学習会（７月１９日開催）�



（３）平成２３年９月１５日発行� 社協かめおか８１号�

�

亀岡市社協に登録のボランティアの皆様をご紹介します�亀岡市社協に登録のボランティアの皆様をご紹介します�亀岡市社協に登録のボランティアの皆様をご紹介します�

今回の訪問先は、『元気で明るいサロン』（亀岡地区中部）です。�

活 動 内 容  毎月第３土曜日の午後１時３０分から３時３０分まで亀岡市総合福祉センター３
階で、１１名のスタッフ（自治会関係・民生委員・主任児童委員・包括支援セ
ンター等）が、季節に合わせた作品作成、講話、歌、ゲーム、転倒予防体操
等（毎回実施）、年間１２回の活動をされています。参加者は約２５名です。�

参加者の声「参加して色々ためになる話を聞ける」�
　　　　　　「外出するきっかけになっている」�
　　　　　　「毎回、参加を楽しみにしている」　�
スタッフの声「平成２１年７月からスタートし、地域に浸透し参加者も新しい方が来ていた

だけるようになった」、「メニューについてはスタッフ・他の協力を得ながら
行っている」��

訪問させていただきました時は、スタッフの皆さんの協力体制のもと行われているのが印
象的でした。�
男性参加者も数名あり一緒に楽しんでおられ、参加者
も口コミで広がっているようです。訪問した日は『苔玉』
を皆さんで作っておられました。�
地域で交流の場を設けることで住民の方々の地域への
関心を深め、近隣での助け合いを育む地域づくりを目指し
ていくサロン活動を、亀岡市社協は今後も推進していきます。��

（地域福祉係  ＴＥＬ.２３－６７１１）�

地域のサロン活動（高齢者対象）を紹介します!！�地域のサロン活動（高齢者対象）を紹介します!！�

～あなたのできること、�
　　  きっとあるはずです～�はじめ

ませんか！！
はじめ

ませんか！！ ボランティア活動活動�ボランティア活動活動�

シリーズ�４�
昭和６２年に会を発足し、現在７名で活動しています。�
メンバーは亀岡市の元職員・保育士をはじめ、親や夫の介
護を経験した方たちです。「社会のために何か貢献したい」
という思いのもと、自分のもっている得意分野でボランティ
ア活動を楽しんでいます。�
活動は、第３金曜日の午前９時３０分から１２時まで、亀岡会

館のボランティアルームにて行っています。�
〔活動内容〕�
・おむつや食事時の前掛、衣類の整理袋を作成し、市内の高齢者施設へ寄贈しています。�
・縫製したものを寄贈する際に施設の希望があれば、腹話術で司会を行い、ハーモニカ演奏やマジ�
　ック、踊り、カラオケなど皆様に楽しんでいただけるような催しもあわせて行っています。��
「何かやってみよう！」という気持ちを活動にしてみませんか？亀岡市社協ではボランティア活動
　 の「はじめの一歩」を応援していますので、お気軽にご相談ください。�

お問い合わせは、地域福祉係  ＴＥＬ.２３－６７１１まで�

のぞみの会�



夏休みを利用し社会福祉体験学習を実施しました！�夏休みを利用し社会福祉体験学習を実施しました！�夏休みを利用し社会福祉体験学習を実施しました！�

　　　　　　ガレリアかめおかデイサービスセンターでは、
８月に夏祭りを行い、利用者の方、一人ひとりがスイカ割り
に挑戦されました。なかなか割れませんでしたが、みなさん
の誘導でなんとかヒット！�
割れたスイカはみなさんで美味しくいただきました。�

（ガレリアかめおかデイサービスセンター  ＴＥＬ.２９－２７０６）�

（４）平成２３年９月１５日発行� 社協かめおか８１号�

�

7月22日（金）～8月24日（水）�

・第三かめおか作業所　・花ノ木医療福祉センター�
・亀岡保育園　　　　　 ・太田保育園�
・亀岡あゆみ保育園　　・めぐみの園保育園�
・東部保育所　　　　　 ・東本梅保育所�
・中部保育所　　　　　・第六保育所�
・亀岡友愛園　　　　　・亀岡園�
・第二亀岡園�
�

受入施設 13施設� （順不同）�

・亀岡中学校　 １名�
・亀岡高校　　１６名�
・南丹高校　　２６名�

参加生徒　43名�

子どもとの�
接し方を学びたい�

自分から�
積極的に行動したい�

子どもの豊かな�
感情表現の様子を�

学びたい�

お年寄りとの�
接し方を学びたい�

ガレリアかめおかかめおか デイサービスセスセンター�
夏祭夏祭り�

ガレリアかめおかかめおか デイサービスセスセンター�
夏祭夏祭り�

ガレリアかめおか デイサービスセンター�
夏祭り�

夏休み期間を利用して、市内の中高生が高齢者・児童・障がいのある人たちとのふれあいを通じて、
他人への思いやりの心を養うこと、また自分の生活する地域の社会福祉への関心を高め、“社会はい
ろんな人の支えあいで成り立っている”ことを学び、考えてもらうことを目的として実施しました。�
この体験学習に以前参加された方が、実際に保育士として働かれていたり、昨年参加された生徒さ
んが、保育士の実習として同じ保育所を希望され、将来の夢に向かってがんばっていらっしゃること
も耳にしました。先輩方と同様に、今年参加された皆さんにとっても、かけがえの無い大切な経験を
された夏になったのではないでしょうか。�
積極的に受け入れを行って下さった関係者の皆様、本当にありがとうございました。�
亀岡市社協は、福祉教育の推進を図るために社会福祉体験学習事業を行っております。将来の“福
祉”を担う中学生・高校生を今後も積極的に応援します。�

（地域福祉係  ＴＥＬ.２３－６７１１）�



昨年より、「なんたん子育て応援コラボ事業」
として地元のお店やさんが、子育てサークルさん
に出向いて知識やノウハウを伝授してくださって
います。昨年は５サークル、今年は８サークルの
申し込みがありました。今年１回目はフラワーア
レンジメントで、素敵な作品が出来上がり、お母
さんたちも満足の笑顔でした。この事業をきっか
けに地域に根ざした子育て応援の輪が広がってい
くことを願います。�

（５）平成２３年９月１５日発行� 社協かめおか８１号�

�

町のお店やさんが出かけます講座町のお店やさんが出かけます講座

７月６日（水）に親子体験教室「親子で体操」
を開催しました。大人２１人、子ども２４人の参加
となりました。講師の竹下先生(京都学園大学非
常勤講師)に１歳の子どもたちでも飽きないよう
ないろいろな体操を教えてもらい、汗をかくほど
でした。�
最後はお母さんのリラックスの為にストレッチ
も入れてくださり、親子でスキンシップを楽しみ
ながら楽しい１時間を過ごしました。�

親子体験教室☆親子で体操親子体験教室☆親子で体操

亀岡市子育亀岡市子育て支援セ支援センター�亀岡市子育亀岡市子育て支援セ支援センター�亀岡市子育て支援センター�

亀岡市フ亀岡市ファミリー・サポサポート・センター�亀岡市フ亀岡市ファミリー・サポサポート・センター�亀岡市ファミリー・サポート・センター�

お問い合わせ　亀岡市子育て支援センター�
　　　　　　　ＴＥＬ.２９－２７１０　ＦＡＸ.２９－３６６６�

　ファミリー・サポート・センター事業は、子育て家庭の困りごとを会員同士でサポートする有償の�
ボランティア活動です。今回、保育所から習い事先への送迎を毎週依頼されているおねがい会員さん�
と、サポートされているまかせて会員さんにお話を伺いました。�

お問い合わせは　お気軽に　　　　　　　　　　　　　　�

亀岡市ファミリー・サポート・センターまで�
ＴＥＬ.２４－９１９２　ＦＡＸ.２９－３６６６�

　この事業を利用させていただいて�
５年になります。私にとってはもち�
ろんのこと、子どもたちにとっても�
安心して一緒にいられる支えであり、�
第二の家族が出来たような心強さを�
感じています。これからも色々教え�
ていただきながら、子どもたちと共�
に成長していきたいと思います。よ�
ろしくお願いいたします。�

　　　　　おねがい会員　Ｆさん�

　友人からのすすめでまかせて会員に�
登録をしました。自宅でお預かりする�
事は難しいので送迎のみのサポートを�
しています。この双子のご兄弟の送迎�
は１年半くらい前からですが、それま�
ではお兄ちゃんの放課後児童会の迎え�
をしていました。日々のサポートの中�
で子どもさんの成長が感じられ、楽し�
みに毎回活動しています。�

　　　　　まかせて会員　Ｙさん�
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�
福祉サービス利用援助事業のご案内  ～くらしの安心のために～�
�
　「通帳や印鑑、どこに片付けたのかな？」�
　「市役所からくる書類、内容がよくわからないな。」�
　「福祉サービスってどんなものがあるのかな？」�
　こんなことでお困りではありませんか？�
　福祉サービス利用援助事業は、高齢の方や障がいのある方へ福祉サービスの利用や日常の金銭管理
のお手伝いをする事業です。お気軽にご相談を！　　　　　　　　　生活支援係  ＴＥＬ.２３－６７１１まで�
�

「第5回全国校区・小地域福祉活動サミットin宇治」の開催�
�
全国校区・小地域福祉活動サミットとは�
　大阪府豊中市での第1回開催を皮切りに、小・中学校区・自治会・町内会などでの小地域福祉活動
にスポットを当てた全国大会です。昔ながらの「縁」や新しいスタイルで紡ぐ「縁」から生まれる地
域活動の可能性を皆さんで考えませんか？これからの地域福祉推進のキーワードです。�
　今年は京都府宇治市で開催されます。地域福祉活動などに興味のある方は、是非ご参加ください！�
�
日　時：平成２３年１１月２６日（土）１２：００～１８：００（予定）�
場　所：宇治市文化センター　大ホール　他　参加費：３，０００円�
（問い合わせ先）�
　「第５回全国校区・小地域福祉活動サミットｉｎ宇治　実行委員会」現地事務局へ�
　 〒６１１-００２１　宇治市宇治琵琶４５　宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）　�
　メール：mail@uji-shakyo.net　電　話：０７７４－２２－５６５０　ＦＡＸ：０７７４－２２－５６５４�

�

社協社協からのお知お知らせ�社協社協からのお知お知らせ�社協からのお知らせ�

【寄付金】�
●田中義一様（大井町）　●㈱親愛様（荒塚町）　●大青会様（大井町）　 ●人見徳康様（宮前町）�
●匿名３名様� �

寄付金合計　２０１,６３６円�
�
【寄　贈】��
●佐藤潤一・大希様（三宅町、プリペイドカード２,５００枚）　●城西小学校様（プルタブ６０．２㎏）�
●鵜飼清之助様（西つつじヶ丘、未使用切手２０９枚）　●奥野正三様（畑野町、使用済切手３,４４８枚）�
●亀岡ライオネスクラブ様（内丸町、プルタブ１２.８㎏・エコキャップ２２㎏）�
●ナルク亀岡様（プルタブ８㎏、エコキャップ６２㎏）　●南つつじヶ丘小学校様（プルタブ２５㎏）�
●（財）亀岡市体育協会様（曽我部町、使用済切手１,３０４枚他）�
●国際ソロプチミスト亀岡様（京町、エコキャップ６㎏他）�
●安詳小学校様（プルタブ１８５㎏、エコキャップ２１０ｇ）�
●畑野町広野二区様（プルタブ１０㎏、エコキャップ１㎏他）　●匿名２名様（プルタブ、ポ－タプルトイレ）�
�
福祉のまちづくりのために、今後とも皆様の善意の寄付を心よりお待ちしています。��

（総務管理係　ＴＥＬ.２３－６７１１）�

（６）平成２３年９月１５日発行� 社協かめおか８１号�
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善意のご寄付ありがとうございました。�
地域福祉事業地域福祉事業に有効有効に活用活用させていただきます。�
善意のご寄付ありがとうございました。�
地域福祉事業地域福祉事業に有効有効に活用活用させていただきます。�
善意のご寄付ありがとうございました。�
地域福祉事業に有効に活用させていただきます。�

平成２３年４月１日～平成２３年７月３１日受付分（順不同）�


