
チャリティーバザー用品提供のお願い！
　押入れに眠っている物、食器棚の奥にしまいこまれて
いる物など、チャリティーバザー用品として提供してい
ただけませんか？
　品数の多少に関わらず皆さんのご協力をお待ちしてい
ます！
*出品できないもの：古着、生もの、使用済みのタオル
や食器など
《受付期間》　10月 12 日（火）〜 10月 14 日（木）
《問合せ先》　亀岡市社会福祉協議会
　　　　　　　TＥ L　0771（23）6711

ふくかめボランティア募集
（イベントボランティア）

内容：社協で行うイベント　
　　の準備・手伝い（市民　
　　福祉のつどい等）　　　
　詳しくは、
  　亀岡市社会福祉協議会まで

TＥ L　0771（23）6711

（１） 平成 22 年 9月 15 日発行 社協かめおか 76号

Tel  0771-23-6711    Fax  0771-24-0350
メール :fukukame@fukukame-net.or.jp
ホームページ http://www.fukukame-net.or.jp/

〒 621-0806
京都府亀岡市余部町樋又61—1（ふれあいプラザ内）

社会福祉法人

亀岡市社会福祉協議会

〜 つながり合おう　地域の輪！　亀岡の輪！ 〜
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シリーズ①　亀岡手話サークル　年輪の会

ガレリアかめおかデイサービス

センターでは、この夏、利用者

の皆さんにカキ氷屋さんに変身

してもらい、夏祭りを大いに盛

り上げてもらいました。

  「年輪の会」は、1975 年 6 月に創立し今年で 35 周年を迎えました。サークル会

員数は約 30 名で会社員や自営業、主婦等様々な方が参加しています。

聴覚障害者との交流を図る中で、障害者の抱える様々な問題や課題を解決するため関

係団体と協力しながら要望活動を行っています。今年は、35 週年を記念して聴覚障

害者協会と合同で記念旅行を秋に行う計画です。

　毎週木曜日の夜、総合福祉センターで例会を開催しています。例会では手話学習だ

けでなく、ゲームや軽食を楽しみながら聴覚障害者や他の手話サークルとの交流も

行っています。

ボランティア活動としては小学校、中学校での福祉体験学習の講師や福祉まつりの参

加などを行っています。

　毎年 12 月に開かれるクリスマス会で手話劇を披露するのが恒例で、その他にも季

節毎に親睦行事やスポーツで交流を深めています。　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ先：亀岡市社会福祉協議会  TＥL   0771（23）6711

◎グループ紹介

  

◎活動内容

はじめませんか　！！

  ボランティア活動〜あなたのできること、きっとあるはずです〜

社協に登録のボランティア団体を紹介します

ガレリアかめおかデイサービスセンター



主催　亀岡市商業組合

           京都府南丹保健所

           亀岡市子育て支援センター

〜亀岡市社会福祉協議会 子育て支援センターは、地域の「子育て支援」を応援しています〜

　まちのお店屋さんが子育てサークルに出向き、専門家ならではの知識やノ

ウハウを伝授します。その活動を通じて地元の商店と子育て家庭がつながり、

お互いの活動の活性化、地域の活性化を図ることを目的としています。

日時：9 月 29 日 ( 水 )　9 時〜 1 ３時
対象：地域で子育て支援をされている方
講師：雪印乳業 ( 株 ) 栄養士
定員：20 名 ( 託児有 )
費用：300 円
＊申込は子育て支援センターへ
　　　  TＥL  0771（29）2710

ふれあいルームにて、

ままごと等に使わせて

いただいています。

山根淳子 様 近藤満つ枝 様

（４） 平成 22 年 9月 15 日発行 社協かめおか 76号

7 月 21 日（水）「ぱくぱくふぁくとりぃ」で、
中華料理「広東」の皆さんに本格中華を教え
ていただきました。

今後の予定

* 子どものカットの仕方
　　　　「チーキーベィビー」
　　　　「のびのびランド」
* 巻き寿司の作り方
　　　　「あそぼーかい」
　　　　「南つつじヶ丘子育て交流会」
* 見せるデジカメ＆パソコン加工
　　*簡単な中華の作り方
　　　　「ちびっこひろば」　　

子育て応援コラボ事業

Enjoｙ　Cooking
“乳製品を使った料理講習会

“

「まちのお店屋さんが出かけます」

心のこもった手作りのバッグと折り紙をありがとうございました。



　入浴は、体を清潔にするためだけではなく、疲れを取り、ストレスを解消するなどのリラッ

クス効果があります。

　日本では、昔から ｢ 菖蒲湯 ｣ や ｢ 柚子湯 ｣ など行事や四季にあわせて自然の素材を生かした

お風呂を楽しんできました。

　ここで、自然の素材を使って簡単にできる入浴剤をご紹介したいと思います。

みかん湯・・・　食べ終わったみかんの皮を細かく切って陰干しし、乾燥させます。

　　　　　　　　乾燥し色あせたみかんの皮をガーゼの袋に入れ、お風呂に浮かべればでき　

　　　　　　　上がりです。

　　　　　　　　　効能：みかん湯は、体が温まり、湯冷めしにくいといわれています。

　　　　　　　　　　　　みかんに含まれるリモネンという成分に、血行を促進させる作用が                    

　　　　　　　　　　　あり、冷え性の方にもお勧めです。

大根葉湯・・・ １本の大根葉を乾燥させます。（季節によっては１週間以上かかる場合もあ      

                         ります。）乾燥した葉を刻みガーゼの袋につめてでき上がりです。

　　　　　　　　　効能：保温効果があり、冷え性に聞くと言われています。湯冷めしにくく、

　　　　　　　　　　　風邪予防に効果的です。

　ガレリアかめおかデイサービスセンターでは、季節に合わせて「みかん湯」「大根葉湯」な

ど利用者の皆さんに入浴を楽しんでいただいています。

　ご自宅でもお試しください。
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　　　　　ガレリアかめおかデイサービスセンター
　　　　　　　　T Ｅ L　0771（29）2706　

T Ｅ L　0771（24）9192  まで

 いつもの入浴をさらに楽しみませんか



持参品　：エプロン・三角巾・手拭又はタオル

申込期間：平成 22 年 9 月 21 日（火）〜 定員になり次第締切

と　き　：平成 22 年 9 月 30 日（木）午前 10 時〜午後 1 時

ところ　：ガレリアかめおか　調理室

定　員　：15 名

材料費　：300 円

　今回は、見直してみよう食の基本「だし」の活用術をみんなで学びましょう！

技術とコツを教えていただき、自宅で手軽にできるようになりませんか？？

ぜひお気軽にお問合せ・お申込みください。

〈申込・問合せ〉　亀岡市社会福祉協議会　TEL：0771-23-6711 まで

この事業は、赤い羽根共同募金の助成を受けて行います。
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寄付金  平成 22 年 4 月 1 日〜平成 22 年 7 月 31 日受付分
☆親子で歌いつごう「日本の歌」夏の巻チャリティーコンサート 出演者一同 様（畑野町）
☆亀岡山野草を守る会 様（西つつじヶ丘）　
☆株式会社 親愛 様（荒塚町）　　　　　　　  　　　　☆田中 義一 様（大井町）
☆京建労亀岡支部 様（宇津根町）　　　　　　 　 　 　 ☆亀岡料飲連合会 様（余部町） 
☆人見 徳康 様（宮前町）　　　　　　　　　　　　　　☆伊藤 巻枝・伊藤 邦夫 様（余部町）
☆田中 達也 様（大井町）　　　　　　　　　　　　　　☆伊藤 信浩 様（東つつじヶ丘）
☆匿名 １０名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寄付金合計……４９７，２１２円

寄　贈  平成 22 年 4 月 1 日〜平成 22 年 7 月 31 日受付分

（順不同）

よりよい福祉のまちづくりのために、皆様の
善意の寄付を心よりお待ちしています。

☆愛あーす Kameoka 様（南つつじヶ丘、古切手・使用済テレカ・その他カード）
☆藤野 裕子 様（大井町、プルタブ 500g・ペットボトルキャップ 1,500g）　　
☆国際ソロプチミスト亀岡 様（余部町、プルタブ 7kg）
☆加藤 和 様（西つつじヶ丘、切手 1,175 枚）　　　　　☆伊藤 信浩 様（東つつじヶ丘、紙おむつ）
☆山崎 清秀 様（保津町、プルタブ 9kg）　　　　　　　 ☆仲 託似 様 ( 大井町、電動ベッド )
☆畑野町広野二区 様（プルタブ 8.5kg）　　　　　　　 ☆河津 勇 様（古世町、プルタブ 7kg）
☆匿名　２名（ポータブルトイレ、紙おむつ、切手等）

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。


