平成28年

7月15日発行

特別号

社協会員募集強化月間

8/1（月）〜9/30（金）

6月14日実施 ひよこ広場 シャボン玉あそび

社協会員にご協力をお願いいたします。
ȜɄȹɈȤɜȞȦණۊɈဏɬૅȢɀȞɘȳă
一般会員 500円・1,000円・2,000円
賛助会員 3,000円・5,000円・10,000円・20,000円以上

会費募集強化月間

8/1（月）〜9/30（金）

市民の皆様が住みやすく・より安心できる地域づくりのために、皆様からの会費を活用させていただきます。

●納入方法●
自治会加入者・・・自治会のご協力を得て集めさせていただいております。
自治会未加入者・・社協へお持ちいただくか、ご連絡をいただければ職員が伺います。

会費はこのように使われています
会費はこのように使われています
★地域福祉活動

会費の使いみち（1,000 円の場合）

・車いす・電動ベッドの貸出を実施
・関係機関、企業との連携・協働
・福祉の向上を図るための各種講座研修等の開催
・各地域での福祉力を高める活動を実施

社協広報活動
地域福祉活動
430 円

40 円

管理運営

80 円
自治会への福祉活動
110 円

福祉コミュニティ
の推進 110 円

イベント募金

ボランティア活動支援
200 円

委員会等の活動
30 円

★ボランティア活動支援
・ボランティアの市民参加を促進する活動を支援します。
地域力向上講座

★福祉コミュニティの推進
・各地域の福祉活動を活性化するために、地区社協の設
立や地域活動を支援しています。
つどい

★管理運営
・亀岡市の福祉活動の拠点として、社協の事業の適正な
管理運営に努めます。

★社協広報活動

★自治会への福祉活動
・各自治会が実施する、地域の特色を活かした福祉活
動を助成をします。

・広報紙＝社協かめおか（年５回 発行）
ホームページ＝ 亀岡市社協 で
で検索（亀岡市社会福祉協議会）

社協の事業は、地域住民の参画と協働によって支えられています。
市民の皆様には、一般会員として1,000円を目標にご協力いただけると幸いです。
私たち亀岡市社協は、今年度も「支え合い、助け合いのある、顔のみえるまち・やさしいまちかめおか」
の実現に向け地域福祉を推進してまいります。
皆様のなお一層のご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
社会福祉法人

亀岡市社会福祉協議会

会長

矢 田

勲

熊本地震義援金について
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亀岡市社会福祉協議会予算額

■平成28年度
収入

256,437 千円

支出

会費 9,877（3.9％）
その他
寄付金 1,060（0.4％）
15,231（5.9％）
補助金
44,928（17.5％）

障害福祉サービス
34,164（13.3％）

資金貸付事業
3,369（1.3％）

254,645 千円

生きがい活動事業
1,082（0.4％）

福祉サービス利用
援助事業
6,177（2.4％）

子育て支援事業 ふれあいプラザ
14,149（5.6％） 管理運営事業
12,408（4.9％）
ファミリー
サポート事業
6,411（2.5％）

基金事業
1,942（0.8％）

法人運営事業
51,543（20.2％）

くらしのサポート
サービス事業
2,000（0.8％）

市受託金事業
17,650（6.9％）

受託金
57,288（22.4％）

介護保険収入
88,428（34.5％）

介護支援事業
11,952（4.7％）
事業収入
5,461（2.1％）

■平成28年度

老人デイサービス
事業 57,738
（22.7％）

ホームヘルプ事業
55,024（21.6％）

亀岡市社会福祉協議会事業計画

重点目標

７．共同募金等事業【充実】
(1)

１．地域の特性を重視した福祉活動の推進
２．介護保険事業・障害者自立支援事業の取り組み
３．自主財源の確保と経営基盤の強化
５．子育て家庭への支援体制の強化
６．法人運営の基盤強化

的な活用
歳末たすけあい運動の取組みと募金の有効な活用

(3)

地域イベント等での募金活動（イベント募金）と寄付

付き商品の拡大
８．介護保険・介護予防等事業【充実】
(1)

(1)

『地域福祉活動計画』の策定 新規

(2)

社会的孤立防止事業

(3)

福祉コミュニティ推進組織（地区社協）の設立推進並

びに活動支援
(4)

地域支え合い事業（日常生活支援総合事業）

(5)

京都地域福祉創生事業（わっかプロジェクト）への協

(2)

通所介護・介護予防通所介護（デイサービス）事業

(3)

居宅介護支援（ケアプラン作成）事業

９．子育て支援事業【充実】
(1)

ひろば事業・つどい事業の開催と情報提供事業の充実

(2)

子育てサークル・サロン、サポーターのスキルアップ

とネットワークの充実
(3)

力 新規
２．ボランティア活動事業【充実】
災害ボランティアセンターの運営と機能強化

訪問介護・介護予防訪問介護（ホームヘルプサービ

ス）事業（障害者自立支援法に基づく居宅介護事業を含む）

事業計画（主な事業）
１．地域福祉事業【充実】

赤い羽根共同募金運動への協力と取組み、募金の積極

(2)

４．災害ボランティアセンターの機能充実・体制強化

(1)

共同募金事業
13,200（5.2％）

子育て相談へのきめ細かな対応（子育て関係機関との

連携強化）
妊婦来館推進事業〜子育ての輪〜の実施 新規

(4)

１０．ファミリー・サポート・センター事業【充実】

(2) 市民のボランティア活動への参加促進（研修会等の開催）

(1)

身近で支え合える関係づくりの推進

(3)

(2)

関係団体や地域を通じた積極的な広報活動による会員

ボランティア団体との連携強化と支援

拡大と子育てボランティアの育成

３．福祉サービス利用援助事業
４．高齢福祉事業
(1)

ふれあいサロン活動の推進支援

(2)

ねたきり老人、ひとり暮らし老人に対する援護活動の

促進
(3)

老人クラブ活動への支援

５．福祉活動団体等への支援事業
(1)

団体との連携と支援・援助

６．資金貸付・用品貸出し事業
(1)

生活福祉資金及び福祉金庫貸付

(2)

介護用品（車イス、電動ベッド）、レクリエーション

グッズ等の貸出し

１１．ふれあいプラザ指定管理事業
・指定管理者制度に基づく、施設の適切な管理・運営
１２．法人運営に係る事業【充実】
(1)

法人の健全な運営・経営・基盤の強化

(2)

地域や事業所に向けた積極的な賛助会員の募集

(3)

企業・関係団体等との協力体制の強化

(4)

広報紙、ホームページの内容充実及びバナー広告の募

集 新規

■平成27年度
収入
その他収入
1,025（0.4％）

亀岡市社会福祉協議会決算報告

264,888 千円

積立資産取崩収入
4,419（1.7％）

受取利息配当金収入
2,723（1.0％）

支出

生きがい活動事業 789（0.3％） ファミリーサポート事業 7,373（2.9％）

事業区分・サービス区分間繰入収入
17,309（6.5％）
会費
9,957（3.8％）

障害福祉
サービス等
34,277（12.9％）

261,974 千円

ふれあいプラザ管理
運営事業 12,064（4,7％）

寄付金
1,383（0.5％）

資金貸付事業
3,419（1.3％）

補助金
55,436（20.9％）

法人運営事業
68,769（26.6％）

福祉サービス利用
援助事業
5,830（2.3％）
基金事業
1,119（0.4％）

受託金
42,442（16.0％）

介護保険収入
90,759（34.3％）

市受託金事業
17,441（6.7％）

くらしのサポート
サービス事業
1,840（0.7％）
介護支援事業
9,759（3.8％）

事業収入
5,158（2.0％）

子育て支援事業
12,468（4.8％）

共同募金事業
12,769（4.9％）
老人デイサービス事業
54,832（21.2％）

ホームヘルプ事業
50,278（19.4％）

物品の部【個人】

寄付報告
平成27年4月1日〜
平成28年3月31日まで
皆様からお寄せいただいた善意
は、社協が行う福祉事業に充て
ております。
金銭の部【個人】
ご 芳 名 （順不同）
大槻
英逸 様 （河原町）
斉藤
勲 様 （大井町）
人見
徳康 様 （宮前町）
石田 幸史郎 様 （余部町）
門川
利男 様 （余部町）
谷口
智則 様 （大阪府四条畷市）
長澤
志朗 様 （西別院町）
上田
志づ 様 （古世町）
櫻井
邦男 様 （安町）
匿名（7名）
合
計
398,229円

金銭の部【法人・団体】
ご 芳 名 （順不同）
にのうみ会（一社）亀岡青年会議所 様
株式会社 親愛 様
東つつじヶ丘青少年育成協議会 様
株式会社三煌産業 安全協力会 様
イマイグループ安全衛生協力会 緑乃会 様
有限会社 スロートレイン 様
第一生命労働組合 京都総合営業職支部 様
亀岡市母子寡婦福祉会 様
亀岡地区更生保護女性会 様
大井町ゴルフ協会 仲井 資具 様
亀岡市ボウリング協会 三宅一宏 様
合
計
896,921円

ǔ͞ऍȕȯၱțץণ
țީͧȿȵȺȄǼǷᨻ
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ご 芳 名 （順不同）
芳我 享 様
斉藤 勲 様
松本 快晴 様
柳原 善信 様
水上 季見子 様
六信 みどり・西尾 佳子
橘 美智男 様
竹井 寛 様
上田 善幸 様
別所 馨 様
吉瀬 澄子 様
小野 圭子 様
船越 達也・遥也 様
松室 重美 様
俣野 治城 様
今西 多津子 様
川勝 丑三 様
衣川 邦夫 様
波部 様
羽場 こうき 様
匿名 4名

様

預 託 品
電動ベッド（高齢者支援事業）
プルタブ 2.5㎏ エコキャップ 1.2㎏
プルタブ 700 g
介護ベッド（介護機器貸出事業）
プルタブ 2㎏
プルタブ 65.2㎏ エコキャップ 48.1㎏ 古切手200g
車いす１台（地域福祉支援事業）
プルタブ1.5㎏
エコキャップ 25㎏
プルタブ 1㎏
エコキャップ 2㎏
（PPバンド）手編みかご368個（子育て支援事業）
プルタブ 700 g
プルタブ 2.3㎏
プルタブ 3.6㎏
エコキャップ 5.9㎏
エコキャップ 2㎏
エコキャップ 6.1㎏
プルタブ 1.5㎏
エコキャップ 1.6㎏
プルタブ 1.3㎏
プルタブ 2.7㎏
プルタブ 1.7㎏
プルタブ 8.9㎏
エコキャップ 9.7㎏

物品の部【法人・団体】
ご 芳 名 （順不同）
浅田製作所 様
亀岡市立薭田野小学校 環境掲示委員会 様
亀岡市立城西小学校 様
亀岡市立吉川小学校 様
亀岡市立曽我部小学校 様
亀岡市立千代川小学校 美化ボランティア委員会 様
亀岡市立詳徳小学校 様
南桑土木建築株式会社 様
洋裁サークルピンクッション 様
吉川町自治会 様
亀岡市立育新中学校 様
ワルダ 様
株式会社イーエル・オカモト 様
NPO法人 ナルク亀岡 丹の里 様
国際ソロプチミスト亀岡 様
曽我部町自治会 様
亀岡市立中部保育所保護者会 様
一般社団法人 亀岡青年会議所 様
亀岡市立南つつじヶ丘小学校ボランティア委員会 様
亀岡電子株式会社 様
明治安田生命相互会社京都支社亀岡営業所 様
京都電子計算株式会社 様
のぞみの会 様
亀岡ライオンズクラブ 様
特定郵便局長夫人部亀岡部会「さつき会」 様
南丹清掃株式会社 様
亀岡ライオネスクラブ 様
NPO法人 青空ふれあい農園・ハーブ倶楽部 様
高齢者さわやか教室 受講生 様
千代川町おやじの会 様
郵政退職者共助会京都北支部亀岡班 様
亀岡市ボウリング協会 三宅一宏 様

預 託 品
プルタブ 3.8㎏
プルタブ 8.5㎏
エコキャップ 60.8㎏
プルタブ 30㎏
エコキャップ 45㎏
プルタブ 9.1㎏
プルタブ 10.1㎏
エコキャップ 40㎏
プルタブ 122.1㎏
プルタブ 1.4㎏
エコキャップ 5.1㎏
古切手
プルタブ 300 g
エコキャップ 3.3㎏
プルタブ 7.6㎏
エコキャップ 3.6㎏
プルタブ 46.7㎏
プルタブ 14.2㎏
エコキャップ 29.6㎏
プルタブ 1.1㎏
エコキャップ 11.4㎏ 古切手 200 g
プルタブ 20.5㎏
エコキャップ 38.3㎏
プルタブ 1.1㎏
エコキャップ 13.1㎏ 古切手 300 g
プルタブ 8.7㎏
エコキャップ 25.6㎏
プルタブ 15.3㎏
エコキャップ 43.76㎏
JC-AID 災害支援物資パック 10パック
プルタブ 32㎏
エコキャップ 42㎏
タオル92本（地域福祉事業・歳末たすけあい運動）
プルタブ 2.3㎏
手作りお手玉 50
原付バイク1台
電動自転車2台
雑巾 130枚・ウエス1箱（地域福祉事業・歳末助け合い運動）
プルタブ 8㎏
電動ベッド 2台
プルタブ 1.7㎏
プルタブ17752.6㎏ 古切手1019.7g 使用済カード319枚
プルタブ 13.9㎏
プルタブ8.6㎏ 古切手・古ハガキ
エコキャップ 1.8㎏

「社協の福祉総合相談」
出張相談窓口開設のお知らせ
社協の福祉総合相談窓口を亀岡駅近くで開設しています。
生活のこと、家族のこと、子育てのこと、ご近所の心配ごと、
どんなことでもお気軽に相談してください。
ところ：亀岡中央ヘルパーステーション
（追分町谷筋３７−８ 亀岡郵便局西）
− 予約制 −
受付時間 8：30〜17：30
電話番号 ２３−５１１０（亀岡市社会福祉協議会 *相談専用電話）

亀岡中央ヘルパー
ステーション
郵便局
〒

JR亀岡駅
ドーナツ屋さん

スーパー

亀岡市募金百貨店プロジェクト
寄付付商品

第２号・第３号の誕生！！

第２号

どら焼き 製造元・販売元：和菓子処 匠大（たくひろ）さん
寄付付商品

篠町馬堀東垣内

第３号

スプーン・フォーク 販売元：Felice 〜フェリーチェ〜 さん 亀岡市北町

ふくかめが地域をつなぐプロジェクト！！
プロジェクト第１号の「ぱす
てる」さんとともに今後亀岡
市で開催される各種イベント
などへも出店販売をしていき
ます。どうぞご利用ください。

募金プロジェクトとは・・・

第２号「どら焼き」

第３号「スプーン・フォーク」

赤い羽根共同募金が募金の百貨店となり、寄付つき商品を作っていくプロジェクトです。
企業は寄付つき商品の売り上げに応じて寄付するという仕組みで、企業・商店は販売促進と社会貢献に繋
がり、それが地域福祉の課題解決のための財源になるという 三方よし となり、その関係構築を目指します。

ふくかめちゃんの
つぶやき
雨上がり 外にでてみてごらん・・・
花も草も木々もみんないきいきしているよ
さあ！外へ飛び出そう！
たくさんの光をあびて・思いっきり深呼吸をしよう

お詫びと訂正
104 号の表紙で写真掲載を
した際、誤って西別院町と記
載しましたが、正しくは東別
院町でした。
関係者の方々には多大なご
迷惑をおかけいたしました事
をお詫びして訂正いたします。

