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市民福祉のつどい

高齢者、障がい児者、親と子、世代を超えて多くの方々が集い、さまざまな催しを通じて幅広く交流を図っていただき、
「たがいに思いやり、共に支え合うまちづくり、福祉コミュ二ティJを目指して、地域福祉の “輪 ” を広げます。

多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

・日 時／平成28年10月23日（日）午前10時～午後3時30分
・場 所／ガレリアかめおか・ふれあいプラザ
・内 容／開会式（1o:oo～）、模擬店（1Q:30～）、

福祉の店・遊びのコーナー・チャリティバザー（11:oo～）、お楽しみ抽選会（15:00～）、
・主 催／市民福祉のつどい実行委員会《事務局》（福）亀岡市社会福松協議会

：チャリティバザー用品提供のお願い】
我が家では使わないけどまだまだ使える物 、一度も使わす

に置いている物など、チャリティバザー用品として提供してい
ただけませんか？

品物の多少に関わらす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、持ち帰りのできない大

きな物 、使用済みタオル・食器など

［受付場所］

［問合せ先］

L受け入れ施設・・・・・・・・・・・・5施設】 【参加生徒・・・・・・・12名】
・亀岡保育園 ・亀岡あゆみ保育園 ・めぐみの園保育園
・第六保育所 ・亀岡友愛国

・亀岡高校…...・H・－－…...・H・. 8名
・南丹高校...・H・H・H・.....・H・. 4名

夏休み社会福祉体験学習事業は中学生・高校生が亀岡市内の社会福祉施設で高齢者・児童・障がいのある方のふ
れあい、関わりを通じて、いのちの大切さや他人への思いやりの心を養うこと、「福祉jを考えるきっかけにしてい
ただくために実施しました。 上事同司＝ ' S墨h 「「｜ V' 

参加された皆さんにとって ll\.ll週圃阻�罰占京事管
．

｜ 凶 ,,r.＿！鍾ι； Ii 掴
は、大変貴重な体験を された恥Fて�圏画劇 I� .出品二

回

夏になったのではないでしょ 咽 マ
うか。暑い中、本当にお疲れ 岨F

様でした。
また、お忙しい中、積極的

に受け入れを行っていただい
た施設関係者の皆様、本当に
ありがとうございました。 亀岡保育園にて

7月19 目、第 1 回 IプレぴよひろばJに6組の妊婦さんが集まり、話をしたりおもちゃを作ったりし
て交流しました。子育て支援センタ ーでは、妊娠期からお母さんに寄りそって支援していきたいと考えて
います。今年度は 9月16 目、11月18 日、平成 29 年1月20 日、3月17 日に実施予定です。
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f子どものお迎えの時間に間に合わない
ので、学童のお迎えをお願いした いん
ですが・－－。j

I実家が遠いので、いざと いう時、 r ·--'"\.""" QJ 
子どものサポ ー 卜しても らう人が �
いなし1ので…1 'tM'尺φ宮耳1

：子育てが一段落つかれた 方、地域のボランティアをして：
：みようと思われる方は 、ぜひ、ファミサポのまかせて会：
：員になって子育てのサポー トをしてみませんか？

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

おねがい会員登録
＊登録は随時しています。
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今年も終戦記念日のある 8 月に併せ、平和を願って日々折った鶴が二千羽を数えまし : :r －：：·・山山

た。苦しい戦争体験を乗り越えてこられた、多くのご利用者がf平和であることへの感
謝jと「平和であってほしし－uとの願いを込めて、一折、一通し、制作にあたられました。

その千羽鶴を桂川市長様に直接託すことができて、利用者の皆様も感無量の面持ちで
した。

桂川市長に託した千羽鶴は、8月8日に皆さんの願いとともに、広島市の平和記念公園
に捧げられました。
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