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○赤い羽根共同募金とは
戦後間もない昭和 22年に始まった募金活動で、社会
福祉法第 112 条に基づき地域の実情にあわせた社会
福祉を進めるため、事前に使いみちや集める額を定め
る民間の「計画募金」です。府県ごとに共同募金会が置
かれ、毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで全国一斉
に実施されます。ご協力いただいた募金は、各地域内
で地域福祉の推進のために、私たちのまちや暮らしを
良くしようと活動している人たちの応援のために使
われます。
使いみちとしては、赤い羽根共同募金の約 70％は亀
岡市のために。残りの約 30％は京都府内の高齢者・
障がい者施設への助成、大規模災害のための積立金、
災害見舞金として使われています。

Q. 募金なのにどうして目標額を決めるの ?　　　　
A. 毎年、京都府共同募金会が「社会福祉協議会が行う
地域福祉推進に必要な費用」と「福祉施設・団体など
から寄せられる次年事業の要望」を取りまとめ、それぞ
れ必要な金額を検討、協議して目標額を定めています。

Q. 一世帯当たり目安額はいくら ?
A. 一世帯当たりの目標額は、400 円です

○歳末たすけあい募金とは
歳末たすけあい募金は、地域で安心して暮らすことが
できるようにと、共同募金の一環として毎年 12 月 1
日から 31 日の間実施されています。亀岡市で集めら
れた歳末たすけあい募金は、全て亀岡市の福祉活動の
ために使われます。
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共同募金・歳末助け合い募金  ～ご協力をよろしくお願いします～

 共同募金の流れ

 ～教えて～
一口メモ

企業・商店の賛同による
法人募金

地域のイベント時での
イベント募金

駅やスーパーでの
街頭募金

自動販売機募金
寄付つき募金

自治会の協力の
戸別募金

（協　力）

社会福祉協議会ではアルミ缶のプルタブを回収し、車いすと
交換する「集めておくるボランティア」という事業を行って
います。800 ㎏に到達したので車イス 1台（通算 3台目）と
交換することができました。交換した車いすは地域の方々へ
貸し出しを行っていますので、これからもご協力よろしくお
願いいたします。また仕分け作業を手伝っていただけるボラ
ンティアさんも募集しております。
回収状況はホームページでも確認いただけます。

亀
岡
市
社
会
福
祉
協
議
会

案
内
図

集めておくるボランティア
　～ご協力ありがとうございました～

赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金　 30%

京都府共同募金会亀岡地区支会

京都府の福祉施設等に助成

（共同募金：活動助成交付）
☆「地域を知り住民参加を図る」活動
・福祉マップの作成・更新
・新たな担い手（ボランティア）の養成
・組織化ほか
☆「学びあう」活動
・高齢・障害、子育て等の
　研修会開催　ほか
・子どもたちと地域をつなぐ
　福祉教育の実施　ほか
☆「ふれあう」活動
・一人暮らしの高齢者や
　障害者家族等の交流ほか
☆「学びあう」活動
・見守り訪問活動
・居場所作り活動　ほか

（ボランティアの方にもご協力いただきました！）

（歳末たすけあい募金：見舞金、活動助成交付）
☆友愛訪問活動（在宅配分）
・寝たきり・認知症高齢者、重度障がい児者、
　交通遺児等へ見舞金配分

☆福祉施設（入所者）へ配分
・高齢者施設・障害者施設へ品物配分

☆年末年始事業助成
・一人暮らし、高齢者対象のお楽しみ会
　などに助成

☆広報活動広報費用
・「社協かめおか」ほか

使いみち

亀岡市内の福祉活動の推進に活用
亀岡市社会福祉協議会

歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金　 70%

歳末たすけあい募金　100%

京 都 府 共 同 募 金 会

10/1～3/31 12/1～12/31



　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、福祉コミュニティ」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２９年１０月１５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／模擬店・福祉の店・チャリティーバザー（11：00～）・
　　　　　遊びのコーナー・お楽しみ抽選会（15：00～）　他
◆主　催／市民福祉のつどい実行委員会 《事務局》（福）亀岡市社会福祉協議会

【受付期間】　１０月　９日（月）～
　　　　　　１０月１３日（金）
　　　　　　午前９時～午後４時
【受付場所】　ふれあいプラザ内、
　　　　　　世代間交流室（ガレリア西隣）
【問合せ先】　亀岡市社会福祉協議会
　　　　　　ＴＥＬ．23-6711

　我が家では使わないけどまだまだ使える物、一度も使わずに置い
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？
　品物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、持ち帰りのできない大きな物、
　使用済みタオル・食器など

　亀岡市子育て支援センターかめおかっこひろばが今年度 15 周年を迎えたのを記念して、「かめおかっこ同
窓会」を行いました。当センターでは、日頃から地域とのつながりを大切にした子育て支援に取り組んでいます。
この日、地域の子育てサークルや子育て支援者の方にたくさん参加していただきました。前半の式典に続き、
後半は子育てサークルの皆さんがボーリングや輪投げ、手作りおもちゃなどのコーナー遊びを提供し、親子が
楽しい時間を過ごしました。

　夏休み社会福祉体験学習事業は、高校生が亀岡市内の社会福祉施設で高齢者・児童・障がいのある方とのふれあい、
関わりを通じて、様々な立場の方への思いやりの心を学ぶ事や、「福祉」への興味のきっかけづくりを目的として実施
しました。
　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。

　亀岡市社会福祉協議会に登録していただいている子
育てサークルが１０か所あります。どの子育てサークル
も、地域に暮らす子育て家庭に交流の場を提供しなが
ら、身近な相談相手として着実に活動をしておられま
す。お子さんやお孫さんと一緒にぜひ訪ねてみて
ください。

　まかせて会員が自宅で子どもを預かる場合、子どもがくつろげるようにいろいろと遊びを工夫し、
愛情をもって預かってくださっています。活動報告書より預かりの様子を紹介します。

このごろ家に来るときは「ただいま」と言って入ってきてくれます。今日は孫が
しゃぼん玉をしていたので、みんなでしゃぼん玉をしました。孫とも仲良しに
なって家中走り回って「きゃっきゃっ」とにぎやかです。

ファミサポの活動に興味・関心を持たれた方は、会員登録されませんか？まかせて
会員講習会は平成30年1月22日(月)・23日(火)、普通救命講習会は1月29日(月)にあ
ります。おねがい会
員の登録は随時行っ
ています。

　平和への願いを込めて、日々丁寧に折った鶴が千羽を数えました。
数々の苦しい戦争体験をされてきた利用者の皆様が「今、当り前のように過ごせ
ている日々への感謝」と「二度と繰り返してはいけない」という願いを、一羽一羽
に込めました。

　今年もその千羽鶴を桂川市長に直接託す
ことができ、利用者の皆様も感慨深く見
守っておられました。

　桂川市長に託した千羽鶴は、皆さんの願
いとともに、広島市の平和記念公園に捧げ
ていただきました。

第30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！

チャリティーバザー用品提供のお願い ≪チャリティーバザー受付≫

亀岡市ファミリー・サポート・センター

一人一人の願いがこもった千羽の鶴

お問い合わせ
社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会 　
亀岡市ファミリー・サポート・センター
TEL  24－9192　 FAX  29－3666
E-Mail : kosodate@fukukame-net.or.jp

ファミリー・サポート・センター相互援助活動の紹介

ファミサポの「おたより秋号」をフェイスブック・
ホームページに掲載していますので、是非ご覧ください。

ホームページ

当日盲導犬コーナーにて、海外の出産施設への支援の為、タオル（新品・バスタオル含む）を
受付いたしておりますのでご協力をお願いいたします。
当日盲導犬コーナーにて、海外の出産施設への支援の為、タオル（新品・バスタオル含む）を
受付いたしておりますのでご協力をお願いいたします。

売上の一部を義援金として被災地に送ります。
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（ボランティアの方にもご協力いただきました！）

（歳末たすけあい募金：見舞金、活動助成交付）
☆友愛訪問活動（在宅配分）
・寝たきり・認知症高齢者、重度障がい児者、
　交通遺児等へ見舞金配分

☆福祉施設（入所者）へ配分
・高齢者施設・障害者施設へ品物配分

☆年末年始事業助成
・一人暮らし、高齢者対象のお楽しみ会
　などに助成

☆広報活動広報費用
・「社協かめおか」ほか

使いみち

亀岡市内の福祉活動の推進に活用
亀岡市社会福祉協議会

歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金　 70%

歳末たすけあい募金　100%

京 都 府 共 同 募 金 会

10/1～3/31 12/1～12/31
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