
社協会員にご協力をお願いいたします。
あなたのおもいが地域の福祉を支えています。

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（水）〜9/30（日）
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8/1（水）〜9/30（日）

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□
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　第 1回目は、千代川町にお住まいの
井上陽子さんです。井上さんは、子育
て支援センター「かめおかっこひろば」
に来館された妊婦さんにプレゼントする
「子育ての輪」（赤ちゃん用おもちゃ、
ラトル）を、月に２回自宅のお寺を開放
して、子育て中のお母さんや、地域に住む方に声をかけて一
緒に作ってくださっています。今も昔も子育ての悩みは同じ。
手を動かしながら、思いを語り合う・・・井上さんは、そんな

すてきな時間と場所を提供して
くださっているのです。作ってい
ただいた「子育ての輪」を妊婦
さんに渡すと、パッと顔が輝きま
す。亀岡には、出産子育てを見
守る優しい目があることが、妊
婦さんに伝わる瞬間です。

　亀岡市民の皆様には、平素から亀岡市社会福祉協議会活動にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
　当協議会では、「誰もが住み慣れた地域で、安全・安心に暮らしていただけること」を基本に、地域の皆様がそれぞ
れの地域で自立し、お互いに支え合い、助け合いながら共に生きることができる地域社会を目指し、取り組みを進めて
いるところです。
　地域福祉を進めるにあたっては、地域福祉のための人づくりや住民活動の居場所づくりといった「人づくり」「絆づ
くり」「地域づくり」「基盤づくり」の４つの基本目標を定めた『かめおか地域福祉活動計画』に沿って、計画のスロー
ガンである「支え合い、助け合いのある、顔のみえるまち・かめおか」の実現に向け、住み慣れた地域で、安全・安心
に暮らしていただけるよう、役職員一丸となって努めてまいりますので、尚一層のご支援とご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

☆地域福祉活動

・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

イベント募金

市民福祉のつどい

ボランティア活動支援講座

・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。

☆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
助成します。

☆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。

☆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
・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  で検索（亀岡市社会福祉協議会）

ごあいさつ
社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会　
　　　　　　　　　　会長　矢　田　　勲

会費はこのように
使われています

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。

☆福祉コミュニティの推進

ボランティア
活動支援，200円

委員会等の
活動，30円

会費の使いみち
（1,000円の場合）

自治会への
福祉活動，110円

社会広報
活動，40円

福祉コミュニティの
推進，110円

地域福祉活動，
430円

管理運営，80円 「社協の福祉総合相談」

☎　23－5110
　  （予約・相談専用電話）

※出張相談窓口も亀岡駅近くで開設して
　います（予約制）。
ところ
亀岡中央ヘルパー
ステーション
亀岡郵便局西

♣介護保険サービスの利用には
　　　　　ケアプラン作成が必要です！
♥私達ケアマネジャーが
　　　　　　　お手伝いをいたします♥

　8月に夏祭りを開催します。模擬店でゲームを楽しんでいただいたり、い
つもとは一風変わったおやつや、冷たい飲み物などで昔懐かしい雰囲気を
味わっていただきます。

ホームヘルパーが
ご自宅を訪問し必要な
サービスを支援します

29-2705☆お気軽にご相談下さい☆

29-2707お問い合わせ

人がつながる・
心がつながる

亀岡中央ヘルパー
ステーション 郵便局

〒
JR亀岡駅

ス
ー
パ
ー

ド
ー
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ツ
屋
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ん

 【日程・内容】 シリーズでの参加も、１回のみの参加もできます。
【対　象】 ひきこもりに悩むご家族など
【参加費】 無料
【申　込】 事前にご連絡ください。（無料）
 ※匿名でもご参加できます。
 ☎ ２３-５１１０(相談専用電話)
【場　所】（福）亀岡市社会福祉協議会
　 〒621-0806 亀岡市余部町樋又61-1
 ふれあいプラザ　TEL:0771-23-6711
毎回、家族同士の交流会も行います
◇7月27日(金)、9月28日(金)、11月30日(金)、１月25日(金)
　は亀岡市社会福祉協議会にて個別相談を行っています。
　(10時～16時)

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。

亀岡市 ファミリー・サポート・センター亀岡市子育て支援センター「かめおかっこひろば」

つながる人・心 つながる人・心

 （福）亀岡市社会福祉協議会では、ひきこ
もりに悩まれている家族の方を対象とした
「家族教室」を5回シリーズで今年度も開
催いたします。
　本人とどうかかわったらいいの？将来の
ことを考えると不安…。家族も抱え込んで
しまってしんどい。
　一人で抱え込まず、一緒に考えましょう。
　ぜひ一度、ご参加ください。お待ちして
います。

　まかせて会員の大石麻美さんはご自身も仕事をしながら、
年間 160日 小学生 2人のお子さんを放課後児童会に迎えに
行き、お母さんが仕事から家に帰って来られるまで見てくださ
いました。
　大石さんにもお子さんがおられるので、お母さんの帰りを待
つ間にみんなでバドミントンをしたり、雨の日にはUNOをした
りして遊んでいたそうです。いつも一緒なので「3人姉弟み
たいやなあ」と周りの人に言われながら、温かくサポートして
いただきました。
　放課後児童会終了後、お母さんと
子どもさんから「ありがとう」と温か
いお手紙もいただいたそうです。お母
さんが仕事を続けていく上でまかせて
会員のサポートは必要不可欠です。

井上陽子さん 千代川町（小松寺）
～子育て支援センター「かめおかっこひろば」を支えてくださる皆さんを紹介します～

亀岡市
社会福祉
協議会
案内図

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

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

第1回目 平成30年6月22日（金）
午後1時30分～3時30分
京都府家庭支援総合センター 清水岳彦さん

第2回目 平成30年8月24日（金）
午後1時30分～3時30分
「家族の会の話を聞く」

第3回目 平成30年１0月26日（金）
午後1時30分～3時30分
「パステルアートで気持ちを温めましょう」

第4回目 平成30年１2月21日（金）
午後1時30分～3時30分
「ひきこもり経験者による体験談、他」

第5回目 平成31年2月22日（金）
午後1時30分～3時30分
「家族の思い」「支援機関の紹介、他」

29-2706お問い合わせ

まかせて会員講習会の様子
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■平成30年度　亀岡市社会福祉協議会予算額

平成30年度　亀岡市社会福祉協議会事業計画
◎重点目標
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
４．災害ボランティアセンターの機能充実・体制強化
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

◎事業計画（主な事業）

６． 資金貸付事業
 財源：社協会費・補助金委託料
 地域づくりを目標に事業を実施
７． 用品貸出事業
 財源：利用料
 地域づくりを目標に事業を実施
８． 共同募金等事業【充実】
 財源：赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金募金・
 　　　補助金委託料
 基盤づくりを目標に事業を実施
９． 介護保険　介護予防・生活支援サービス事業【充実】
 財源：介護保険料・補助金委託料
 利用者の視点に立ったサービスの提供と質的サービスの
 向上を図り事業を実施
10． 障害福祉サービス事業【充実】
 財源：障害福祉サービス事業収入・補助金委託料
 障害者自立支援法に基づく居宅事業の実施
11． 子育て支援事業【充実】
 財源：補助金委託料
 次代を担う子どもの未来づくりのため、子育て支援の事業を実施
12． ファミリー・サポート・センター事業【充実】
 財源：補助金委託料
 子育て家庭を支援の事業を実施
13． ふれあいプラザ指定管理事業
 財源：補助金委託料
 ふれあいプラザの管理適切な管理運営を行う
14． 法人運営に係る事業【充実】
 財源：社協会費
 基盤づくりを目標に事業を実施

■平成29年度　亀岡市社会福祉協議会決算報告

１． 地域福祉推進事業【充実】
 財源：社協会費・赤い羽根共同募金・補助金委託料・
 　　　利用料
 絆づくり、地域づくりを目標に事業を実施
２． ボランティア活動事業【充実】
 財源：社協会費・補助金委託料
 人づくりを目標に事業を実施
３． 福祉サービス利用援助事業
 財源：補助金委託料
 地域づくりを目標に事業を実施
４． 高齢者福祉事業
 財源：社協会費・赤い羽根共同募金・補助金委託料
 絆づくりを目標に事業を実施
５． 福祉活動団体等への支援事業
 財源：赤い羽根共同募金
 絆づくりを目標に事業を実施

寄付を活用してドライブレコーダーを
搭載しました。

　平成29年度から、収益の一部を地域福祉活動の充
実財源として活用できる、”ふくかめ”マークの飲
料用自動販売機を４台設置させていただきました。
一般社団法人 
吉川共栄報徳会（吉川町自治会） 1,773円
馬路町生涯学習センター 　2,530円
亀岡市社会福祉協議会 　30,796円
東つつじケ丘ふれあいセンター 3,886円
　　　　　　　　　　　　　　　　合計 38,985円
　自動販売機の売上寄付と一般寄付を合わせて、地
域の見守り活動を行うため、業務用車両にドライブ
レコーダを搭載させていただきました。ありがとう
ございました。

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日までの
皆様からお寄せいただいた善意は、社協が行っている福祉事業に充てられます。

寄　付　報　告

金銭の部【個人】
　ご　芳　名　（順不同）
大槻　英逸　様　
人見　徳康　様　
匿名　（9件）
合　　計　　171,716円

金銭の部【義援金】
　ご　芳　名　（順不同）
募金箱
合　　計　　318,757円

物品の部【個人】
　ご　芳　名　（順不同） 預　託　品
竹井　寛　様 エコキャップ　18.7㎏
林　隆子　様 プルタブ　1㎏
俣野　良太　様 プルタブ　1㎏
今西　多津子　様 エコキャップ　29.9㎏
川勝　丑三　様 プルタブ　2㎏・エコキャップ　2.5㎏
西村　誠　様 エコキャップ　3.5㎏
吉岡　健　様 プルタブ　2㎏・エコキャップ　600g
森川　久男　様 プルタブ　10㎏
和久田　己善　様 エコキャップ　12.7㎏
森本　文雄　様 プルタブ　2.5㎏
石田　茂雄　様 プルタブ　1㎏・エコキャップ　2.4㎏
牧野　正勝　様 エコキャップ　4㎏
井内　悦子　様 プルタブ　6.7㎏
濱本　修子　様 プルタブ　1.1㎏
法貴　茂博　様 プルタブ　1.2㎏・エコキャップ　4.2㎏
川上　クミ子　様 プルタブ　0.2㎏・エコキャップ　3.8㎏
藤本　新一　様 プルタブ　5㎏・エコキャップ　28.5㎏
村田　静江　様 プルタブ　400g・エコキャップ　600g
羽場　こうき　様 プルタブ　1.1㎏
野々村　絹子　様 プルタブ　800g
西尾　佳子　他　様 プルタブ　5.2㎏
中澤　賢一　様 プルタブ　1.6㎏・エコキャップ0.5㎏
俣野　義和　様 エコキャップ　6.1㎏・プルタブ　2.2㎏
六信　みどり　他　様 エコキャップ　2.0㎏・プルタブ　0.8㎏
匿名　（9件） プルタブ　14㎏・エコキャップ　8.6㎏・未使用はがき・

米10㎏・玄米30㎏×10袋・ 食塩不使用ベビーうどん10袋・
古切手

物品の部【法人・団体】
　ご　芳　名　（順不同） 預　託　品
NPO法人　ナルク　様 プルタブ  38.9㎏・エコキャップ  54.8㎏
南桑土木建築株式会社　様 プルタブ　1.4㎏・エコキャップ　2.5㎏・古切手
青葉学園　様 エコキャップ　7.5㎏
曽我部町自治会　様 プルタブ　12.6㎏・エコキャップ　12㎏
亀岡市立中部保育所　保護者会　様 プルタブ　8㎏・エコキャップ　15.3㎏　
国際ソロプチミスト亀岡　様 プルタブ　800g・エコキャップ　15.4㎏・古切手
亀岡市立城西小学校　
ボランティア委員会　様

プルタブ　6.1㎏

有限会社ASC　様 使用済プリペイドカード　1490枚以上
吉川町自治会　様 プルタブ　7.5㎏・エコキャップ　14.3㎏・古切手
南丹ブロック委員会
（グラウンドゴルフ愛好者）　様

プルタブ　9.6㎏・エコキャップ　12.8㎏

明治安田生命　亀岡営業所　様 タオル　92枚
第一生命園部営業オフィス
代表　鈴木　雄希丘　様

エコキャップ　9.5㎏

一般社団法人　亀岡青年会議所　様 プルダブ　5.5㎏
ほっこりサロンつつじヶ丘　様 プルタブ　0.9㎏・エコキャップ　1.2㎏
吉川町「町民のつどい」　様 プルタブ　1.5㎏・エコキャップ　5㎏・古切手
亀岡市立中部保育所　保護者会　様 プルタブ　7.7㎏・エコキャップ　33.2㎏
NPO法人　青空ふれあい農園・ハーブ
倶楽部　様

エコキャップ　 9.5㎏

京都市アオの会　様 プルタブ　5.2㎏
亀岡市立千代川小学校　様 エコキャップ　64.7㎏
東つつじヶ丘自治会　様 プルタブ　2.1㎏
京都亀岡ハーフマラソン大会
実行委員会ドリンク係　様

エコキャップ　1㎏

郵便局長夫人会亀岡部会　様 雑巾　140枚・ウエス
亀岡電子株式会社　様 プルタブ　0.2㎏・エコキャップ　42.7㎏
浅田電機店、福井　敬子　様 プルタブ　0.1㎏・エコキャップ　3.2㎏
洋裁サークル　ピン・クッション　様 プルタブ　800g・エコキャップ　2.8㎏
亀岡市立詳徳小学校　様 プルタブ　43.6㎏
亀岡市教育委員会　社会教育課　
高齢者さわやか教室受講生　様

古切手　426g・プルタブ　12126g・
使用済カード　481枚

亀岡市立南つつじヶ丘小学校　様 プルタブ　18.8㎏・エコキャップ　48.9㎏
亀岡市立薭田野小学校　様 プルタブ　7.4㎏・エコキャップ　60㎏
亀岡市立つつじヶ丘小学校　様 エコキャップ　90㎏
亀岡市郵政退職者近畿共助会　
京都北支部亀岡班　様

プルタブ　1㎏・古切手

(株)イーエル・オカモト　様 プルタブ　3.5㎏・エコキャップ　15.5㎏・
使用済古切手

下矢田町「笑顔ふれあう豊かな心の集
い」実行委員会　様

玉ねぎ　56㎏・じゃがいも　11㎏

亀岡農家組合　様 米　30㎏×10袋
匿名　（2件） プルタブ　72.3㎏

金銭の部【法人・団体】
　ご　芳　名　（順不同）
ファイティングフィットネス京都　代表　山木　裕也　様
亀岡山野草を守る会　様
株式会社親愛　代表取締役　安達　卓志　様
(株)遊飛人　様
東つつじヶ丘青少年育成協議会　様
下矢田町北地区サマーフェスティバル2017　様
亀岡青年会議所　にのうみ会　様
亀岡料飲連合会　会長　辻村　均　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　様
大井町ゴルフ協会　様
亀岡地区更生保護女性会　様
亀岡ＪＣじゃがいもクラブ　様
匿名　（1件）
合　　計　　819,490円

　この度、赤い羽根共同募金の助成と皆様の寄付金
で災害ボランティアセンターで使用するリヤカーと
倉庫を購入させていただきました。
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サービス事業
1,680（0.6%）

基金事業
1,942（0.7%）

福祉サービス利用援助事業
5,808（2.2%）

資金貸付事業
3,466（1.3%）

子育て支援事業
15,208（5.8%）

ふれあいプラザ管理運営事業
12,523（4.8%）

介護支援事業
12,324（4.7%）

生きがい活動事業
984（0.4%）

■平成30年度　亀岡市社会福祉協議会予算額

平成30年度　亀岡市社会福祉協議会事業計画
◎重点目標
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
４．災害ボランティアセンターの機能充実・体制強化
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

◎事業計画（主な事業）

６． 資金貸付事業
 財源：社協会費・補助金委託料
 地域づくりを目標に事業を実施
７． 用品貸出事業
 財源：利用料
 地域づくりを目標に事業を実施
８． 共同募金等事業【充実】
 財源：赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金募金・
 　　　補助金委託料
 基盤づくりを目標に事業を実施
９． 介護保険　介護予防・生活支援サービス事業【充実】
 財源：介護保険料・補助金委託料
 利用者の視点に立ったサービスの提供と質的サービスの
 向上を図り事業を実施
10． 障害福祉サービス事業【充実】
 財源：障害福祉サービス事業収入・補助金委託料
 障害者自立支援法に基づく居宅事業の実施
11． 子育て支援事業【充実】
 財源：補助金委託料
 次代を担う子どもの未来づくりのため、子育て支援の事業を実施
12． ファミリー・サポート・センター事業【充実】
 財源：補助金委託料
 子育て家庭を支援の事業を実施
13． ふれあいプラザ指定管理事業
 財源：補助金委託料
 ふれあいプラザの管理適切な管理運営を行う
14． 法人運営に係る事業【充実】
 財源：社協会費
 基盤づくりを目標に事業を実施

■平成29年度　亀岡市社会福祉協議会決算報告

１． 地域福祉推進事業【充実】
 財源：社協会費・赤い羽根共同募金・補助金委託料・
 　　　利用料
 絆づくり、地域づくりを目標に事業を実施
２． ボランティア活動事業【充実】
 財源：社協会費・補助金委託料
 人づくりを目標に事業を実施
３． 福祉サービス利用援助事業
 財源：補助金委託料
 地域づくりを目標に事業を実施
４． 高齢者福祉事業
 財源：社協会費・赤い羽根共同募金・補助金委託料
 絆づくりを目標に事業を実施
５． 福祉活動団体等への支援事業
 財源：赤い羽根共同募金
 絆づくりを目標に事業を実施

寄付を活用してドライブレコーダーを
搭載しました。

　平成29年度から、収益の一部を地域福祉活動の充
実財源として活用できる、”ふくかめ”マークの飲
料用自動販売機を４台設置させていただきました。
一般社団法人 
吉川共栄報徳会（吉川町自治会） 1,773円
馬路町生涯学習センター 　2,530円
亀岡市社会福祉協議会 　30,796円
東つつじケ丘ふれあいセンター 3,886円
　　　　　　　　　　　　　　　　合計 38,985円
　自動販売機の売上寄付と一般寄付を合わせて、地
域の見守り活動を行うため、業務用車両にドライブ
レコーダを搭載させていただきました。ありがとう
ございました。

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日までの
皆様からお寄せいただいた善意は、社協が行っている福祉事業に充てられます。

寄　付　報　告

金銭の部【個人】
　ご　芳　名　（順不同）
大槻　英逸　様　
人見　徳康　様　
匿名　（9件）
合　　計　　171,716円

金銭の部【義援金】
　ご　芳　名　（順不同）
募金箱
合　　計　　318,757円

物品の部【個人】
　ご　芳　名　（順不同） 預　託　品
竹井　寛　様 エコキャップ　18.7㎏
林　隆子　様 プルタブ　1㎏
俣野　良太　様 プルタブ　1㎏
今西　多津子　様 エコキャップ　29.9㎏
川勝　丑三　様 プルタブ　2㎏・エコキャップ　2.5㎏
西村　誠　様 エコキャップ　3.5㎏
吉岡　健　様 プルタブ　2㎏・エコキャップ　600g
森川　久男　様 プルタブ　10㎏
和久田　己善　様 エコキャップ　12.7㎏
森本　文雄　様 プルタブ　2.5㎏
石田　茂雄　様 プルタブ　1㎏・エコキャップ　2.4㎏
牧野　正勝　様 エコキャップ　4㎏
井内　悦子　様 プルタブ　6.7㎏
濱本　修子　様 プルタブ　1.1㎏
法貴　茂博　様 プルタブ　1.2㎏・エコキャップ　4.2㎏
川上　クミ子　様 プルタブ　0.2㎏・エコキャップ　3.8㎏
藤本　新一　様 プルタブ　5㎏・エコキャップ　28.5㎏
村田　静江　様 プルタブ　400g・エコキャップ　600g
羽場　こうき　様 プルタブ　1.1㎏
野々村　絹子　様 プルタブ　800g
西尾　佳子　他　様 プルタブ　5.2㎏
中澤　賢一　様 プルタブ　1.6㎏・エコキャップ0.5㎏
俣野　義和　様 エコキャップ　6.1㎏・プルタブ　2.2㎏
六信　みどり　他　様 エコキャップ　2.0㎏・プルタブ　0.8㎏
匿名　（9件） プルタブ　14㎏・エコキャップ　8.6㎏・未使用はがき・

米10㎏・玄米30㎏×10袋・ 食塩不使用ベビーうどん10袋・
古切手

物品の部【法人・団体】
　ご　芳　名　（順不同） 預　託　品
NPO法人　ナルク　様 プルタブ  38.9㎏・エコキャップ  54.8㎏
南桑土木建築株式会社　様 プルタブ　1.4㎏・エコキャップ　2.5㎏・古切手
青葉学園　様 エコキャップ　7.5㎏
曽我部町自治会　様 プルタブ　12.6㎏・エコキャップ　12㎏
亀岡市立中部保育所　保護者会　様 プルタブ　8㎏・エコキャップ　15.3㎏　
国際ソロプチミスト亀岡　様 プルタブ　800g・エコキャップ　15.4㎏・古切手
亀岡市立城西小学校　
ボランティア委員会　様

プルタブ　6.1㎏

有限会社ASC　様 使用済プリペイドカード　1490枚以上
吉川町自治会　様 プルタブ　7.5㎏・エコキャップ　14.3㎏・古切手
南丹ブロック委員会
（グラウンドゴルフ愛好者）　様

プルタブ　9.6㎏・エコキャップ　12.8㎏

明治安田生命　亀岡営業所　様 タオル　92枚
第一生命園部営業オフィス
代表　鈴木　雄希丘　様

エコキャップ　9.5㎏

一般社団法人　亀岡青年会議所　様 プルダブ　5.5㎏
ほっこりサロンつつじヶ丘　様 プルタブ　0.9㎏・エコキャップ　1.2㎏
吉川町「町民のつどい」　様 プルタブ　1.5㎏・エコキャップ　5㎏・古切手
亀岡市立中部保育所　保護者会　様 プルタブ　7.7㎏・エコキャップ　33.2㎏
NPO法人　青空ふれあい農園・ハーブ
倶楽部　様

エコキャップ　 9.5㎏

京都市アオの会　様 プルタブ　5.2㎏
亀岡市立千代川小学校　様 エコキャップ　64.7㎏
東つつじヶ丘自治会　様 プルタブ　2.1㎏
京都亀岡ハーフマラソン大会
実行委員会ドリンク係　様

エコキャップ　1㎏

郵便局長夫人会亀岡部会　様 雑巾　140枚・ウエス
亀岡電子株式会社　様 プルタブ　0.2㎏・エコキャップ　42.7㎏
浅田電機店、福井　敬子　様 プルタブ　0.1㎏・エコキャップ　3.2㎏
洋裁サークル　ピン・クッション　様 プルタブ　800g・エコキャップ　2.8㎏
亀岡市立詳徳小学校　様 プルタブ　43.6㎏
亀岡市教育委員会　社会教育課　
高齢者さわやか教室受講生　様

古切手　426g・プルタブ　12126g・
使用済カード　481枚

亀岡市立南つつじヶ丘小学校　様 プルタブ　18.8㎏・エコキャップ　48.9㎏
亀岡市立薭田野小学校　様 プルタブ　7.4㎏・エコキャップ　60㎏
亀岡市立つつじヶ丘小学校　様 エコキャップ　90㎏
亀岡市郵政退職者近畿共助会　
京都北支部亀岡班　様

プルタブ　1㎏・古切手

(株)イーエル・オカモト　様 プルタブ　3.5㎏・エコキャップ　15.5㎏・
使用済古切手

下矢田町「笑顔ふれあう豊かな心の集
い」実行委員会　様

玉ねぎ　56㎏・じゃがいも　11㎏

亀岡農家組合　様 米　30㎏×10袋
匿名　（2件） プルタブ　72.3㎏

金銭の部【法人・団体】
　ご　芳　名　（順不同）
ファイティングフィットネス京都　代表　山木　裕也　様
亀岡山野草を守る会　様
株式会社親愛　代表取締役　安達　卓志　様
(株)遊飛人　様
東つつじヶ丘青少年育成協議会　様
下矢田町北地区サマーフェスティバル2017　様
亀岡青年会議所　にのうみ会　様
亀岡料飲連合会　会長　辻村　均　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　様
大井町ゴルフ協会　様
亀岡地区更生保護女性会　様
亀岡ＪＣじゃがいもクラブ　様
匿名　（1件）
合　　計　　819,490円

　この度、赤い羽根共同募金の助成と皆様の寄付金
で災害ボランティアセンターで使用するリヤカーと
倉庫を購入させていただきました。



　市役所(行政)は、生活保護や福祉関係の手当など法律に基づいた福祉を行なっていますが、法律に基づいた福祉制度だけ
で、地域住民の皆さんが安心して、自分らしく暮らせるというものではありません。地域住民が行なうことによって満たされ
る福祉というものがあります。
　市社協は、皆さんが長年住み慣れた地域社会の中で、お互いが手をつなぎ、支え合いながら過ごせるよう様々な地域福祉活
動、ボランティア福祉活動を推進しています。その財源は、皆様から寄せられた会費や寄付金、補助金、共同募金などによっ
て運営しています。
　推進する上において多くの財源が必要であり、市民の皆様からの会費と寄付により支えられています。
　会費は、毎年、各自治会様の協力を得て募集します。ご協力をよろしくお願いいたします。

Ｑ：なぜ「寄付」や「募金」でなく「会費」なの?

Ａ：安心して暮らしていける街づくりを市民の側から
進めることを目的としていることから「会員制度」と
なっています。「自分たちの為に、自分たちでお金を
出し合い自分たちで決める。」これが社協会費 の考え
方になります。

Ｑ ： な ぜ 「 会 費 」 は 「 5 0 0 円 」 か ら な の に 、
「1,000円を目標に」となっているの? 

Ａ：市内にお住まいの方に広く社協会員となっていた
だきたく「500円」の会費を設けています。
今日、地域における福祉の課題が多くみられる中で、
地域福祉活動を推進していくための財源確保のた
め、「1,000円」を目標にとお願いしています。これ
は、“1日3円、1年で1,000円”という金額を目安にし
ています。是非ご理解とご協力をお願いします。

Ｑ：私は、いつ会員になったの? 

Ａ：会費の有無にかかわらず、市内にお住まいの全て
の方を「会員」としてとらえています。会員になるこ
とで権利や義務が発生するものではなく、社協の趣旨
に賛同して、地域福祉を推進する社協活動に参加して
頂くことがなによりです。

Ｑ：会費はどのように使われるの? 人件費へは?

Ａ： 皆様からの貴重なこの会費は、地域福祉推進活動
の経費に充てられます。主なものとして地域福祉活動
(車いす等の貸出し事業ほか)、各自治会への福祉活動
に(約13％還元)、各地区社協の活動費用、ボランティ
ア活動支援、などに使われます。また、社協職員の人
件費に会費は一切使っていません。

亀岡市社協 会員募集について　会費のご協力のお願い

平成30年度 新体制の役員を紹介します。 ＜順不同＞

会長
副会長

常務理事
理事

評議員

評議員選定・解任委員

監事

矢田　勲
中村　俊孝
中川　國彦
木村  好孝
松井　やす子 西村　　隆美
山内　節子 栗林　　三善
山木　茂 石倉　　敬子
矢野　隆弘 井手口　幸男

井内　邦典 串﨑　哲史 桑田　昭
渡邉　東高 上田　伊佐男 木﨑　博彦
前田　厚子 中澤　猛 奥村　加代
櫻井　邦男 八田　比登美 河井　久勝
廣瀬　一夫 今西　聡 谷　　公暁
佐藤　滋 松本　正廣 益田　也寸子
西田　佳弘 杉﨑　房子 内田　尚
長尾　繁
大谷　俊定 兒嶋  正晴 藤本　邦雄
櫻井　光子 永田　一夫 濵中　一美

森　洋子　　西﨑　豊　　兒嶋  正晴

 ～教えて～
一口メモ

問合せ先：　地域支援課 生活支援係　TEL　２３－６７１１

時　　給：　860円　/　1時間　（交通費は別途支給）

活動頻度：　　　  活動時間は、1回につき１～2時間程度。

お手伝いの内容： ●日常的なお金の出し入れのお手伝い
●領収書や請求書など書類等整理のお手伝い

認知症の高齢者・知的障がい・精神障がいのある方で、判断能力が不十分であるために、お金の使い方や支払い、福祉サービス
申請などの書類の書き方、お金の管理などで困っている方を対象としています。

事業の対象者：

福祉サービス利用援助事業の生活支援員を募集しています
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