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　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３０年１０月２１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
◆問合せ／ 23-6711

　ご家庭で眠っている品物を、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、
　使用済みのタオル・使用済みの食器など

第31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

～夏休みを利用して行った
　　　　　　  社会福祉体験学習～

【受付期間】　１０月１５日（月）～１０月１９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】　（福）亀岡市社会福祉協議会
　　　　　 ＴＥＬ．29-2704

≪チャリティーバザー受付≫
売上の一部を義援金として被災地に送ります。

子育て支援セン
ター

川東保育所



夏休み社会福祉体験学習事業を実施しました。

　平成 14 年に開館した「かめおかっこひろば」は、
平成 30 年 7月 3 日に来館者が 40 万人に達しま
した。40万人達成を記念して 7月 31日にセレモ
ニーを行いました。
　「かめおかっこひろば」は、子どもたちと子育
て家庭の皆さんが集まって遊んだりおしゃべりし
たりできる開放的なひろばとして、亀岡市はもち
ろんのこと市外からも多くの利用があります。ね
んねの赤ちゃんも寝転がって遊べるスペースを備
え、気軽にスタッフともおしゃべりしながら育児
の相談もできます。ぜひ、一度遊びに来てくださ
いね。

来館者40万人目の野々口晃子さん、結奈ちゃん、絢斗ちゃん親子

　おねがい会員の A さんは幼稚園の早帰りの時などに、ご自身が仕事を終えて帰るまで、
ご近所のまかせて会員さんに子どもさんを見てもらっています。

　「今日はまかせて会員さんの家に行くよ」と子どもに伝えると
「ヤッター」と大喜びです。帰ってからも「一緒にプールに入ったよ」
「今日は折り紙をしたよ」と楽しかった様子を伝えてくれます。
　自分の子どもと同じように、やさしく、そして厳しく、危険のない
ようにきっちりと預かっていただけるので、仕事にも専念できて、あ
りがたいことです。

　ファミサポの活動に興味・関心を持たれた方は、会員登録しませんか？
　まかせて会員講習会は 9月 21日 ( 金 )22 日 ( 土 )、普通救命講習会は
10月 3日 ( 水 ) に実施します。
　たくさんの方の申し込みをお待ちしております。

　今年も桂川市長にお越しいただき、デイサービ
スの利用者の皆さんが平和への願いを込めて作
り上げた千羽鶴を直接お渡ししました。この千羽
鶴は平和学習事業「“ヒロシマ”に学ぶ平和の旅」に
参加される中学生によっ
て広島市の平和記念公
園に捧げて頂きました。

　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・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」を考えるきっかけ
にしていただくために実施しました。
　参加された皆さんにとっては、大変貴重な体験をされた夏になったので
はないでしょうか。暑い中、本当にお疲れ様でした。
　また、お忙しい中、積極的に受入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。

ファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センター

　夏祭りの法被を着て記念撮影をし、日常とは違う雰囲気で笑みが絶えませんでした。

～～

■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

～頼りになります！！まかせて会員さん～
つながる人・心

　今回の亀岡市災害ボランティアセンター非常時体制移行後、
ボランティアの登録募集を行なわせていただいた所、府内外か
ら 22 名の個人の方、2つの団体からボランティア登録をして
いただきました。常時登録の個人・団体ボランティアの方にも
お世話になり、本当にありがとうございました。

ボランティア派遣件数　1件　
対応日数　3日　
ボランティア派遣人数　17名
敷地内に流れ込んだ土砂の除去作業

平成30年7月豪雨災害に伴うボランティア活動平成30年7月豪雨災害に伴うボランティア活動

亀岡市災害ボランティアセンター活動報告
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