
亀岡市社会福祉協議会

JA

市役所

ガレリア
かめおか

ファミリー
レストラン

農林
センター

駐車場

コ
ン
ビ
ニ

至京都

至園部

案内図

　平成３０年１２月１日から１２月３１日まで実施しました歳末たすけあい運動は、期間中の１２月１日 ( 土 ) に
は、市内延べ１６カ所、１０団体１０施設のご協力により街頭募金を実施しました。
　自治会を通じての募金をはじめ、善意を寄せていただきました多くの市民、団体の皆様、ご協力ありがとうござい
ました。
　お寄せいただいた募金、寄附金品は各自治会・地区社協・民生委
員児童委員の皆様などのご協力により配分させていただきました。
　ご協力をいただきありがとうございました。
　年末配分品として、各団体からご寄付いただいた品物とみかんを
亀岡市内の施設へ配分いたしました。

　第３１回市民福祉のつどい当日の
バザー・模擬店の売り上げの義援金
を京都府、岡山県、広島県、北海道
の４ヶ所２５０，０００円からさら
に３ヶ所増やし、福岡県・山口県・
愛媛県に１５０，０００円を義援金
として各共同募金会を通じておくり
ました。合計４００，０００円

平成31年
1月15日発行
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薭田野町自治会／餅つき大会「歳末たすけあい運動　年末年始事業」　（平成30年12月 23日実施）

年末年始事業（東つつじヶ丘自治会）
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　皆さまにおかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。
　本年は、三十年余りの時を刻んだ平成の時代から、五月には新元号の新しい時代を迎えます。夢と希望に満ち優しさや
温かさが溢れる時代となることを願ってやまないところです。
　亀岡市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、かめおか地域福祉活動計画に
よる～人づくり・絆づくり・地域づくり・基盤づくり～の４本柱に基づき「支えあい　助け合いのある　顔のみえるまち・
かめおか」を推進し、地域の福祉課題の解決に市や自治会、民生委員・児童委員、福祉事業所等の関係者、そして地域の
皆さんと力を合わせて取り組みを進めてまいります。
　今後も、亀岡市社会福祉協議会の事業活動・運営に、ご理解とご協力ご支援を賜りますようお願いを申し上げます。
　皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつといたします。

　　　　　平成 31年　元旦
社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会　会長　矢　田　　　勲

・亀岡金融会　様　　　　　　　　 ・亀岡市民生委員児童委員協議会　様
・JA京都亀岡女性部OB八重桜の会　様　 ・亀岡中央ロータリークラブ　様
・亀岡ロータリークラブ　様　　　　　　　 ・湯の花温泉観光旅館協同組合　様
・亀岡商工会議所　様　　　　　　　　　　 ・Hair Face SAIWAI Brains　様
・亀岡市PTA連絡協議会　様                　 ・川東地区佛教会　様
・宗教法人大本　様                         　　 ・天理教亀岡支部少年会　様
・亀岡建設業協会　様                       　　 ・明治安田生命　亀岡営業所　様
・亀岡ショッピングセンター　アミティ　様       ・郵便局長夫人会亀岡部会　様
・社交ダンスサークル　もみの木会　様　  ・福岡　澄　様
・亀岡市老人クラブ連合会　様　　　　　　　　 ・中村　功　様
・亀岡青年会議所　にのうみ会　様　　　　　　 ・河原林　正昭　様

・アル・プラザ亀岡店　様　　　　　　　　　 ・亀岡駅　様
・イオン亀岡店　様　　　　　　　　　　　　 ・ガレリアかめおか　様
・亀岡ショッピングセンター　アミティ　様　 ・たわわ朝霧　様
・コーナン（亀岡大井店・亀岡篠店）様　　　 ・西友亀岡店　様　
・マツモト（中央店・荒塚店・馬堀店・大井店・千代川店・ピアタウン店）様

篤志者寄附一覧（順不同） 平成３０年１２月２５日現在

街頭募金活動実施先　 ＝ご協力ありがとうございました＝

5,138,960円

680,891円

293,342円

6,113,193円

金　額区　分

合　計
（12月25日現在）

自 治 会 分
篤 志 者 寄 附
街頭募金（延べ16ヵ所）



総務管理係 TEL 23－6711

広報誌「社協かめおか」

　市民の皆様に社協の役割・活動を広く知っていただく
ため、「顔のみえる社協」を目指して、各行事や広報活動の
充実を図ります。
　また、引き続き法人の基盤強化・健全運営に努めます。
　本年も皆様の
ご支援・ご協力
をよろしくお願
いいたします。

生活支援係 TEL 23－6711

地域福祉権利擁護事業
ご利用者との面談の様子

　当係は地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助
事業）・生活福祉資金貸付事業・くらしのサポートサー
ビス事業等の個別支援サービスを担当しています。
　ご利用者・ご相談者が住み慣れた地域で安心して生活
していただける
よう精一杯ご支
援して参ります。
本年もどうぞよ
ろしくお願いい
たします。

老人介護支援センターTEL 29－2705

　在宅生活を続けるうえでの困りごとをお聞きし、ホー
ムヘルパーやデイサービスの他、リハビリや手すりの取
付けなどの介護
保険サービスや
その他必要な支
援につなげます。

ホームヘルプセンター
TEL 29－2707

　ホームヘルパーが利用
者様のお宅を訪問し、介
護や家事の援助などお一
人おひとりのニーズに応
じたきめ細やかなサービ
スを提供しています。
　本年も明るく元気に、
利用者様の笑顔に支えら
れながら訪問させていた
だきます。

地域福祉係 TEL 23－6711
　「地域の支えあいづくり」のため、住民のみなさんと一
緒に取り組んでまいります。地域行事やサロン活動等ど
んどん出かけていきますので、今年もよろしくお願いい
たします。

子育て支援センター
「かめおかっこひろば」

きょうと地域福祉活動実践交流会開催の案内

TEL29－2710

2歳以上が対象の「きらきらひろば」

平成30年2月　第6回きょうと地域福祉実践交流会の様子

　子育て家庭やこれから子どもを迎えるご
家庭など、どなたでも好きな時に利用でき
ます。
　お部屋の中には、子どもたちの大好きな
ボールプールや滑り台、たくさんのおもちゃ
があります。今年きれいになった芝生のお
庭では遊んだりお弁当を食べたりできます。
また、子育てに関する情報提供や子育て相
談もしています。ぜひ遊びに来て下さいね。

　この度、地域福祉推進活動を実践から学ぶ研修として「第７回きょうと地域福祉実践交流会」をガレリアかめおか
において開催します。
　京都府内で取り組まれている実践活動（ポスター展示と活動者の
交流）を見て、聞いて、感じて、新たな打開策や活動の幅を広げる、
また自分たちの活動につなげていくことを目指し、地域福祉実践活
動を共有・発信する機会とします。是非参加して頂き、地域福祉の
推進に役立てて頂ければと思います。

ファミリー・サポート・センター
TEL24－9192

（家での預かりの様子）

↓

　育児の援助を受けたい
人と援助を行いたい人を
結びます。
　「人と人をつなぎ、子ど
もに笑顔を！！」育児に
がんばる人をサポートし
ます。

ガレリアかめおかデイサービスセンター
TEL 29－2706

　デイサービスに通っていただき健康チェックや入浴・
食事などのサービスを日帰りで提供しています。
　本年もガレリアの立地を活かした活動で、四季の移り
変わりや多くの交流をしていただき、たくさんの笑顔溢
れるデイサービスにしたいと思っております。

毎月の面談の様子

☆介護保険利用のお手伝い！ケアマネの事務所です☆

　和菓子処　匠大さんは、地元の素材を使い無添加にこだわって、手
間隙かけて丁寧に作っているお店です。「和菓子づくりが少しでも地域
に役に立てば。」との思いで、募金百貨店プロジェクトに参加していた
だきました。亀岡社協のマスコットキャラクター「ふくかめ」の焼印
を押した「どら焼き」はイベントや受注で販売しており、売上の 10％
が寄付となり、亀岡のまちを良くする活動に還元されています。

第二弾

和菓子処　匠大

寄付つき商品の販売を通じて、地域を良くする一員としての企業の社会貢献活動を紹介します。
協力事業所：（福）松花苑ワークスおーい、和菓子処匠大、フェリーチェ、天然酵母パングリム

日時：平成31年2月16日（土曜日）11：30～受付　12：30～16：30
　　　　　（事前申し込み先）地域支援課　地域福祉係　TEL23-6711
内容：１.基調講演「地域づくりはみんなの力で」
　　　　　　　　　　　 講師  名賀  享  氏（華頂短期大学准教授）
　　　2.活動交流（ポスター展示・活動者交流）
　　　3.クロージング「地域のファンをつくろう」
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・アル・プラザ亀岡店　様　　　　　　　　　 ・亀岡駅　様
・イオン亀岡店　様　　　　　　　　　　　　 ・ガレリアかめおか　様
・亀岡ショッピングセンター　アミティ　様　 ・たわわ朝霧　様
・コーナン（亀岡大井店・亀岡篠店）様　　　 ・西友亀岡店　様　
・マツモト（中央店・荒塚店・馬堀店・大井店・千代川店・ピアタウン店）様

篤志者寄附一覧（順不同） 平成３０年１２月２５日現在

街頭募金活動実施先　 ＝ご協力ありがとうございました＝

5,138,960円

680,891円

293,342円

6,113,193円

金　額区　分

合　計
（12月25日現在）

自 治 会 分
篤 志 者 寄 附
街頭募金（延べ16ヵ所）


