
平成30年度 歳末たすけあい 年末年始事業

平成30年度 赤い羽根共同募金 助成事業

千代川町 下矢田町

亀岡地区東部

亀岡地区西部

曽我部寺区ふれあいサロン

千歳町（小口）千歳町（中区）

神前仲良しサロン

かめおかオレンジカフェ

シニアカフェクラブ

集めておくるボランティア

　消印と切手のまわり１㌢程度余
白を残して、封筒ごと切り取りま
す。郵趣家や切手商の協力によって
換金されます。
 ～収集のポイント～
　消印部分は切らないでください。 

集まった物の整理や発送作業
などお手伝い頂けるボランテ
ィアを募集しています。 

　未使用のものが対象です。郵便局
で規定の交換手数料を支払い、未使
用の通常はがきと交換し、国際協力
活動に賛同している企業や団体に
買い取ってもらい換金されます。 

　プルタブ 800kg と交換して得た車いすは、市民の方へ貸
出を行っております。
～収集のポイント～
　プルタブ以外（釘、ボタン電池、金具など）が混ざらないよ
うに、洗ってお持ちください。

(

　ペットボトルキャップです。およそ 800 個で 1 人分のポ
リオワクチン等が世界中の子ども達や被災者・被災地支援
に利用されます。
～収集のポイント～
　よく洗ってからお持ちください。

　知力ハンディキャップのある方々への支援を行う団体の運営補助。

（福）亀岡市社会福祉協議会　地域福祉係  23-6711

※送付時には、送り先団体の活動の状況の確認もおこなっています。
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くらしのサポートサービス
協力会員募集！

平成31年3月1日『きょうと福祉人材
育成認証制度』の認証を受けました！

　高齢・産前産後・障がい者・退院後の回復期などの
方で日々の暮らしに困難を抱えた方が、地域で暮らし
やすいようにサポートする協力会員を募集します。
　掃除・洗濯・調理・買物等の家事を、有償ボランティ
アとしてお手伝いしていただく活動です。ご興味のあ
る方は、お問い合わせください。

　平成 31 年 2 月 21 日（木）「京
都ガーデンパレス」で開催された
認証式にて、京都府知事から認証
書が授与されました。
　優良事業所として、これからも
亀岡市社協は働きやすい環境づく
り、キャリアアップに繋がる充実
した研修等を積極的に実施し、人
材育成や定着に取り組んでまいり
ます！！

『きょうと福祉人材育成認証制度』とは・・・
　働きがいと働きやすさに配慮した人材
育成や職場への定着支援に取り組む福祉
事業所を京都府が認証し公表することに
よって、特に若者にこれからの高齢化社
会を支える福祉業界に興味を持ち、就職
を目指していただくことを目的として平成
25 年度に創設。全国では京都が、いち早
くこの制度に取り組んでいます。

資格は不要 !!

空いている時間に
得意な家事で社会貢献に参加しませんか？

あなたにできることを集めてみませんか？あなたにできることを集めてみませんか？

　使用済のテレフォンカード・ク
オカ ード・ハイウェイカード・図
書カードなどを収集しています。開
発途上国の生活支援等に活用され
ます。
～収集のポイント～
　使用済カードは風景柄のみ、未使
用のカードは全て受付しておりま
す。

－



平成31年度「助成金申請受付」

『地域を知る、学ぶ、ふれあう、支えあう活動』を助成支援します！！
・・・この事業は「赤い羽根共同募金」を財源とした助成事業です・・・

　募金は、わたしたちの町を良くするために使われています。
　わたしたちの町を良くする、いろいろな活動が、もっともっと元気になるように応援します。
　一人一人の募金が、わたしたちの町を良くする活動に使われるという主旨にそって、平成 31
年度の募集を下記の通り実施いたします。

　スムーズな相談をさせていただくために、完全予約制とさせて
いただきますので、下記設置期間にお電話にてご予約くださいま
すようお願いいたします。

※助成金申請書は、3月 28日 ( 木 ) より（福）亀岡市社会福祉協議会の窓口で配布します。
　また、同日よりホームページからもダウンロードできます。

※土日・祝日を除く 9：00～17：00

●共同募金助成事業　受付相談窓口を設置！

受付相談窓口設置期間：（要予約）
平成 31年 4月 8日（月）～ 5月 20日（月）
相談受付連絡先：
ＴＥＬ２３－６７１１（地域福祉係）

※土日・祝日を除く 9:00～17:00

1対象とする団体：亀岡市内の住民団体やボランティアグループ・
 ＮＰＯ・福祉団体などであること。
2対象とする事業：福祉または福祉に関連する事業で地域福祉基盤整備活動、
 地域の強化活動、主に地域福祉を進める活動であること。
3募 集 期 間：平成 31年 4月1日 ( 月 ) ～ 5月 31日 ( 金 )
4応 募 方 法：助成金申請書に記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。

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。

フェリーチェ
　フェリーチェさんは、「日ごろ頑張っている女性たちの毎日の笑顔のモトに」をコン
セプトにした、ハンドメイドと雑貨のお店です。「子育てママや子どもたちと一緒に子
育てを応援できれば」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。「顔つきスプーン、フォーク・動物スプーン、フォーク・箸置き」は店頭でも販売
しており、売上の3％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。

赤い羽根共同募金事業
平成31年度「助成金申請受付」
http://www.fukukame-net.or. jp/bokin/

　ガレリアかめおか　コンベンションホールにて成人式が行われました。
　ガレリアかめおかの一角にある当事業所では、早くから準備をされる新成人
の姿が見えたり、デイサービスのフロアにも遠くから少しですが、太鼓の音が
響いてきました。
　昼食後のゆっくりとしたデイサービスのフロアに、一生に一度の成人式を
終えた新成人にお立ち寄りいただきました。すると、フロアは一気に華やか
に。晴れ着姿を披露していただき、お話をしていただくなど、僅かでしたが
交流ができる良い機会となりました。
　新成人が帰られてからも興奮冷めやらず、昔話に花が咲きフロアにはたく
さんの笑顔が溢れていました。
　冬の風物詩を体感することで様々な思い出が蘇ったり、利用者さんの当時と今の違いなどを感じながらお話をし
たりできる機会となるよう、今後も精進して参りたいと思います。

　平成31年2月16日（土）、ガレリアかめおかにて第7回きょ
うと地域福祉活動実践交流会が、約800人の来場者を迎え盛大
に行われました。
　明智光秀ゆかりの地から、「歴史は変わる、地域も変わる、
私たちが変える！」をスローガンに、「地域づくりはみんなの
力で」と題して、華頂短期大学准教授 名賀亨先生にご講演い
ただきました。
　また、京都府内の活動団体によるポスター展示や、活動紹
介・交流が行われ、活動者同士の繋がりが生まれました。
　ご協力頂きました皆様、ありがとうございました。

　登録ヘルパーの調理実習を行いました。
　限られた食材と時間の中で、沢山の料理が美味しく
出来上がり試食もしました。
　今後も、ご利用者様に喜んでいただけるように、
様々な研修を実施し知識と技術の向上に努めてまいり
ます。

第三弾

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

～

　お近くにある地域のサロンに参加してみたいという方は、お気軽にご相談ください。
　また、亀岡市社会福祉協議会では、これからも地域の居場所づくりや支えあい活動に関する相談や研修、サロン団
体の交流会等を企画しています。「地域でボランティアをしたい」「地域でなにかはじめたい」という方は是非ご連
絡ください。

地域福祉係　TEL：23-6711

【赤い羽根共同募金助成団体】新しいサロンをご紹介します。

ほっと美山 歌声広場　あさひ

（クリック）

（QRコード）

第7回 きょうと地域福祉活動
　　 実践交流会を開催しました！
第7回 きょうと地域福祉活動
　　 実践交流会を開催しました！
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