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東つつじケ丘自治会「令和元年度歳末たすけあい運動　年末年始事業」　（令和元年12月22日実施）

　皆さまにおかれましては、新年をすがすがしい気持ちでお迎えのこととお喜び申し上げます。
　令和の新しい時代を迎え、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという思いが込められたとおり、平和で希
望に満ちあふれた輝かしい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申
し上げます。
　皆さまのますますの御健勝と御多幸を心からお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。
　　　　　令和２年　元旦

社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会　会長　木　村　好　孝

　令和元年度歳末たすけあい運動を 11月 30日から 12月 31日まで実施しました。
　期間中の 11月 30日 ( 土 ) には、市内 15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・地区社会福祉協議
会・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。
　また、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
かんは、亀岡市内の施設へ配分いたしました。

　ガレリアかめおか芝生広場の西側
にある「ふれあいプラザ」内に事務
局があります。
　お車でお越しの方は国道9号沿い
農林センター（旧農業総合研究所）
の交差点を縦貫道方向に曲がり、一
本目の道を左折してください。

亀岡市社会福祉協議会のホームページ・Facebook もぜひご覧くださいね。
社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会　  　 検 索

～街頭募金～

年末年始事業（河原林町自治会）

施設配分

・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 ・亀岡市老人クラブ連合会　様
・亀岡市総合福祉センター　様 ・中村　功　様
・福岡　澄　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） 令和元年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＝

 5,050,628円

 750,486円

267,373円

6,068,487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15ヵ所）



総務管理係 TEL 23－6711
　各行事や広報活動を通して、市民の皆様に社協の役
割・活動の理解を高め、「顔のみえるまちづくり」の推
進を目指します。
　また、引き続き法人の運営強化を図り、人材育成にも
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
　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事ごとをお聞きし、
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。

　令和元年 12 月 7 日（土）、京都府丹後文化会館・峰山地域公民館に
て第 8 回きょうと地域福祉活動実践交流会が開催され、自治会・地区社
協・民生委員さんと共に参加しました。「地域福祉の歴史～昭和・平成、
そして令和　求められる福祉の形と
は～」をスローガンに、「歴史から学
ぶ支え合いのカタチ」と題して、公
益財団法人さわやか福祉財団会長　
堀田力さんにご講演いただきました。
また京丹後市の地域福祉活動者より
「ささえ合い交通」や「地域住民によ
る地域住民のための生活援助」につ
いて報告されました。

　ガレリアかめおか大広間にて、約 100 名の市民が参加されました。各地の災害ボ
ランティアセンターの運営支援をされている髙山弘毅さんと、被災住民の支援をさ

れている宮城光夫さんに実際の
活動から生の声をお聞きしまし
た。
　近年自然災害が多発するな
か、普段からの地域力・顔の見
える関係・日頃からの協働意識の差が被災した場合にも大きく影響する
こと、参加者からは「実体験からくる話は、説得力があり、自分自身の
生き方を再考する機会となった」など感想が寄せられました。

ホームヘルプセンター
TEL 29－2707

　住み慣れた家での生活を安心しておくって頂けるよ
うに、ホームヘルパーが利用者様のお宅を訪問し、身
体介護や生活援助など、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、利用
者様の笑顔に支
えられながら、
明るく元気に訪
問させていただ
きます。

地域福祉係 TEL 23－6711
　「ふだんの くらしを しあわせに」するためにつ
ながる活動を住民のみなさんと一緒に取り組んでまい
ります。総合相談、ひきこもり家族教室、ボランティア・
サロン活動支援、共同募金事業、各種団体事務局など幅
広い内容で
すが、どんど
ん地域に出
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

「 災害時にも活きる地域のことを考える 」「 災害時にも活きる地域のことを考える 」
－ 令和元年12月15日(日) 開催 －－ 令和元年12月15日(日) 開催 －

TEL29－2710

亀岡市
災害ボランティア
センター　講演会

ぷくぷくひろば　令和元年11月27日実施

広報誌「社協かめおか」

　かめおかっこひろばでは、年齢に応じた遊びや
子どもへのかかわりを楽しんでもらうためのひろ
ばを開催しています。1 歳から２歳未満の子ども
と保護者のための「ぷく
ぷくひろば」もその一つ
です。「ぷくぷくひろば」
では、「こいのぼり」「う
み」「くだもの」など、
毎回季節にあったテーマ
を決めてみんなで遊んで
います。

ファミリー・サポート・センター TEL24－9192

　亀岡には「子育てを助けてほしい」おねがい会員がたくさんい
ますが、子育て家庭をサポートするまかせて会員が少ないのが現
状です。「子どもが大好き」「子育ての役に立ちたい」と思われた
方はまかせて
会員に登録し
ませんか？講
習・登録は無
料です。興味・
関心をもたれ
た方はお電話
ください。

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、入
浴、食事、送迎、レク等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、様々な行
事・活動に取り組み、たくさんの利用者様が笑顔にな
れるようサービスを提供していきます。

☆介護保険利用のお手伝い！ケアマネの事務所です☆「みんなで遊ぶと楽しいよ！」 地域の子育て応援しませんか？
ファミサポは今年も笑顔あふれる子育てをつなげます！
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・社交ダンスサークル「もみの木会」 様 ・亀岡市老人クラブ連合会　様
・亀岡市総合福祉センター　様 ・中村　功　様
・福岡　澄　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） 令和元年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＝

 5,050,628円

 750,486円

267,373円

6,068,487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15ヵ所）


