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社協ホームページにて、エコキャップ・プルタブの集計状況が確認できます!

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

　寄付受付けさせていただき広報希望者の方は、広
報誌 “特別号”（毎年 7 月発行）やホームページ（随

令和２年１月11日竣工した京都府立京都スタジアム『サンガスタジアム by KYOCERA』の
フードコートに『寄付つき飲料水用自動販売機 愛称“ふくかめ自販機”』を設置いただきました
　当施設の指定管理者となられた『合同会社ビバ＆サンガ 』様は、地域・
社会の発展に貢献しようとされる高い志の中で、亀岡の地域福祉活動にご
理解・ ご協力をいただき、寄付つき自販機を設置いただきました。 
　京都府立京都スタジアム内には、麒麟がくる京都大河ドラマ館や日本最
大級のスポーツクライミング施設などもありサッカー観戦以外でも、市内
外から多くの方が亀岡の地に来訪されることが期待されます。 
　亀岡市社協は “ふくかめ自販機” による皆さまからのご寄付により、亀
岡の地域福祉活動の充実をより一層図っていきます。

自動販売機の売上の一部（寄付金）は、亀岡市内での
地域福祉活動の充実財源として活用いたします！！ 

○子どもたちの福祉教育や地域のための福祉講座の開催
○ボランティアの担い手の養成・組織化
○相談事業・見守り訪問活動（1人暮らし高齢者、要介護者の家族、ひきこもり、子育て家族、虐待等）
○地域行事への参加・交流活動　　　　○市内福祉施設との交流活動　　　　○地域サロン活動の支援

社会貢献の一つとして設置スペースをご提供いただける方、大募集！！ 

　消印と切手のまわり１㌢程度余白を
残して、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
通常ハガキと交換し、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に充てられます。

お問い合わせ：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行っています。

この広報誌は、赤い羽根共同募金の助成金を受けて発行しています。 

使用済切手 プリペイドカード書き損じハガキ

プルタブ➡車いすに… エコキャップ➡ポリオワクチンに…

あなたにできることを集めてみませんか？集めておくるボランティアあなたにできることを集めてみませんか？集めておくるボランティア

　テレフォンカード・クオカ ード・ハイ
ウェイカード・図書カードなど風景柄の
みのカードを収集しています。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～
　未使用のカードは全て受付しており
ます。

2/25
4 台目へ交換

寄付つき自販機（愛称：ふくかめ自販機）とは、ドリンクを買って
いただくだけで、その一部が亀岡市内の地域福祉に寄付されるよ。

時更新）にて掲載いたしま
す。ご確認ください。

令和２年１月８日設置（自販機事業者：㈱伊藤園）
サンガスタジアムby KYOCERA（フードコート内）（追分町）



貸出のお申込み・お問い合わせ
（福）亀岡市社会福祉協議会　TEL : 23-6711　FAX : 24-0350

ふくかめちゃんふくかめちゃんふくかめちゃん

詳しくは、
お問い合わせ
ください。
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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？

くらしのサポートサービス
協力会員募集！
　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・買い物等の家事のお手伝いしてい
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。 

資格は不要 !!

有償ボランティア

お問合せ先 ： 地域支援課 生活支援係
　　　　　　   TEL  ２３－６７１１

　１月４日 ( 土 ) ～８日 ( 水 ) にお正月レ
クを開催しました。今年は「子年」という
ことで、ねずみのパネルをかぶり、写真撮
影をしました。また、デイ特製おみくじを
引き「今年もデイに休まず来ます。」と宣
言されたり、「家族の健康」、「家内安全」
を祈願される方もいらっしゃいました。 

　元号が令和になって初めての新年を皆さんと一緒に迎え
ることができ、職員一同大変嬉しく思っています。今後も
ご利用者の皆様に喜んでいただけるよう、様々な行事やレ
クリエーションを考え、精進して参りたいと思います。 

1募 集 期 間：令和２年４月１日 (水 ) ～５月２９日 ( 金 )
2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。
3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。
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。

NEW

NEW

NEW

南つつじケ丘
（高齢者サロン） 篠町（子育てサロン）

令和２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目的を大切に、令和２年度の募集を
下記のとおり実施いたします。 

　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。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。 

相談受付連絡先：TEL２３－６７１１（地域福祉係）

共同募金助成事業
　　申請相談窓口を開設！
共同募金助成事業
　　申請相談窓口を開設！

赤い羽根共同募金事業

http://www.fukukame-net.
or.jp/bokin/

申請相談
窓口
開設期間

完全
予約制

※土日・祝日を除く 9：00～17：00

令和２年４月 ６日（月）
　　　～５月１８日（月）

令和２年度「助成金申請書受付」

（QRコード）

　当協議会発行「サロン活動紹介 BOOK」回覧後より、レクリエーショングッズのご利用に関
するお問い合わせが多数ありました。 
　多くの市民の皆さまにご活用いただくようお知らせしておりますが、同じ時期の利用が集中す
るため、貸出ができない場合があります。市民の皆さまに幅広くよりご活用しやすくするため

に、来年度（2020年4月借用分）より 貸出の受付について下記の貸出要件を設け、受付をいたします。ご理解ご協
力のほど、よろしくお願いいたします。 

貸出要件
【受　　付】借用希望日の３か月前
【借用物品】原則、１団体 ３種類まで
　　　　　　レクグッズA→２種類（上限）
　　　　　　レクグッズB→１種類
　　　　　　レクグッズC→１種類

　レクリエーショングッズの貸出は無料です。
　サロンなど住民主体の活動で気軽にお使いいただけます。
　ただし、営利目的の行事には貸出できません。ご了承ください。

レクリエーショングッズは赤
い羽根共同募金の助成金で購
入しています。 

グッズA
 （体を動かすゲーム） 
安全ボーリングセット
輪投げセット 
マグダーツ
バスケットビンゴ 
お手玉ボード 
ターゲットゲーム
カーリンコン
室内用グラウンドゴルフ
ボッチャ 

グッズB（卓上ゲーム）
たいこ相撲 
ジャンボトランプ
オセロ
古里かるた 
江戸いろはかるた

グッズC（その他ゲーム）
ジャンボサイコロ
ドレミパイプセット
デジタルビンゴ 
ビンゴ（手動）

実施要綱および交付基準が変更になりました実施要綱および交付基準が変更になりました

変更ポイント変更ポイント

※助成金申請書および「交付のてびき」は、3月 30日 ( 月 ) 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。

亀岡市内の小学校・中学校・高等学校の行う、福祉教育へ
の交付基準が変更になりました。
設立２年以内の新しいグループや活動の立ち上げ支援枠が
出来ました！
事業区分もわかりやすく整理されました。
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社会貢献の一つとして設置スペースをご提供いただける方、大募集！！ 

　消印と切手のまわり１㌢程度余白を
残して、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
通常ハガキと交換し、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に充てられます。

お問い合わせ：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行っています。

この広報誌は、赤い羽根共同募金の助成金を受けて発行しています。 

使用済切手 プリペイドカード書き損じハガキ

プルタブ➡車いすに… エコキャップ➡ポリオワクチンに…

あなたにできることを集めてみませんか？集めておくるボランティアあなたにできることを集めてみませんか？集めておくるボランティア

　テレフォンカード・クオカ ード・ハイ
ウェイカード・図書カードなど風景柄の
みのカードを収集しています。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～
　未使用のカードは全て受付しており
ます。

2/25
4 台目へ交換

寄付つき自販機（愛称：ふくかめ自販機）とは、ドリンクを買って
いただくだけで、その一部が亀岡市内の地域福祉に寄付されるよ。

時更新）にて掲載いたしま
す。ご確認ください。

令和２年１月８日設置（自販機事業者：㈱伊藤園）
サンガスタジアムby KYOCERA（フードコート内）（追分町）


