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募金百貨店プロジェクト締結調印式（９月２５日）

募金百貨店プロジェクトに新しいなかまがはいりました
（寄付つき商品）

紙芝居絵本『ぐーちょきぱーまっさーじ』

企業の社会貢献活動として、販売されている寄付つき商品はほか
にもこんなものがあります。

顔つきスプーン＆フォークほか
（フェリーチェ）
メロンパン
（天然酵母パン グリム）

ふくかめパン
（松花苑ワークスおーい）

どらやき
（和菓子処 匠大）

戸別募金

や

募金箱

だけじゃない。

いろんなかたちで募金ができる！
！

私たちのまちの福祉活動を支援する募金です。被災地支援にも役立っています。
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ガチャガチャで募金

亀岡市内各地に、赤い羽根寄付
つき自販機が設置されています。
この度、JA 京都様のご厚意に
より、JA 京都本店（ガレリア
かめおかバラ園西側）に

募金にな
り、
部が
一
の

売り
上
げ

題!!

自動販売機で募金

設置いただきました。

らしやすい
が暮
町
も
誰

亀岡市社協内ロビーに設置、募金額に
応じて下記商品を進呈しています。（コラ
ボ商品）
・缶バッジ
（バンドリ！ガールズバンドパーティ）
＆ピンバッジ（初音ミク）
・クリアファイル（一人１枚 限定 300 枚）
今話 （劇場版「鬼滅の刃」無限列車編）

寄付つき商品で募金
ます
れ

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です。
・ふくかめパン＆クッキー（松花苑ワークス
おーい）
・どらやき（和菓子処 匠大）
・顔つきスプーン＆フォークほか（フェリーチェ）
・メロンパン（天然酵母パン グリム）
・紙芝居絵本
『ぐーちょきぱーまっさーじ』（榎麗子・榎萠絵）

めに役立
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て
ら
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★絵本について

どこにあるか
知っていますか？
また探してみてね！

（表紙で写真紹介されています）

“たんぽぽちゃん” こと榎麗子さんが、娘さん
と一緒に描かれました。親子や家族でマッサー
ジをすると身体も気持ちもとっても温かくなり
ます。可愛い “しおり” もついています。亀岡市
内の下記書店で、お買い求めできます。ぜひ一
度手に取ってみてください (*^-^*)
ご購入できる書店：
宮脇書店、大垣書店、さわだ書店

・ガレリアかめおか内（3 台）
・東部文化センター（篠町）
・シルバー人材センター（安町）
・理容室リーフ前（北古世町）
・JA 京都（ガレリアかめおかバラ園西側）

イベントで募金
各地域のイベントで、スーパーボールす
くいやワッフル、ポップコーンを販売し、
その収益が募金となります。

亀岡市社協による、赤い羽根共同募金を活用した緊急支援

ྥಞఌळൌݗोɈჟᆧ൝ଌૈෂ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、非接
触型体温計の短期貸出事業を実施しています。サ
ロンや居場所等の通い場に対して貸し出しを行い
ますので、ご活用ください。
希望される団体は、市社協までお問合せください。TEL23-6711

第69回京都府社会福祉大会表彰者の報告
令和２年９月２日（水）京都府民総合交流プラザ（京都テルサ）にて、京都府福祉大会が開催される予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止となりました。
今年度は、次の方々が各分野で受賞されました。（順不同・敬称略）
●社会福祉事業・ボランティア功労者知事表彰
【社会福祉事業従事者】矢田千春 津川麻子 浅田
【社会福祉事業貢献者】日下部 豊・育子

功

瀧井孝浩

●京都府社会福祉協議会会長表彰
【社会福祉事業特別功労者】 山本陽子 井上正昭 神田栄子
津﨑智代 本願有希 森 照子
【優良小地区社会福祉協議会】篠町地区社会福祉協議会

大釜恵美

橋本千晴
八木智史

細川景子

高橋良子
廣田憲司

梅垣裕美

豊田 剛
大北優子

藤田守亨

●京都府共同募金会会長感謝
【法人・団体寄付】JA京都亀岡女性部OB八重桜の会 社交ダンスサークルもみの木会 亀岡市役所職員一同
亀岡市 PTA 連絡協議会 亀岡市民生委員児童委員協議会 宗教法人大本 川東地区佛教会

ります
１２月 から始ま
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１２月１日

▶ １２月３１日

〜つながり 支え合う みんなの地域づくり〜
亀岡市内各自治会のご協力による戸別募金や個人・団体の皆様からの篤志募金をもとに、
新たな年を迎えるこの時期に、支援を必要とされる方々への歳末たすけあい事業として、自
治会、民生委員児童委員、社会福祉関係団体、ボランティア、地域住民の皆様とともに実施
します。
この運動は、市民の皆様からいただくあたたかな善意により、実施されます。
ご協力をよろしくお願いいたします。

令和元年度 歳末たすけあい運動実施結果

各町自治会で行われた
事業に助成しました

【お知らせ】
今年度は、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため街頭募金
を中止することといたしました。
亀岡市社会福祉協議会内にて、募
金箱の設置をしております。
ご協力よろしくお願いいたします。

配

金

額

120,000円
2,295,000円

寝たきり・認知症高齢者の方
重度障がい児者の方

375,000円
3,495,000円

交通遺児の方

35,000円

被爆・公害患者の方

70,000円

その他支援を必要とする家庭
広報活動・推進費等
合

担当

夏祭り （８月６〜８日）
ねじり鉢巻きに法被姿で、盆踊りの炭坑節を踊りました。その他にもすい
か割りを楽しんだ後、自然と子供のころの夏祭りの思い出話しに花が咲きま
した。

敬老会を開催しました。敬老のお祝いとして、
お一人ずつに一年の思い出が詰まったミニアルバ
ムをお渡ししました。また賀寿のお祝いの方には
お名前ポエムの贈呈を行いました。最後に職員に
よるトーンチャイムを披露し、演奏曲に合わせて利
用者の皆さんと一緒に歌いながら体操をしました。

先

年末年始事業

亀岡市共同募金委員会（事務局：亀岡市社会福祉協議会

敬老会 （９月１９日、２２日）

分

市内福祉施設（19施設）

見 舞 金

令和元年度募金総額は、7,323,211 円でした。
昨年度につきましては、皆様からいただきました募金を、
福祉施設や寝たきりの方々への見舞金として活用させてい
ただき、募金総額のうち、右のとおり配分させていただき
ました。
ご協力ありがとうございました。

みかんを
配りました

計

総務管理係

310,000円
623,211円
7,323,211円

TEL23-6711）

「ファミリー・サポート・センター
育児にがんばる人をサポート♡」

「おしゃべりひろば〜ピアポケット」
子育て支援センターでは、今年度から新しいつどい事業を始
めました。
「子育て中のいろいろな悩みや楽しさをわかちあう人がまわり
に少ない・・・」「もっと気軽におしゃべりしたいのに・・・」
そんな思いをもつお母さんのために、おしゃべりだけのひろば
を始めました。いろいろな人との出会いが子育てを支えてくれ
ます。
『おしゃべりひろばピアポケット』は毎月 1 回開催しています。
お子さんも一緒に参加できますので、初めての人も気軽に遊び
に来てくださいね。詳しくは子育て支援センターにお問合せく
ださい。また、LINE でも情報配信をしています。バーコードを
読み取って友達登録してくださいね。

コロナ禍で休校だった学校が再開し、子どもたちが元
気に登下校する姿を目にするようになりました。それに
伴い、学童保育の迎えや預かり、習い事の送りなどの活
動が増えてきています。また、おねがい会員の新規登録
も増えています。
ファミリー・サポート・センターでは、まかせて会員
講習会を令和3年1月18日(月)、19日(火)に予定していま
す。
ぜひ、まかせて会員になって、子育てのサポートをし
てみませんか？
興味・関心を持たれた方は、ファミリー・サポート・
センターまでお問合せください。

問い合わせ先

問い合わせ先

亀岡市子育て支援センター
「かめおかっこひろば」
TEL 29-2710
FAX 29-3666

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？

有償
ボランティア

亀岡市ファミリー・サポート・センター
TEL 24-9192
FAX 29-3666

亀岡市子育て支援センター
亀岡市ファミリー・サポート・センター

資格は不要！
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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、お手伝いしていただ
く活動です。
協力会員として活動いただいた方には実費弁
償費をお支払いします。
ご興味のある方は、お問い合わせください。
問い合わせ先

福祉サービス利用援助事業の
生活支援員を募集しています
事業の対象者 ： 認知症や知的・精神障がいなどにより、福祉サー
ビス利用のための手続きがわからなかったり、日
常的な金銭管理をするのがひとりでは不安な方
業務内容 ： ●日常的なお金の出し入れのお手伝い
●領収書や請求書など書類等整理のお手伝い
活動頻度 ： 活動時間は、1 回につき１〜２時間程度
時

給 ： ９３０円 / １時間
（交通費は別途支給）

問い合わせ先

地域支援課 生活支援係

TEL

23-6711

地域支援課 生活支援係

TEL

23-6711

★災害義援金の報告

★集めて送る
ボランティア活動一時中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和2年5月7日よ
り、プルタブ、エコキャップ、古切手、プリペイドカード等
の受け取りを中止させていただいております。大変ご迷惑を
お掛けしておりますが、ご理解ご協力をお願い致します。
再開につきましては、ホームページ、Facebook、LINEで
お知らせいたします。

当協議会ロビー設置の募金箱に義援金への
ご協力をいただき、ありがとうございました。
令和２年７月に「令和元年台風第19号災害義
援金」として、7,219円中央共同募金会に送金いたしました。
また、“令和２年７月豪雨災害”により各地で被災された
方々の支援のために、引き続き義援金募集を行っておりま
す。ご協力よろしくお願いいたします。
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案内図
至園部
農林
センター

市役所

ファミリー
レストラン
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至京都

ガレリア
かめおか

QR ʋĜʡĪȻȞȧ LINE ᅙī

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。
亀岡市社会福祉協議会

駐車場

亀岡市社会福祉協議会

検索

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