
あなたのおもいが

地域の福
祉を支えています

一般会員　500円・1,000円・2,000円

賛助会員　3,000円・5,000円・10,000円・20,000円以上

会費募集強化月間

8月1日（日）～9月30日（木）

社協会員募集強化月間
8月1日（日）～9月30日（木）

市民の皆様が住みやすく・より安心できる地域づくりのために、皆様からの会費を活用させていただきます。

社協会費募集強化月間が始まります。社協会費にご協力をお願いいたします。

令和3年
7月15日発行

特別号
～亀岡市子育て支援センター「かめおかっこ農園」～

亀岡市社協のマスコット
ふくかめちゃん

□納入方法□
　自治会加入者・・・自治会のご協力を得て集めさせていただいております。
　自治会未加入者・・社協へお持ちいただくか、ご連絡をいただければ職員が伺います。



　市役所 (行政 )は、生活保護や福祉関係の手当など法律に基づいた福祉を行なっていますが、法律に基づいた福祉制度だけで、
地域住民の皆さんが安心して、自分らしく暮らせるというものではありません。地域住民が行なうことによって満たされる福
祉というものがあります。
　市社協は、皆さんが長年住み慣れた地域社会の中で、お互いが手をつなぎ、支え合いながら過ごせるよう様々な地域福祉活動、
ボランティア福祉活動を推進しています。その財源は、皆様から寄せられた会費や寄付金、補助金、共同募金などによって運
営しています。推進する上において多くの財源が必要であり、市民の皆様からの会費と寄付により支えられています。
　会費は、毎年各自治会様の協力を得て募集しますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

なぜ「寄付」や「募金」でなく「会費」なの?
安心して暮らしていける街づくりを市民の側から進めることを目的としていることから「会員制度」となっています。
「自分たちの為に、自分たちでお金を出し合い自分たちで決める」。これが社協会費の考え方になります。会員になる
ことで権利や義務が発生するものではなく、社協の趣旨に賛同して、地域福祉を推進する社協活動に参加して頂くこと
がなによりです。

なぜ「会費」は「500円」からなのに、「1,000円を目標に」となっているの? 
市内にお住まいの方に広く社協会員となっていただきたく「500円」の会費を設けています。
今日、地域における福祉の課題が多くみられる中で、地域福祉活動を推進していくための財源確保のため、「1,000円」
を目標にとお願いしています。これは、“1日3円、1年で1,000円”という金額を目安にしています。是非ご理解とご
協力をお願いします。

★地域福祉活動
・車いす・電動ベッドの貸出を実施
・関係機関、企業との連携・協働
・福祉の向上を図るための各種講座研修等の開催
・各地域での福祉力を高める活動を実施

・各地域の福祉活動を活性化するために、地区社協の設立や地域活動を支援しています。

★自治会への福祉活動
・各自治会が実施する、地域の特色を活かした福祉活動を助成します。

★ボランティア活動支援
・ボランティアの市民参加を促進する活動を支援します。

★管理運営
・亀岡市の福祉活動の拠点として、
　社協の事業の適正な管理運営に努めます。

★社協広報活動
・広報紙…社協かめおか（年５回　発行）
・ホームページ　・Facebook　・LINE

亀岡市社協 会員募集について ～会費ご協力のお願い～

　会費はこのように
　　 使われています

★福祉コミュニティの推進
ボランティア活動支援：190円委員会等の活動：30円

会費の使いみち
（1,000円の場合）

自治会への福祉活動：130円
社協広報活動：40円

福祉コミュニティの推進：110円

地域福祉活動：420円

管理運営：80円

社協の事業は、地域住民の参画と協働によって支えられています。
市民の皆様には、一般会員として1,000円を目標にご協力いただけると幸いです。
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地域包括
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老人デイサービス事業
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令和３年度　亀岡市社会福祉協議会事業計画

◎重点目標
１. 地域の特性を重視した福祉活動の推進
２. 介護保険事業・障害者自立支援事業の取り組み
３. 子育て家庭への支援体制の強化
４. 地域包括支援センター事業
５. 自主財源の確保と経営基盤の強化
６. 法人運営の基盤強化

◎事業計画（主な事業）

4.介護保険　介護予防・日常生活支援総合事業
　財源：介護保険事業収入・補助金委託料
　利用者の視点に立ったサービスの提供と質的サービスの
向上を図り事業を実施

5.障害福祉サービス事業
　財源：障害福祉サービス事業収入・補助金委託料
　障害者自立支援法に基づく居宅事業を実施
6.子育て支援事業【充実】
　財源：補助金委託料
　絆づくり、地域づくり、基盤づくりを目標に、次代を担
う子どもの未来づくりのための子育て支援事業を実施

7.ファミリー・サポート・センター事業【充実】
　財源：補助金委託料
　人づくりを目標に子育て家庭支援の事業を実施
8.地域包括支援センター事業【新規】
　財源：補助金委託料
　高齢者の暮らしを地域でサポートするための総合相談を行う
9.ふれあいプラザ指定管理事業
　財源：補助金委託料
　ふれあいプラザの適切な管理、運営を行う
10.法人運営に係る事業【充実】【新規】
　財源：社協会費
　基盤づくりを目標に事業を実施

1.地域福祉推進事業【充実】【新規】
　財源：社協会費・赤い羽根共同募金・補助金委託料・
　　　　利用料
　絆づくり、地域づくり、人づくり、基盤づくりを目標
に事業を実施

2.用品貸出事業
　財源：利用料
　地域づくりを目標に事業を実施
3.亀岡市共同募金委員会と連携した活動支援事業
　財源：赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金・
　　　　補助金委託料
　基盤づくりを目標に事業を実施

■令和３年度　亀岡市社会福祉協議会予算額

■令和２年度　亀岡市社会福祉協議会決算報告



今後とも
皆様の善意の寄付を

よろしくお願い
いたします！！

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

皆さまからお寄せいただいた善意は、社協が行っている福祉事業に
充てられています。

寄　附　報　告

金銭の部【個人】
ご芳名（敬称略 順不同） 金　額

高倉　博美 50,000
浅田　みさを 50,000
木内　一博 50,000
匿名（6件） 239,000

合計 389,000

金銭の部【法人・団体】
ご芳名（敬称略 順不同） 金　額

株式会社三煌産業安全協力会 452,000
イマイグループ安全衛生協力会 200,000
大井町ゴルフ協会　会長　仲井資具 50,000
亀岡JCじゃがいもクラブ　 50,000

合計 752,000

物品の部【個人】
ご芳名（敬称略 順不同） 預　託　品

三宅　未来、徠輝、來良 プルタブ　500ｇ・エコキャップ　4.2kg
竹井　寛 エコキャップ　2.2kg
村上　悟司 プルタブ　2.9kg
鈴木　セツ 手作りマスク　20枚
高松　朗良 プルタブ　2.6kg
野々村　絹子 マスク　206枚
水口 座布団　10枚

匿名（5件） シルバーカー・シャワーチェア・車イス　2台
紙パンツ・肌着・車イス用スロープ・お米　24.4kg

物品の部【法人・団体の部】
曽我部町自治会 プルタブ　4.3kg・エコキャップ　11.3kg
株式会社イーエル・オカモト プルタブ　2.3kg・エコキャップ　4.6kg
ナルク亀岡丹の里 プルタブ　4.1kg・エコキャップ　12.7kg
特定非営利活動法人　諸星塾　六信　みどり プルタブ　11.8kg・エコキャップ 　20.3kg
亀岡市立薭田野小学校 プルタブ　5kg
吉川町自治会 プルタブ　1.9kg・エコキャップ　5.8kg・古切手　100g
（福）利生会　特別養護老人ホーム亀岡園 エコキャップ　7kg
明治安田生命京都支社亀岡営業部 タオル　128枚
第一生命保険株式会社京都総合支社 マスクケース　170枚
郵便局長夫人会亀岡部会 雑巾　100枚

「亀岡市子育て支援センター」の公式 LINE アカウントを
お友達登録してください。子育てに役立つ情報をお届けし
ています。QRコードをスマホで読み取ってくださいね。

亀岡市ファミリー・サポート・センター
電話：0771-24-9192　FAX：0771-29-3336

亀岡市子育て支援センター
電話：0771-29-2710　FAX：0771-29-3336

お問い合わせ

あなた
の子育て

を応援します

○亀岡市子育て支援センター「かめおかっこひろば」

○「ガレリアあそびの森」

○亀岡市子育て支援センター　利用者支援事業「おひさま」

○亀岡市ファミリー・サポート・センター

親子で遊ぶ室内のひろばで、親子で自由に遊べます。「ひよこひろば」や「ぷくぷくひろば」
など年齢別のつどい事業も毎月開催しています。

親子で遊ぶひろばです。「かめまるランド」はたくさんのおもちゃや遊具があり、「あおぞ
らひろば」「芝生ひろば」はダイナミックに遊べます。

子育ての悩みをお聞きします。いつでもご相談ください。

会員登録をすると、どなたでも利用できます。（亀岡市内在住、
勤務の方）只今まかせて会員さんも募集しています。

〇お知らせ
　令和 3年度より受付した寄付物品（プルタ
ブやエコキャップなど）について、紙面の都
合上、広報誌の掲載ができなくなりました。
ご理解の程、よろしくお願いします。

◎寄付金と
　赤い羽根共同募金助成金より
　災害ボランティアセンターの活動の
ためにカメラを購入しました。

ご寄付いただきありがとうございました



29-2705☆お気軽にご相談下さい☆

29-2706お問い合わせ

介護保険サービスの利用にはケア
プラン作成が必要です！
私達ケアマネジャーがお手伝いを
いたします。

ガレリアかめおか

老人介護支援センター

亀岡市社協ホームヘルプセンター

29-2707お問い合わせ

～人がつながる
　　　心がつながる～

明るく元気な
ヘルパーが訪問させて

頂きます。

「集めておくるボランティア」
6月より再開しました

※受領書発行を希望される方、受付までの手順が変わっています。
エコキャップ・プルタブ⇒自宅、又は社協設置の「はかり」
にて各自計量を行ってください。
土日祝日は受付できないため、受領書発行ができません。
紙面の都合上、広報誌に掲載されません。
（但し、事業の一環としての協賛金や篤志者寄附のみ掲載）

注
意

物　　品 令和3年度末
プルタブ
　※20Kgを超える場合は、要連絡。 終了

プリペイドカード
テレフォンカード
使用済み切手

終了

未使用切手
書き損じはがき 継続

エコキャップ
　※20Kgを超える場合は、要連絡。 継続

お問い合わせ 地域支援課　地域福祉係 TEL 23-6711

≪今後の予定≫

【登録方法】
① LINE のアプリを起動します
②QRコードリーダーを押します

③カメラをQRコードに向けます
④ LINE から通知が入ります
⑤アカウントが出てきたら「お友達追加」

ひとりで考え込まずに、

一緒に考えましょう！

【相談専用電話】

23-5110
【ひきこもり家族教室】
第１回　6月26日（土）
第２回　8月27日（金）
第３回　10月22日（金）
第４回　12月24日（金）
第５回　2月25日（金）

＊いずれも 13：30～ 15：30
　家族同士の交流会も行います。
＊会場や内容は、亀岡市広報誌「キラリかめおか」、
公式ホームページや公式LINEでご確認ください。

ひきこもり家族・本人、福祉総合
相談等お気軽にご相談ください。

ボランティアやサロン、助成金の
情報、地域福祉イベントなどをお
知らせします。

ひきこもり家族教室や
福祉の総合相談など
をお知らせします。

『亀岡市社協～ちいき～』

LINE配信を行っています！

お友達登録お願いします！

　4月、デイサービスの立地を活かし、ガレリアかめお
かの裏手にある桜並木を見に出かけました。コロナウイ
ルス感染対策を意識しつつ、密にならないよう少人数ず
つでの移動となりましたが、「こんな所に桜の木がある
なんて知らなかった。」と仰る方も多く、天候にも恵ま
れ、春を満喫することができました。
　外に出ることで四季の景色、風の香り、音や歩く感触
など、五感が刺激されます。それにより脳を活性化し認
知症予防、運動不足の解
消にも繋がります。
　デイサービスセンター
では、これからもご利用
者の皆様に喜んでいただ
けるよう、様々な行事に
取り組んで参ります。

ガレリアかめおか
デイサービスセンター
ガレリアかめおか
デイサービスセンター
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亀岡市社会福祉協議会
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事業の対象者：認知症や知的・精神障
害などにより、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）

令和３年度　新体制の役員を紹介します ＜敬称略　順不同＞

評議員 井内　邦典 串﨑　哲史 木久　依子
尾松　大士 藤本　妙子 酒井　忠繁
服部　公子 中澤　　猛 奥村　加代
櫻井　邦男 後藤　　隆 河井　久勝
荒木　昌幸 落田　敏子 小林　　仁
山内　　勇 松本　正廣 山田　恵子
佐藤　　滋 川勝　郁子 浦　　邦彰
藤原　庸右

評議員選任・解任委員 大谷　俊定 西﨑　　豊 中澤　敏次
櫻井　光子 高橋　依子 濵中　一美

会長 木村　好孝
副会長 塚本　政雄 中川　國彦
理事 松井やす子 中島三羊子

山内　節子 佐々木京子
林　　　昭 石倉　敬子
細見　玲美 木曽　布恭

監事 石山　耐子 西﨑　　豊
大石　慶明

顧問 桂川　孝裕 矢田　　勲

ごあいさつ
　亀岡市民の皆様には、平素から亀岡
市社会福祉協議会の活動にご理解ご協
力を賜り、誠にありがとうございます。
　先月、前期役員の任期が満了し、6

月 11 日の評議員会で理事を選任その後の理事会にお
いて今期の役員を選出し、新体制による運営をスター
トさせていただきました。
　私は、前期に引き続き会長として皆様のお支えとご
指導をいただきながら、誠心誠意努めてまいりたいと
思っておりますので、倍旧のご厚誼を賜りますようよ
ろしくお願いいたします。
　コロナ禍の中で、地域福祉を取り巻く環境はより厳
しく課題も山積しておりますが、市民の皆様が住み慣
れた地域でいつまでも安心して暮らしていただけるよ
う、役職員一丸となって努めてまいりますので、尚一
層のご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し
上げます。
� 社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会
 会長　木 村 好 孝

亀岡市社会福祉協議会

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

亀岡市災害ボランティア

センターよりお知らせ

お問い合わせ
地域支援課 生活支援係　TEL ２３－６７１１

資格は不要！

　(一社 ) 亀岡青年会議所様と災害時における協
力体制に関して、より一層のご支援の申し出を受
け、協定を締結させていただきました。大変あり
がたく感謝するとともに、災害時だけでなく平時
の地域福祉推進においても相互に協力し取り組み
を進めていきたいと思っています。

※ 写真撮影時のみマスクを外しています。

　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。

⻲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


