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ガレリアかめおかデイサービスセンター
　　レクリエーション（ボランティアの桑田 昭さんによるギター演奏）
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11月15日発行

号130

令和３年度　亀岡市社会福祉協議会会員（会費）のお礼
　今年度も社協会員の募集（期間：8/1（日）～9/30（木））について、各自
治会様や多くの市民の皆様にご理解、ご賛同をいただきましたこと、心より
お礼を申し上げます。
　会費については、社協が実施します事業に有効に活用させていただくとと
もに、地域福祉活動助成金として皆様の地域の自治会に還元させていただき
ます。
　今後も市民の皆様とともに、より住みよい地域づくりを進めてまいります
ので、亀岡市社会福祉協議会の活動にご支援・ご協力を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

亀岡市社協マスコット
ふくかめちゃん

亀岡市社協マスコット
ふくかめちゃん

亀岡市社協マスコット
ふくかめちゃん

※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）
≪今後の予定≫

　　　　　　物　　品

・プルタブ
　※20Kgを超える場合は、要連絡。
・プリペイドカード　・テレフォンカード
・古切手

・未使用切手　　　　・書き損じはがき

・エコキャップ
　※20Kgを超える場合は、要連絡。

令和3年度末
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　認知症や知的・精神障がい等で判断能力が不十分な方が安
心して生活できるよう、「生活支援員」が、郵便物の確認や行
政手続き支援、金銭管理支援などを提供する福祉サービス利用
援助事業を行っています。関心のある方はぜひご参加ください！
日時：令和4年1月21日（金）13：30～15：00
場所：ふれあいプラザ世代間交流室　　定員：15名（先着順）
対象：亀岡市在住で、事業内容や「生活支援員」に関心のある方
申込先：地域支援課生活支援係　　　TEL：23-6711
申込期限：令和4年1月14日（金）

「集めて送る
　　　　ボランティア」からのお知らせ

福祉サービス利用援助事業
　　　　　　　　 説明会開催のご案内

地域支援課 地域福祉係　TEL　23-6711問い合わせ先問い合わせ先

「子育て家庭のお手伝いがしたい」「子どもが大好き」と思わ
れた方、まかせて会員になってみませんか？
「放課後児童会へのお迎えが間に合わない
から、迎えに行ってほしい」
「上の子の参観の間、下の子を預かってほしい」…
　子育て中の「困ったわ」に寄り添い、サポートをする活動
です。

　3日間（9.5 時間）のまかせて会員講習会を
受講していただきます。
　ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

　高齢・産前産後・障がい者・退院後の回復期などの方で
日々の暮らしに困りごとを抱えた方が、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・草引き等の家事を、出来る
範囲でお手伝いしていただく活動です。
　協力会員として活動していただいた方には、実費弁償費
（活動費）をお支払いします。
　ご興味のある方は、ぜひお問い合わせ
ください。

社会福祉協議会

あなたも会員になってボランティア活動してみませんか？あなたも会員になってボランティア活動してみませんか？
地域の中で助けあ

い支えあう

ひとり暮らしだし、洗濯や
掃除を助けてほしいなぁ

足が悪くなって買い物が
不自由で困るなぁ

上の子の習い事の送迎を
お願いしたいなぁ

問い合わせ先
地域支援課 生活支援係
TEL　23-6711

問い合わせ先

ファミリー・サポート・センター
まかせて会員大募集！！

くらしのサポートサービス
協力会員募集！！

亀岡市ファミリー・サポート・センター
TEL　24-9192

空いている時間に、何かできることないかなぁ…
ボランティアしたいなぁ

・子どもの送迎
・子どもの預かりなどの
  サポート

ファミサポまかせて会員

・家事代行
・外出同行などのサポート

登録登録

くらしのサポート協力会員

有償ボランティア
資格は不要

男性も活躍中！！

注意

公式Instagramアカウント
を開設しました！
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　社協ボランティアセンター
を通じてボランティア「のぞ
みの会」さんに依頼をし、新
しいランチョンマットを作っ
ていただきました。四隅に可
愛らしい紐のアレンジを施し
て下さり、デイサービスのお
やつの時間に彩りを添えて下
さっています。大切に使わせ
ていただきます。

　キラキラとした太陽の光、爽やかな自然の風を
感じながら、体を思いっきり動かして遊べる「あ
おぞらひろば」が、今年 4月にオープンしました。
　主に小学生までの児童向けのひろばです。
　ご家族皆さんで、ぜひ遊びに来てくださいね。

※開館時間　午前９時 30分～午後 4時
※利用料　　無料
※木曜日は休園
（木曜日が祝日の場合は、翌日金曜日が休園）

　9月 17日に敬老の日のお祝いで、めぐみの園保育園
より園児 2名が代表して来所され、みんなで作ったお
手紙を頂きました。コロナ禍で顔を合わせて交流する
ことが出来ていません
が、覚えたての字を一
生懸命に書いたお手紙
は、とても可愛らしく
見ているだけで皆が、
ほっこりした温かい気
持ちになりました。

市内小中学校からの寄付物品
と手指消毒液を配りました

　令和３年９月７日（火）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】大良正子　大西智史　大西裕理　灰川史朗　豊田 剛　岡本喜勝　大北優子　岩崎百合人
　　　　　　　　　　　横山京子
●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】伊藤有加　西本 葵　田邉裕季子　青木雅代　松本圭司　岸本一美　羽室美羽衣
【ボランティア功労】亀岡手話サークル「年輪の会」　亀岡発平成“ヨメ”学　NPO法人諸星塾　
　　　　　　　　　　みんなの認知症予防ゲームかめおか　しょうらくの会
【優良小地区社会福祉協議会】宮前町地区社会福祉協議会
●京都府共同募金会会長感謝
【個人寄付者】中村 功
【法人・団体寄付】JA京都亀岡女性部OB八重桜の会　亀岡市PTA連絡協議会　川東地区佛教会
　　　　　　　　　亀岡市民生委員児童委員協議会　亀岡市社会福祉施設協議会　亀岡市役所職員一同
　　　　　　　　　亀岡市社会福祉協議会職員一同

第７０回京都府社会福祉大会表彰者の報告

　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。

～お買い物のついでに小さな社会貢献～
　寄付つき商品の販売を通じ、地域を良くする一員としての企業の社会貢献活動に取り組んで
います。
　寄付つき商品売り上げの一部は募金になり、私たちの町の暮らしを良くするために役立てら
れます。見かけられたら、ぜひご協力お願いします。

　令和２年度募金総額は、7,081,921 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。

【お知らせ】
　今年度も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
街頭募金は中止とし、12 月 1 日（水）午前 7 時～ 8 時に亀
岡駅にて街頭啓発を実施することとします。
　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。

令和２年度　歳末たすけあい運動実施結果令和２年度　歳末たすけあい運動実施結果

１２月１日 ▶ １２月３１日

～つながり ささえあう みんなの地域づくり～～つながり ささえあう みんなの地域づくり～

  配　分　先
市内福祉施設（19施設）
年末年始事業
 寝たきり・認知症高齢者の方
 重度障害者
 交通遺児
 被爆・公害患者
 その他支援を必要とする者
広報活動・推進費等
  合　　　計

124,740円
1,958,000円
405,000円
3,390,000円
35,000円
65,000円
290,000円
814,181円
7,081,921円

問い合わせ先　亀岡市共同募金委員会（事務局：亀岡市社会福祉協議会　担当　総務管理係　TEL23-6711）

問い合わせ先　亀岡市共同募金委員会（事務局：亀岡市社会福祉協議会　担当　地域福祉係　TEL23-6711）

問い合わせ先　TEL29-2706

各町自治会等で行われた
事業に助成しました

金　額

〈寄付つき商品〉

メロンパン（天然酵母パン グリム）
顔つきスプーン＆フォーク

ハーブティー各種

小林和正さん

どらやき（和菓子処 匠大）

（フェリーチェ）

『ぐーちょきぱーまっさーじ』

紙芝居絵本（たんぽぽ）

『あかちゃんのうまれるひ』

『おっぱい、みつけた』

ふくかめパン（松花苑ワークスおーい）

亀岡市子育て支援センター　
TEL29-2710

問い合わせ先問い合わせ先

このマークが
目印です
このマークが
目印です

インスタグラム LINE
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治会様や多くの市民の皆様にご理解、ご賛同をいただきましたこと、心より
お礼を申し上げます。
　会費については、社協が実施します事業に有効に活用させていただくとと
もに、地域福祉活動助成金として皆様の地域の自治会に還元させていただき
ます。
　今後も市民の皆様とともに、より住みよい地域づくりを進めてまいります
ので、亀岡市社会福祉協議会の活動にご支援・ご協力を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

亀岡市社協マスコット
ふくかめちゃん

亀岡市社協マスコット
ふくかめちゃん

亀岡市社協マスコット
ふくかめちゃん

※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）
≪今後の予定≫

　　　　　　物　　品

・プルタブ
　※20Kgを超える場合は、要連絡。
・プリペイドカード　・テレフォンカード
・古切手

・未使用切手　　　　・書き損じはがき

・エコキャップ
　※20Kgを超える場合は、要連絡。

令和3年度末

終了

終了

継続

継続

　認知症や知的・精神障がい等で判断能力が不十分な方が安
心して生活できるよう、「生活支援員」が、郵便物の確認や行
政手続き支援、金銭管理支援などを提供する福祉サービス利用
援助事業を行っています。関心のある方はぜひご参加ください！
日時：令和4年1月21日（金）13：30～15：00
場所：ふれあいプラザ世代間交流室　　定員：15名（先着順）
対象：亀岡市在住で、事業内容や「生活支援員」に関心のある方
申込先：地域支援課生活支援係　　　TEL：23-6711
申込期限：令和4年1月14日（金）

「集めて送る
　　　　ボランティア」からのお知らせ

福祉サービス利用援助事業
　　　　　　　　 説明会開催のご案内

地域支援課 地域福祉係　TEL　23-6711問い合わせ先問い合わせ先

「子育て家庭のお手伝いがしたい」「子どもが大好き」と思わ
れた方、まかせて会員になってみませんか？
「放課後児童会へのお迎えが間に合わない
から、迎えに行ってほしい」
「上の子の参観の間、下の子を預かってほしい」…
　子育て中の「困ったわ」に寄り添い、サポートをする活動
です。

　3日間（9.5 時間）のまかせて会員講習会を
受講していただきます。
　ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

　高齢・産前産後・障がい者・退院後の回復期などの方で
日々の暮らしに困りごとを抱えた方が、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・草引き等の家事を、出来る
範囲でお手伝いしていただく活動です。
　協力会員として活動していただいた方には、実費弁償費
（活動費）をお支払いします。
　ご興味のある方は、ぜひお問い合わせ
ください。

社会福祉協議会

あなたも会員になってボランティア活動してみませんか？あなたも会員になってボランティア活動してみませんか？
地域の中で助けあ

い支えあう

ひとり暮らしだし、洗濯や
掃除を助けてほしいなぁ

足が悪くなって買い物が
不自由で困るなぁ

上の子の習い事の送迎を
お願いしたいなぁ

問い合わせ先
地域支援課 生活支援係
TEL　23-6711

問い合わせ先

ファミリー・サポート・センター
まかせて会員大募集！！

くらしのサポートサービス
協力会員募集！！

亀岡市ファミリー・サポート・センター
TEL　24-9192

空いている時間に、何かできることないかなぁ…
ボランティアしたいなぁ

・子どもの送迎
・子どもの預かりなどの
  サポート

ファミサポまかせて会員

・家事代行
・外出同行などのサポート

登録登録

くらしのサポート協力会員

有償ボランティア
資格は不要

男性も活躍中！！

注意

公式Instagramアカウント
を開設しました！


