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亀岡市社会福祉協議会のホームページ・
地域 LINE・Facebook・Instagram

令和4年
3月15日発行

号１３２

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。

プルタブ・プリペイドカードなどの受付終了！

『福祉』のいろは

「令和３年度赤い羽根共同募金助成事業」　　歌の会どり～む（篠町）

「赤い羽根共同募金」は誰もが暮らしやすい町づくりに役立てられています

自治会などを
通して募金

助成金として
地域福祉活動へ

亀岡市
共同募金会
（事務局）

詳しくは次ページ
をご覧ください！

募金
助成金

自動販売機でも募金ができます！

このマークが目印！

京都府
共同募金会

募金の流れを
紹介します！

　亀岡市で集めた募金は、亀岡市
のために活用されています！
　「赤い羽根共同募金」のご理解
ご協力お願いいたします。

　テレビや新聞、お知らせや福祉のパンフレット・ガイド
ブック等に普段あまり聞き慣れない “ことば” が使われて
いますね。「よくわからない」「今さら聞けない」そんな福
祉の “ことば” をわかりやすく説明します。

Q　　『地域包括支援センター』から “介護支援専門員” と書かれた名刺の担当者が訪問してくれました。
　　　“介護支援専門員” とは、どんな仕事をする人？？

A

A

“介護支援専門員” は、一般的に “ケアマネジャー” と呼ばれています。
介護が必要となってきた方の相談窓口として、ご本人が心身の状況等に応じ必要な介護サービス等を利
用できるよう、市役所やサービス提供事業所などとの連絡調整などを行います。介護が必要になっても
地域で安心して暮らしていけるよう生活を支援します。

Q　　介護支援専門員（ケアマネジャー）さんが “ケアプラン” を作成してくれます。
　　　“ケアプラン” とは、どんなものですか？？

“ケアプラン” は、利用する方のニーズに合わせ、介護保険制度内外の適切な保健・医療・福祉サービス
が受けられるように、ケアマネジャーが利用者や家族と相談しながら作成するサービスの利用計画のこ
とです。“ケアプラン” には、公的なサービスだけでなく、ボランティアの方々などによるサポートなど
も含まれます。サービスを利用する皆さんが、どのような生活を送れるようになりたいかケアマネジャー
によく相談することが大切です。

ふくかめちゃん
【プロフィール】
名　前：ふくかめちゃん
年　齢：平成17年10月16日
身　長：117.6cm
体　重：32kg
好きな食べ物：ご当地スイーツ
出身地：カメオカ
性　格：心穏やかでいつも笑顔です。

亀岡市社協の
マスコット

「集めておくるボランティア」よりお知らせ
３月３１日（木）まで

お手元にある方は、早めにお持ちください！！
プルタブは通算 3,497 ㎏集まり、これまでに
4台の車いすと交換することができました。
ご協力いただいた皆様ありがとうございました！

仕分け作業を手伝っていただける
ボランティア募集中！

問い合わせ先
地域支援課 地域福祉係
TEL 23-6711

問い合わせ先　TEL 29-0015（亀岡市 中部地域包括支援センター）

物　　品 今後の予定
プルタブ  ※20Kgを超える場合は、要連絡。

令和４年３月３１日（木）で終了
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
令和４年４月１日（金）以降も継続

エコキャップ  ※20Kgを超える場合は、要連絡。

注 

意

『亀岡市 中部地域包括支援センター』



・生きる権利　・育つ権利　・参加する権利　・守られる権利　
・しつけと虐待の違い　・LGBTQ＋　　など

・子どもの年齢別に起きやすい事故、ケガについて　・子どもの病気とその対応
・応急処置　・DVD鑑賞「窒息事故から子どもを守る」

　令和 3 年 12 月 22 日（水）に行われたクリスマス会では、親子がヘル
マンハープの演奏を聴いたり、トナカイのミニ手品ショーなどで楽しい時
間を過ごしました。子どもたちは主任児童委員さんをはじめ河原林地域
の人たちに温かく見守られながら、すくすく成長しています。

　デイサービスでは毎月、季節に合わせた様々なレクリ
エーションを行っています。
　新型コロナウイルス感染症の防止対策をおこなった上
で、たくさんのご利用者さんが四季を感じられ、笑顔に
なるような取り組みを提供できるよう努めてまいります。

・活動を始める前の会員としての心得　・ファミサポ事業、講習会の様子（スライド）　・修了式

・子どもの発達と特性について　・オムツ交換　・簡単なおもちゃの制作など

年に3回実施しています。
令和4年1月は、7人の方が終了されました。

京都介護・福祉サービス「
※
第三者評価」を受けました。京都介護・福祉サービス「
※
第三者評価」を受けました。

～地域のつながりを大切に～～地域のつながりを大切に～

赤い羽根共同募金助成金を活用しませんか？

令和4年度から助成事業の区分や助成額がリニューアルします！

　赤い羽根共同募金は、皆様からの募金を活用し、亀岡市の方が安心して暮らせるように「地域を知り、学び、ふ
れあい、支え合う活動」に、助成を行っています。
　亀岡市共同募金委員会では、下記の活動を実施する団体を応援しています。お気軽にお問い合わせください。

1対象団体：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。
　　　　　   （新たに立ち上げた団体、過去に申請していた団体もご相談ください。）
2募集期間：1 次助成　令和 4年 4月 1日（金）～ 5月 31日（火）
　　　　　　2次助成　令和 4年 7月 1日（金）～ 8月 31日（火）
3応募方法：「助成金交付申請書」に記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
※詳細は「交付のてびき」をご確認ください。
　（申請書や交付のてびきは亀岡市社協の窓口で配布、ホームページからダウンロードできます。）

お子さんのサポートをしてみませんか？

まかせて講習会ではどんなことをするの？

子育て支援活動紹介

（2）亀岡市内の小中学校、義務教育学校、高等学校
　  上限 2万円以内。助成対象は諸謝金、材料費（用紙等）のみとします。
（3）地区社会福祉協議会
　  上限 10万円以内。
（4）市内全域を対象とした活動で特に福祉効果が高いと認められた団体。
　  上限 20万円以内。ただし、特別枠助成申請書の提出が必要です。
（5）その他募金委員会で認められた団体
　  亀岡市共同募金委員会で認められた範囲。

（1）自治会、住民団体、ボランティアグループ、NPO、任意団体
助成金額

令和 3年度は 59事業の申請がありました！

国分ふれあいサロン会（千歳町） 子育て交流会ちびっこひろば0・1・2・3（千代川町）

まずは
お気軽にご連絡
ください！

TEL：23-6711
FAX：24-0350

事業区分 対象事業
福祉課題の解決に向けた取り組みや、福祉推進のための研修事業

事　業　費 30,000 円未満 30,000 円～ 60,000 円 60,000 円～ 100,000 円
助　成　額 満額助成 30,000 円 事業費の 2分の 1

（1）
亀岡市内の小中学校、義務教育学校、高等学校が行う福祉教育活動（2）
見守り訪問活動（3）
居場所づくり活動や地域福祉にかかる交流活動（4）
その他亀岡市共同募金委員会で認められた地域福祉推進事業（5）

亀岡市ファミリー・サポート・センター

普通救命
講習会

まかせて会員、募集中！　スキマ時間を利用して、活動してみませんか？

河原林町　あんこっ子ひろば（開催場所：河原林町生涯学習センター）

問い合わせ先　TEL　24-9192

問い合わせ先
TEL 29-2710（亀岡市子育て支援センター）

※「第三者評価」とは、当事者以外の公正・中立な第三者から
　サービスの質の評価を行うものです。

今後も、サービス改善への気づきを深め、質の向上に取り組んでいきます。

問い合わせ先　TEL29-2706

「子どもの人権」

「安全」

「活動」

「発達」

　各地域では、子育てのしんどさを少しでも軽減できるように
様々な子育てサークルやサロンが活動されています。ご興味
のある方、詳細は下記までおたずねください。

サンタさん
ありがとう♥

これまでに助成金
を活用された団体
の紹介などは、
こちらから…

スマホからもご確認
いただけます。

公評については、
京都介護・福祉サー
ビス「第三者評価」
のホームーページ
でご覧いただけます。
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物　　品 今後の予定
プルタブ  ※20Kgを超える場合は、要連絡。

令和４年３月３１日（木）で終了
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
令和４年４月１日（金）以降も継続

エコキャップ  ※20Kgを超える場合は、要連絡。

注 
意

『亀岡市 中部地域包括支援センター』


