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●第10回亀山市社会福祉大会を開催します。●第10回亀山市社会福祉大会を開催します。
　亀山市内における社会福祉功労者の顕彰と記念講演会を行います。
一般の皆さまのご参加もできますので、ぜひご来場ください。
と　　き　平成26年11月26日（水）13：00～ 受付　13：30 開会
と こ ろ　亀山市中央コミュニティセンター（亀山市東御幸町63）
記念講演　14：20～「地域の絆、みんなの笑顔♪（仮題）」　
講　　師　こころ元気研究所所長　鎌田　敏 氏

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成26年６月11日～平成26年９月10日まで）

櫻井　潤一　様　　亀山高校三九会　様

●平成２７年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します。●平成２７年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します。
●採用予定人数　１名程度
●応募資格　　　昭和５９年４月２日以降生まれの方で、次に該当する方 
　　　　　　　　（１）心身共に健康で、社会福祉の仕事や心身障がい児・者に理解のある方
　　　　　　　　（２）４年制大学を卒業した方または卒業見込みの方
　　　　　　　　（３）普通自動車運転免許を所有の方または採用時までに取得見込みの方
　　　　　　　　（４）通勤可能な方
●試験（第一次）の日時・場所など　※第二次試験（面接）の実施日等については、第一次試験合格者に通知します。
　　　　　　　　と　　き　平成２６年１１月９日（日）午前９時～　　ところ　市総合保健福祉センター あいあい
　　　　　　　　試験科目　適性検査、教養試験、小論文の各筆記試験
●受付期間　　　平成２６年１０月１日（水）～ 平成２６年１０月２８日（火）
　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日を除く）　※郵送による申し込みは、１０月２８日（火）必着
●採用予定日　　平成２７年４月１日
●申込書の請求・提出、問い合わせ先　亀山市社会福祉協議会　総務係　　ＴＥＬ ０５９５－８２－７９８５
※詳しくは社協ホームページをご覧ください。

主 な 記 事
●ふくし最前線！子育てサロン「ママクッキング」　　　　　１・２ページ
●社会福祉協議会活動紹介コーナー　　　　　　　　　　　　 ３ページ
●Let’s ボランティア！（朗読ボランティアしゃくなげの会） ４ページ
●地区福祉委員会活動紹介（加太地区コミュニティ） 　　　　 ５ページ
●お知らせ（平成27年度 亀山市社会福祉協議会正規職員募集 他）  ６ページ

「社協だより」は、
市民の皆様から
いただいている会費
で発刊しています。亀山市の福祉指数（平成26年9月１日現在）

市総人口　49,970人　 65歳以上の人口 12,179人（男性 5,382人 女性 6,797人）

世帯数　20,528世帯　 18歳以下の人口   8,936人（男性 4,538人 女性 4,398人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 24.3％

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

●平成２６年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました。●平成２６年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました。
皆様にご協力いただいた会費は市内の地域福祉活動の推進に役立てさせていただきます。
今後ともご理解ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

発行
〒519‒0164　亀山市羽若町545番地　市総合保健福祉センター｢あいあい｣内
　　　　　   TEL 0595‒82‒7985　FAX 0595‒83‒1578
ホームページアドレス  http://kameyama-shakyo.or.jp
　　　メールアドレス aiai@kameyama-shakyo.or.jp

亀山市社会福祉協議会
社会福祉法人

「社協」は 社 会福祉 協 議会の略称です。

平成26年10月１日発行
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●あいあい祭り２０１４ ～健康・福祉・医療・地域　であい ふれあい ささえあい～●あいあい祭り２０１４ ～健康・福祉・医療・地域　であい ふれあい ささえあい～
　市民の健康増進と福祉に対する理解を深め交流を図ることを目的に、今年も「あ
いあい祭り」を開催します。
　舞台発表や模擬店、展示コーナーなど盛りだくさんの内容で、景品が当たるスタン
プラリーも行います。皆様のご来場をお待ちしております。
日時　平成26年１０月１９日（日） 9:45～14:00
場所　亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
　　　亀山市立医療センター

お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業のため有効活用させていただきます。厚くお礼申し上げます。

【講師プロフィール】 昭和43年生まれ、大阪府出身。
神戸大学院卒業後、阪神大震災を経験。企業に
就職後、突然の病を発症し「人生は、心のあり方ひ
とつでガラリと変わる」ことに気づき、平成17年3月
「こころ元気研究所」を設立。こころ元気配達人とし
て全国各地で講演活動を行っている。
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最前線！ふく し
子育てサロン
「ママクッキング」
子育てサロン
「ママクッキング」

親子で楽しく、料理を作ろう！



第39号 （平成26年10月１日） （3）かめやま社協だより第39号 （平成26年10月１日）（2） かめやま社協だより

　亀山市内には９つの「子育てサ

ロン」があります。主に子育て中

の親子が集まり、子育ての相談や

情報交換、趣味の活動等を通じて

仲間作りを行っています。

　「ママクッキング」には６組の

親子が在籍し、月１回親子で料理

を楽しんでいます。

　今年の３月に、市内の子育て中

の親子を対象として親子料理教室

を開催し、14家族36名の方に参

加して頂きました。

Q　団体と活動の概要について

教えて下さい。

A　平成15年に設立され、現在６

組の親子が在籍しています。毎月

第３金曜日に、亀山市総合保健福

祉センター２階の調理室で料理を

楽しんでいます。会費は１回250

円です。

Ｑ　活動を始めたきっかけは？

Ａ　「ママクッキング」のメン

バーから誘われたことがきっかけ

です。調理の専門学校に通ってい

たため料理が好きですし、友達作

りもしたくて参加しました。子ど

もを連れて参加出来る料理教室は

なかったため、子どもと一緒に料

理が出来る貴重な場だと感じてい

ます。

Q　料理が好きになったきっか

けは？

Ａ　レストランでシェフをしてい

た伯父に憧れて、大阪の調理師専

門学校に入学しました。調理師と

栄養フードアドバイザーの資格を

保有しています。

Ｑ　活動を行う上でどんなこと

を工夫されていますか？

Ａ　安さ、家でも簡単に作れるこ

と、子どもが苦手な食材も食べら

れるような味付けを心がけたメ

ニュー作りを行っています。また、

メニュー作成や買い物など作業を

役割分担して、メンバーの負担を

軽減するように気をつけています。

　活動は月１回だけですので、家

事・育児と無理なく両立して活動

出来ています。

Q　活動のやりがいは？

Ａ　子どもと一緒に料理を作って、

皆で食べられることです。

　小さい子どもがいても、遊ぶ場

所を設けるので、安心して参加出

来ます。また、市内外にメンバー

がいるので、色々な校区の進学に

関することや子育てについて情報

交換することが出来ます。

Q　今後の活動については？

Ａ　小学生を対象とした料理教室

を開催したいです。今、料理教室

のキッズコースが人気ですが、予

約がいっぱいで月謝も高い所が多

いです。子ども達には早い内から

料理に参加し楽しみを知って貰い

たいです。栄養面だけでなく目で

頂くという食育も行っていきたい

です。子育てが終わってからも、

会の活動を手伝っていきたいです。

・「ママクッキング」では会員を募集
しています。詳しくは曽我部さんの
個人facebookページまで
https://www.facebook.com/
mayumi.sogabe

　亀山市には、私たちの生活の身近なところで活躍して
いる、福祉に関わる方々がたくさんいます。「社協だより」
では、それらの団体や活動について紹介します。
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最前線！ふく し

食を通じて
親子の時間を育む

代表インタビュー
曽我部まゆみさん（野村）

子育てサロン

「ママクッキング」

社会福祉協議会活動紹介コーナー社会福祉協議会活動紹介コーナー
福祉ボランティア基金街頭啓発

6/20・6/23

6/23・6/28

　亀山高等学校、徳風高等学校の協力のもと、市
内２か所の商業施設（亀山ショッピングセンター
エコー、オークワ亀山店）において、「福祉ボラ
ンティア基金」の街頭募金を実施しました。
　お寄せいただいた募金は、亀山市内で活動する
様々な福祉活動、ボランティア活動の財源に充て
られます。

高校生による募金活動

障がい児社会見学 7/5

　市内在住の障がい児とその家族を対象に、見聞
を広め交流を図ることを目的に「障がい児社会見
学」を行い、91名が参加しました。
　「常滑焼セラモール」での色付け体験、「セン
トレアホテル」でのランチバイキング、「トヨタ
産業技術記念館」の見学を楽しみました。

トヨタ産業技術記念館（見学）

福祉委員新任研修会
　亀山市では全25地区に福祉委員を配置し、地域
での見守り活動や福祉活動を行っています。
　皇學館大学の板井正斉准教授を講師に招き、
106名の新任福祉委員が「ご近所の見守りについ
て考える」をテーマに研修を行いました。
　参加者の方からは「福祉委員の心構えがはっき
りした。地域の人達と協力して考えていきた
い。」という感想を頂きました。

板井准教授による講演の様子

夏休み中学生福祉体験教室
8/18～8/22

　夏休みを利用して、亀山中学校、中部中学校、
関中学校から述べ138名の生徒が市内17か所の福
祉施設において体験を行いました。
　参加した生徒からは、「利用者の方と楽しくコ
ミュニケーションを取りながら、一緒に作業がで
きました。」と、施設での体験や交流を通じて福
祉に対する理解を深めました。

利用者の方とともに作業している様子

キノコのハッシュドビーフ、フラ
イドチキン、トマトとカッテージ
チーズのサラダ、手作りパン
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　亀山市内には９つの「子育てサ

ロン」があります。主に子育て中

の親子が集まり、子育ての相談や

情報交換、趣味の活動等を通じて

仲間作りを行っています。

　「ママクッキング」には６組の

親子が在籍し、月１回親子で料理

を楽しんでいます。

　今年の３月に、市内の子育て中

の親子を対象として親子料理教室

を開催し、14家族36名の方に参

加して頂きました。

Q　団体と活動の概要について

教えて下さい。

A　平成15年に設立され、現在６

組の親子が在籍しています。毎月

第３金曜日に、亀山市総合保健福

祉センター２階の調理室で料理を

楽しんでいます。会費は１回250

円です。

Ｑ　活動を始めたきっかけは？

Ａ　「ママクッキング」のメン

バーから誘われたことがきっかけ

です。調理の専門学校に通ってい

たため料理が好きですし、友達作

りもしたくて参加しました。子ど

もを連れて参加出来る料理教室は

なかったため、子どもと一緒に料

理が出来る貴重な場だと感じてい

ます。

Q　料理が好きになったきっか

けは？

Ａ　レストランでシェフをしてい

た伯父に憧れて、大阪の調理師専

門学校に入学しました。調理師と

栄養フードアドバイザーの資格を

保有しています。

Ｑ　活動を行う上でどんなこと

を工夫されていますか？

Ａ　安さ、家でも簡単に作れるこ

と、子どもが苦手な食材も食べら

れるような味付けを心がけたメ

ニュー作りを行っています。また、

メニュー作成や買い物など作業を

役割分担して、メンバーの負担を

軽減するように気をつけています。

　活動は月１回だけですので、家

事・育児と無理なく両立して活動

出来ています。

Q　活動のやりがいは？

Ａ　子どもと一緒に料理を作って、

皆で食べられることです。

　小さい子どもがいても、遊ぶ場

所を設けるので、安心して参加出

来ます。また、市内外にメンバー

がいるので、色々な校区の進学に

関することや子育てについて情報

交換することが出来ます。

Q　今後の活動については？

Ａ　小学生を対象とした料理教室

を開催したいです。今、料理教室

のキッズコースが人気ですが、予

約がいっぱいで月謝も高い所が多

いです。子ども達には早い内から

料理に参加し楽しみを知って貰い

たいです。栄養面だけでなく目で

頂くという食育も行っていきたい

です。子育てが終わってからも、

会の活動を手伝っていきたいです。

・「ママクッキング」では会員を募集
しています。詳しくは曽我部さんの
個人facebookページまで
https://www.facebook.com/
mayumi.sogabe

　亀山市には、私たちの生活の身近なところで活躍して
いる、福祉に関わる方々がたくさんいます。「社協だより」
では、それらの団体や活動について紹介します。
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最前線！ふく し

食を通じて
親子の時間を育む

代表インタビュー
曽我部まゆみさん（野村）

子育てサロン

「ママクッキング」

社会福祉協議会活動紹介コーナー社会福祉協議会活動紹介コーナー
福祉ボランティア基金街頭啓発

6/20・6/23

6/23・6/28

　亀山高等学校、徳風高等学校の協力のもと、市
内２か所の商業施設（亀山ショッピングセンター
エコー、オークワ亀山店）において、「福祉ボラ
ンティア基金」の街頭募金を実施しました。
　お寄せいただいた募金は、亀山市内で活動する
様々な福祉活動、ボランティア活動の財源に充て
られます。

高校生による募金活動

障がい児社会見学 7/5

　市内在住の障がい児とその家族を対象に、見聞
を広め交流を図ることを目的に「障がい児社会見
学」を行い、91名が参加しました。
　「常滑焼セラモール」での色付け体験、「セン
トレアホテル」でのランチバイキング、「トヨタ
産業技術記念館」の見学を楽しみました。

トヨタ産業技術記念館（見学）

福祉委員新任研修会
　亀山市では全25地区に福祉委員を配置し、地域
での見守り活動や福祉活動を行っています。
　皇學館大学の板井正斉准教授を講師に招き、
106名の新任福祉委員が「ご近所の見守りについ
て考える」をテーマに研修を行いました。
　参加者の方からは「福祉委員の心構えがはっき
りした。地域の人達と協力して考えていきた
い。」という感想を頂きました。

板井准教授による講演の様子

夏休み中学生福祉体験教室
8/18～8/22

　夏休みを利用して、亀山中学校、中部中学校、
関中学校から述べ138名の生徒が市内17か所の福
祉施設において体験を行いました。
　参加した生徒からは、「利用者の方と楽しくコ
ミュニケーションを取りながら、一緒に作業がで
きました。」と、施設での体験や交流を通じて福
祉に対する理解を深めました。

利用者の方とともに作業している様子

キノコのハッシュドビーフ、フラ
イドチキン、トマトとカッテージ
チーズのサラダ、手作りパン
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「福祉委員制度～ふれあい福祉ネットワーク活動～」を推進しています

加太地区コミュニティ加太地区コミュニティ加太地区コミュニティ加太地区コミュニティ

　加太地区はガソリンスタンドもコンビニもない山に囲まれた地域です。若年層が少ないなか、
地域のつながりと活気を持続させようと頑張っているのが加太地区コミュニティです。7つの自
治会から成り立っています。

構成メンバー： 福祉委員、民生児童委員、各自治会長、コミュニティ本部委員

　見守り活動をはじめ敬老会の運営など、主に高齢者に関わ
る活動をしています。
　今年度は活動の中に福祉施設の見学を数年ぶりに取り入れ
ました。6月に特別養護老人ホームのデ
イサービスを訪れました。レクリエー
ションにも参加し、有意義なものになり
ました。

　また、11月には高齢者と加太保育園児との交流を予定して
います。かわいい保育園の子どもたちとのふれあいは、高齢
者の方もきっと喜ばれると思います。
　新年を迎えると、一人暮らしの高齢者にお弁当を届けます。
年に一度ですが、食べやすさとおかず
の種類を工夫して手作りします。毎回
好評で、定番事業となっています。

　高齢者の人数が非常に多い加太地区ですが、近隣とのお付き
合いがあったり、各地区で開かれるサロン活動に参加しても
らったりと、普段から様子を知ることができます。地域の皆様
のあたたかい眼差しに感謝しています。

お弁当作りの様子

施設見学（レクリエーションに参加）

アイディアが詰まったお弁当

～ボランティアセンターに登録している団体を順次紹介します～

（4）

～ボランティアセンターに登録している団体を順次紹介します～★LET’Sボランティア！
　平成５年に結成し視覚障害者の方々に、広報せきや
県政だより等を朗読し録音したカセットテープを聞い
て頂いていました。平成17年からは、話題になったテ
レビドラマの原作本や童話等を収録した、『しゃくな
げお楽しみテープ』を作成しています。また絵本の読
み聞かせも出張で行っております。今後はＣＤも作成
する予定です。
　一緒に活動して下さる方
を募集しています。性別は
問いませんので、興味のあ
る方はお気軽に亀山市ボラ
ンティアセンターまでお問
い合わせください。

　亀山市ボランティアセンターでは、ボランティアの発掘・養成並びに「ボランティアグループ」の紹介、
斡旋、活動支援を行っています。
　色々なボランティアの中から、あなたにピッタリのボランティアを始めてみませんか？
　ボランティアにご興味がある方、これから始めたい方は当センターまでお気軽にお問い合わせください。
　また、亀山市ボランティアセンター登録団体の一覧表をＨＰ（http://www.kameyama-shakyo.or.jp）
に載せています。是非ご覧になってください！
　さらに、中央公民館とボランティアニーズを情報共有し、講座開催やボランティアコーディネイトに役
立てています。また中央公民館にて講座を開催するときは、協働でＰＲに取り組んでいます。

　すでに市内でボランティア活動されている団体や個人の方は活動支援を行わせて頂きますので、当セン
ターへの登録をお願いいたします。

地区福祉委員会の
活動を紹介します

ネットワーク

あなたもボランティアをしませんか？あなたもボランティアをしませんか？

お問合せ：亀山市ボランティアセンター(亀山市社会福祉協議会内） TEL 82-7985
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紹介・調整 登録・相談

福祉委員会（地域福祉の推進役）

活動内容

朗読ボランティア しゃくなげの会朗読ボランティア しゃくなげの会朗読ボランティア しゃくなげの会

地域の特色
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「福祉委員制度～ふれあい福祉ネットワーク活動～」を推進しています

加太地区コミュニティ加太地区コミュニティ加太地区コミュニティ加太地区コミュニティ

　加太地区はガソリンスタンドもコンビニもない山に囲まれた地域です。若年層が少ないなか、
地域のつながりと活気を持続させようと頑張っているのが加太地区コミュニティです。7つの自
治会から成り立っています。

構成メンバー： 福祉委員、民生児童委員、各自治会長、コミュニティ本部委員

　見守り活動をはじめ敬老会の運営など、主に高齢者に関わ
る活動をしています。
　今年度は活動の中に福祉施設の見学を数年ぶりに取り入れ
ました。6月に特別養護老人ホームのデ
イサービスを訪れました。レクリエー
ションにも参加し、有意義なものになり
ました。

　また、11月には高齢者と加太保育園児との交流を予定して
います。かわいい保育園の子どもたちとのふれあいは、高齢
者の方もきっと喜ばれると思います。
　新年を迎えると、一人暮らしの高齢者にお弁当を届けます。
年に一度ですが、食べやすさとおかず
の種類を工夫して手作りします。毎回
好評で、定番事業となっています。

　高齢者の人数が非常に多い加太地区ですが、近隣とのお付き
合いがあったり、各地区で開かれるサロン活動に参加しても
らったりと、普段から様子を知ることができます。地域の皆様
のあたたかい眼差しに感謝しています。

お弁当作りの様子

施設見学（レクリエーションに参加）

アイディアが詰まったお弁当

～ボランティアセンターに登録している団体を順次紹介します～★LET’Sボランティア！
　平成５年に結成し視覚障害者の方々に、広報せきや
県政だより等を朗読し録音したカセットテープを聞い
て頂いていました。平成17年からは、話題になったテ
レビドラマの原作本や童話等を収録した、『しゃくな
げお楽しみテープ』を作成しています。また絵本の読
み聞かせも出張で行っております。今後はＣＤも作成
する予定です。
　一緒に活動して下さる方
を募集しています。性別は
問いませんので、興味のあ
る方はお気軽に亀山市ボラ
ンティアセンターまでお問
い合わせください。

　亀山市ボランティアセンターでは、ボランティアの発掘・養成並びに「ボランティアグループ」の紹介、
斡旋、活動支援を行っています。
　色々なボランティアの中から、あなたにピッタリのボランティアを始めてみませんか？
　ボランティアにご興味がある方、これから始めたい方は当センターまでお気軽にお問い合わせください。
　また、亀山市ボランティアセンター登録団体の一覧表をＨＰ（http://www.kameyama-shakyo.or.jp）
に載せています。是非ご覧になってください！
　さらに、中央公民館とボランティアニーズを情報共有し、講座開催やボランティアコーディネイトに役
立てています。また中央公民館にて講座を開催するときは、協働でＰＲに取り組んでいます。

　すでに市内でボランティア活動されている団体や個人の方は活動支援を行わせて頂きますので、当セン
ターへの登録をお願いいたします。

地区福祉委員会の
活動を紹介します

ネットワーク

あなたもボランティアをしませんか？あなたもボランティアをしませんか？

お問合せ：亀山市ボランティアセンター(亀山市社会福祉協議会内） TEL 82-7985
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福祉委員会（地域福祉の推進役）

活動内容

朗読ボランティア しゃくなげの会朗読ボランティア しゃくなげの会朗読ボランティア しゃくなげの会

地域の特色
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●第10回亀山市社会福祉大会を開催します。●第10回亀山市社会福祉大会を開催します。
　亀山市内における社会福祉功労者の顕彰と記念講演会を行います。
一般の皆さまのご参加もできますので、ぜひご来場ください。
と　　き　平成26年11月26日（水）13：00～ 受付　13：30 開会
と こ ろ　亀山市中央コミュニティセンター（亀山市東御幸町63）
記念講演　14：20～「地域の絆、みんなの笑顔♪（仮題）」　
講　　師　こころ元気研究所所長　鎌田　敏 氏

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成26年６月11日～平成26年９月10日まで）

櫻井　潤一　様　　亀山高校三九会　様

●平成２７年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します。●平成２７年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します。
●採用予定人数　１名程度
●応募資格　　　昭和５９年４月２日以降生まれの方で、次に該当する方 
　　　　　　　　（１）心身共に健康で、社会福祉の仕事や心身障がい児・者に理解のある方
　　　　　　　　（２）４年制大学を卒業した方または卒業見込みの方
　　　　　　　　（３）普通自動車運転免許を所有の方または採用時までに取得見込みの方
　　　　　　　　（４）通勤可能な方
●試験（第一次）の日時・場所など　※第二次試験（面接）の実施日等については、第一次試験合格者に通知します。
　　　　　　　　と　　き　平成２６年１１月９日（日）午前９時～　　ところ　市総合保健福祉センター あいあい
　　　　　　　　試験科目　適性検査、教養試験、小論文の各筆記試験
●受付期間　　　平成２６年１０月１日（水）～ 平成２６年１０月２８日（火）
　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日を除く）　※郵送による申し込みは、１０月２８日（火）必着
●採用予定日　　平成２７年４月１日
●申込書の請求・提出、問い合わせ先　亀山市社会福祉協議会　総務係　　ＴＥＬ ０５９５－８２－７９８５
※詳しくは社協ホームページをご覧ください。

主 な 記 事
●ふくし最前線！子育てサロン「ママクッキング」　　　　　１・２ページ
●社会福祉協議会活動紹介コーナー　　　　　　　　　　　　 ３ページ
●Let’s ボランティア！（朗読ボランティアしゃくなげの会） ４ページ
●地区福祉委員会活動紹介（加太地区コミュニティ） 　　　　 ５ページ
●お知らせ（平成27年度 亀山市社会福祉協議会正規職員募集 他）  ６ページ

「社協だより」は、
市民の皆様から
いただいている会費
で発刊しています。亀山市の福祉指数（平成26年9月１日現在）

市総人口　49,970人　 65歳以上の人口 12,179人（男性 5,382人 女性 6,797人）

世帯数　20,528世帯　 18歳以下の人口   8,936人（男性 4,538人 女性 4,398人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 24.3％

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

●平成２６年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました。●平成２６年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました。
皆様にご協力いただいた会費は市内の地域福祉活動の推進に役立てさせていただきます。
今後ともご理解ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

発行
〒519‒0164　亀山市羽若町545番地　市総合保健福祉センター｢あいあい｣内
　　　　　   TEL 0595‒82‒7985　FAX 0595‒83‒1578
ホームページアドレス  http://kameyama-shakyo.or.jp
　　　メールアドレス aiai@kameyama-shakyo.or.jp

亀山市社会福祉協議会
社会福祉法人

「社協」は 社 会福祉 協 議会の略称です。

平成26年10月１日発行

第39号

●あいあい祭り２０１４ ～健康・福祉・医療・地域　であい ふれあい ささえあい～●あいあい祭り２０１４ ～健康・福祉・医療・地域　であい ふれあい ささえあい～
　市民の健康増進と福祉に対する理解を深め交流を図ることを目的に、今年も「あ
いあい祭り」を開催します。
　舞台発表や模擬店、展示コーナーなど盛りだくさんの内容で、景品が当たるスタン
プラリーも行います。皆様のご来場をお待ちしております。
日時　平成26年１０月１９日（日） 9:45～14:00
場所　亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
　　　亀山市立医療センター

お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業のため有効活用させていただきます。厚くお礼申し上げます。

【講師プロフィール】 昭和43年生まれ、大阪府出身。
神戸大学院卒業後、阪神大震災を経験。企業に
就職後、突然の病を発症し「人生は、心のあり方ひ
とつでガラリと変わる」ことに気づき、平成17年3月
「こころ元気研究所」を設立。こころ元気配達人とし
て全国各地で講演活動を行っている。
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最前線！ふく し
子育てサロン
「ママクッキング」
子育てサロン
「ママクッキング」

親子で楽しく、料理を作ろう！


