
亀山市の福祉指数（平成29年6月１日現在）

市総人口　49,605人　 65歳以上の人口 12,842人（男性 5,729人 女性 7,113人）

世帯数　20,922世帯　 18歳以下の人口   8,932人（男性 4,581人 女性 4,351人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.8％

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

発行 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会 〒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　URL http://kameyama-shakyo.or.jp　facebook http://facebook.com/kameyama.shakyo

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
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。

生活・福祉のお困りごと
ご相談ください  ☎82-7985

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成２9年3月１日～平成２9年6月1日まで）

亀山市障害者福祉協会様、亀山市立亀山東小学校６年生様、株式会社 スズカ様、
ボランティアサークル亀山元気の会様、森本 隆様、今西 康隆様
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。

●社会福祉関係表彰のお知らせ●社会福祉関係表彰のお知らせ

●つくしの家生活支援員を募集します●つくしの家生活支援員を募集します

●新入職員紹介●新入職員紹介
豊田　夏美（地域福祉係）
【好きなこと】　
ピアノを弾くこと

【ひとこと】　
笑顔で頑張りますので
宜しくお願いします！

　いよいよ夏本番です

ね。とあるサロンで家

でとれた野菜を持ち

寄って暑中見舞いの絵

葉書を書きました。絵の具を使ってかいてみるの

も楽しいものですね！サロンや地域の集まりでも

ぜひチャレンジしてください。

見て聞いて話して

　障害福祉サービス事業所において日中活動（食事、排せつなどの介助及びレクリエーショ
ンや作業の援助）の支援をするお仕事です。
◎募集人数…若干名
　　　　　　※普通自動車運転免許をお持ちの方
◎時　　給…940円（交通費別途）
◎勤務時間…月曜～金曜　8:30～17:15（土日祝休み）　
◎申込・問合せ先…障がい福祉係　☎82-9087　　　

瑞宝双光章（更生保護功労）　保護司会副会長　川村　久美子さん　（木下町）

川村さんは現在保護司、心配ごと相談員として活躍していただいています。
今後の更なるご活躍を期待しています。

◆保護司とは法務大臣の委嘱を受けた、罪を犯した人たちなどの支援をする方です。
◆心配ごと相談員とは、社会福祉協議会から委嘱を受けた、　相談援助の豊富な経験を有する方です。

　いら
っしゃい、　いら
っしゃい、　いら
っしゃい、

　　コミュニティサロンへ　　コミュニティサロンへ　　コミュニティサロンへ
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こんにちは！

顔見知りを増やしたり、
地域とつながる場にで
きればと思います。立
ち上がったばかりなの
で、これからがスタート
です。

　サロンを新しく立ち上げたい！参加
してみたい！など、サロンに関するお
問い合わせ、ご相談は亀山市社会福祉
協議会までお気軽にご相談ください。
☎82-7985
　サロンを訪問した様子は亀山社協
公式Facebookでも公開しています⇒

ゆっくり座っておしゃべりタイム

亀山社協

クリック

サロンとは…
　市内各地で高齢者、障がい者、子育て中の
親子などが集まり、地域の仲間や居場所づく
り、引きこもり防止などを目的に行う活動で
す。
　亀山市社会福祉協議会では、サロン活動を
推進しており、平成29年度から新たに地域の
人誰もが集えるコミュニティサロンもサロン
活動推進助成事業の助成対象となりました。
　平成29年度に申請を頂いた８団体の中から
今回は「こいこいクラブ」を紹介します。

今日のメニューはパンとコーヒー
各自の持ち込みももちろん大歓迎！！

お子さんのお迎えなど好きな時間に
自由に出入りしても大丈夫

サロンの会場に着くと笑顔で温かく
迎え入れてくれました

お
い
し
そ
う
に

焼
け
た
ね
！

また来ます♪

こいこいクラブ（みずきヶ丘）

場　　所：みずきが丘集会所
時　　間：毎週金曜日　
　　　　　10：00～12：00
参 加 費：100円

現在ぞくぞくとコミュニティサロンが
立ち上がっています！ 
あなたも最寄りのサロンに
参加してみませんか？

「普段は立ち話だけ
ど週に一度落ち着い
て話せる場があるの
は、リフレッシュに
なって嬉しいです」

世話人 打田さん

昨日さー…それで
　それで??

参加者の
声

コミュニ ティサロンコミュニ ティサロンコミュニ ティサロン
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たとえば、このような
お困りごとはありませんか？

お気軽にご相談下さい。

たとえば、このような
お困りごとはありませんか？

お気軽にご相談下さい。

財産財産

問合せ先   亀山市社会福祉協議会 ☎82-7985

　最近物忘れがひどく

なったような気がする。

　大事な書類を頻繁に

紛失したり、金融機関

での預入や払出が一人

では難しくなってきた。

 に関すること

　今は元気だけど、この

先、認知症で判断能力が

衰えたらどうしよう…。

　自分に何かあった場合、

障がいのある子どもの

ことが心配。

に関すること

　介護サービスの契約を

一人で行うことが難しい。

　勧められるまま十分

理解できないままに、

契約に応じてしまって

いるような気がする。

に関すること契約契約 将来将来

　日頃から地域の福祉活動に携わっていただいて

いる関地区民生委員・児童委員の17名の方に、な

かまの部屋を見学していただきました。始めに、

障害福祉サービスと制度について職員が説明し、

障害福祉サービス及び地域の現状など活発なご意
　判断能力に自信がない方や障がいなど

の理由で将来の生活に不安がある方が、

医療や福祉サービスを利用するための手

続きや契約、不動産や預貯金などの財産

管理等が難しい場合があります。

　また、悪徳商法や詐欺など自分に不利

益な契約であっても、よく判断ができず

に契約を結んでしまう場合があります。

　成年後見制度はこのような方を法律的

に保護し、支援する制度です。

市内各園でも福祉教育推進事業に取り組んでいます
　福祉教育とは、「ふだんのくらしのしあわせ」と
いう視点から、自分も地域の大切な一員と考える

教育です。亀山社協では、市内の学校（小・中・

高16校）を指定し、福祉教育を推進していますが、

平成29年度から新たに幼稚園・保育園・認定こど

も園（19園）も取り組んでいます。

社会福祉協議会 活動紹介
関地区民生委員・児童委員　なかまの部屋見学会 5/18成年後見制度

ご存知ですか？
見、ご質問をいただきました。その後、利用者さ

んが作業に取り組んでいる様子を見学していただ

きました。なかまの部屋では、今年度も年に3～4

回、民生委員（障がい部会）との交流会を予定し

ております。

　加太保育園では地域の方を先生としてお招きし、

自然に触れる森の散策や田植え体験、交流を通し

て人との関わりを学んでいます。

　今後も子どもたちの年齢に応じた福祉教育を通

して、地域に福祉の理解者が増えていくよう取り

組んでいきます。

せ い     ね ん    こ う     け ん     せ い       ど

平成28年度相談内容の内訳
成年後見制度利用の相談
　制度についての情報提供など
成年後見制度手続きの相談支援
　申立支援など
その他
　財産管理の相談など

延べ90件
31件

41件

18件

　亀山市社会福祉協議会では、住み慣れ

た地域で安心した生活が送れるよう、成

年後見制度に関する相談や利用するため

の手続き、後見活動などを支援します。
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