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ハッピー
コスモスちゃん

ボランティア募集
おもちゃの図書館

ボランティアセンター
ボランティア連絡協議会 問合わせ TEL.72-9155

急募

ふれあいひろば

　探しています!!子供の大好きな方急募しています。
初めての方やお友達同士での参加でもOKです。
日　時　毎月　第１・３水曜日　10時～
場　所　木津老人福祉センター
内　容　おもちゃの準備・貸出しの手続き
　子どもたちに当日遊んでもらうおもちゃを準備し、
その中で気に入ったおもちゃがあれば、家でも楽
しくあそんでもらえるように貸出します。

時　間　10時30分～14時30分
場　所　加茂支所前広場と加茂文化センター
内　容　青空野菜市・フリーマーケット・模擬店
　　　　玄関コンサート・ボランティア活動展示・その他
＊青空野菜市で販売する野菜を提供してください。
　どうぞよろしくお願いします。
＊フリーマーケット出店者　募集
　先着順で受付中です。１区画（3.5ｍ×３ｍ）2,000円
　※申込みは木津川市社協　加茂支所までお願いします。

時　間　10時30分～14時30分
場　所　アスピアやましろ
内　容　絵画展・模擬店・昔の遊び体験
　　　　ボランティア体験
　　　　おもちゃの図書館
　　　　啓発コーナー　他

福祉バザー同時開催（販売開始は10時45分）

※当日はバスを運行します。
　山城地域には運行時間表を配布しますので
　そちらでご確認下さい。

11月10日㈰ in 加茂
10月27日㈰ in 山城

10月12日㈯ in 木津
時　間　10時～15時
場　所　中央交流会館（いずみホール）
内　容　模擬店・ボランティアコーナー
　　　　介護相談コーナー・ちびっこ広場
　　　　舞台発表…和太鼓「木の鼓」
　　　　コーラス「スイートポテト」
　　　　木津小学校金管クラブ
　　　　読み聞かせ「おはなしたまご」

※缶バッチに写真を入れたい
　場合は缶バッチにしたい部
　分が４㎝角で収まる写真を
　持参して下さい。ハッピーコスモスちゃん

缶バッチ作りも

出来るよ!

徘徊模擬訓練のご案内（木津・山城圏域）
～認知症の人と家族を地域で支えるために～

　徘徊模擬訓練を通して、認知症の理解を深め、認知症の人や家
族が地域で安心して暮らしていただけることを目的に行います。
内　容　・認知症サポーター養成講座
　　　　・徘徊模擬訓練・意見交換会
時　間　13時30分～ 16時40分
　　　　　木津東部　　　　木津西部　　　　　　山城
日　程　10月18日㈮　　　10月25日㈮　　　10月28日㈪
場　所　庁社北別館　　　 相楽老人福祉センター　 山城保健センター
　　　　　　　　　　　　  （女性センター）

申込締切　木津圏域 10月11日㈮　　  山城圏域10月21日㈪
問合わせ　地域包括支援センター　　 地域包括支援センター
　　　　高齢介護課内　　　　　　 高齢介護課内
　　　　（☎75－1213）　　　　 　 （☎75－1213）
　　　　木津川市社協　　　　　　 木津川市社協
　　　　木津支所　　　　　　　　 山城支所
　　　　（☎72－5532）　　　　      （☎86－4151）
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おせち料理申込みのご案内
　「歳末たすけあい募金」の
配分事業として、おせち料理
をお届けします。
　希望される方は、申込書を
配食ボランティア又は各地域
担当の民生委員に渡していた
だくか、社協窓口までお願い
いたします。

対 象 者　12月１日現在、木津川市在住で
　　　　　①満75歳以上のおひとり暮らしの方
　　　　　②配食サービスを利用されている方
申込締切　11月29日㈮
お届け日　木津12月26日㈭　午後
　　　　　加茂12月24日㈫　午後
　　　　　山城12月25日㈬　午後
　　　　　※真空パックでお届けします。
　　　　　　重箱はついていません。
問合わせ　木津川市社協　各支所

ボランティアグループの
活動パネルを展示します

　85組のボランティアグループが日ごろ
活動している様子を展示します。
　あなたにピッタリなグループが見つか
るかも。皆さん、ぜひ見に来て下さい。
日　時 　11月26日㈫～12月２日㈪
　　　　８時30分～17時
場　所　木津川市役所本庁
　　　　１階住民活動スペース

第４回介護者交流事業
　日ごろの疲れやスト
レスをいやし、介護者
同士の交流、情報交換
等々でリフレッシュし
ましょう！
日　時
　11月29日㈮
　10時～16時
場　所
　宇治の紅葉名所巡り
※宇治までバスで行きます
参加費
　１人1,000円
締切り
　11月15日㈮
申込み・問合わせ
　木津川市社協
　（☎71－9559）
ご参加お待ちしてます。

URL ht tp : / /www.kyoshakyo .o r . j p /k i zugawa/
木津川市社協だより
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この広報紙は一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

本所・木津支所　〒619-0214　木津川市木津川端 19 番地　　　〔木津老人福祉センター内〕 TEL.0774-71-9559　FAX.0774-72-7690
加茂支所　〒619-1127　木津川市南加茂台6丁目3番地　〔加茂ふれあいセンター内〕TEL.0774-76-4338　FAX.0774-76-8277
山城支所　〒619-0205　木津川市山城町椿井北代102番地　〔山城保健センター内〕　　TEL.0774-86-4151　FAX.0774-86-4521
介護保険事業所　〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地1及び42番地２ TEL.0774-73-2080　FAX.0774-73-2191

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会
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※後日、詳細については申込者に案内いたします。

小川　恵美子　様
匿名　様
匿名　様

…………………車椅子他
……配食食材（万願寺とうがらし、なす等）
……配食食材（島オクラ・きゅうり等）

善意のご寄付ありがとうございました

日　時　11月３日㈰
　　　　13時30分～15時
場　所　木津川市中央体育館
収　集　地域ごとに回覧でお知らせします。
問合わせ　木津川市社協　木津支所
　　　　☎72－5532　FAX 72－7690
　なお、バザーの収益金は、支部運営事業など
地域福祉充実のために使わせていただきます。
　市民の皆様のお越しを心よりお待ちしています。

相 談 コ ー ーナ

心配ごと相談 問合わせ　木津支所(☎72-5532)・加茂支所(☎76-4338)・山城支所(☎86-4151)

木津支所　10月4日（金）
13時30分～16時　木津老人福祉センター 13時30分～16時　ふれあいセンター

加茂支所　10月9日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　10月25日（金）

申込み・問合わせ　木津川市社協  ☎71-9559

■必ず電話で予約してください。弁護士が応じます。
■多くの方にご利用いただくために、相談は1人年間（4月

～3月）1回に限らせていただきます。ご了承ください。

木津老人福祉センター
13時～15時30分

10月11日㈮
（10月1日８時30分から予約受付）

11月８日㈮
（11月１日８時30分から予約受付）

法律相談（各月　先着5名）

山城南地区社協
司法書士法律相談
必ず電話で予約してください。

（10月1日から予約受付）

日　時　10月８日（火）13時30分～1６時
会　場　笠置町老人福祉センター
申込み・問合わせ　笠置町社会福祉協議会 （☎0743-95-2750）
木津川市・相楽郡であればどなたでもご利用いただけます。

ジェット機にじぇじぇじぇ！
圧巻の着陸シーン

福祉バザーのご案内
木津会場

日　時　東部地域　11月12日㈫　11時～15時
　　　　西部地域　11月13日㈬　11時～15時
会　場　中央交流会館（いずみホール）
参加費　1,000円　※当日いただきます
対象者　旧木津町在住で昭和14年12月31日
　　　　以前生まれの数え年75歳以上の方で
　　　　１人暮らし又は高齢者世帯の方
申込先　各地域の民生委員又は支部長
　　　　木津川市社協　木津支所（☎72－5532）
申込締切　10月18日㈮

一人暮らし高齢者・
高齢者世帯を励ます会

障がい児・者のつどい
　９月８日㈰、70名で関西国際空港を目指しまし
た。行きの車中からドキドキワクワク。お目当て
の世界各国の旅客機が飛び交うド迫力の着陸シー
ンでは、真下から見る機体に今にも手が届きそう
で飛行機が舞い降りるたび「お～すごい！お～す
ごい！」とあちらこちらで大歓声と拍手が沸き起
こりました。
　 昼食は、機内食をほおばりながら、ひと時の
フライト気分。大人も子どもも大はしゃぎの楽し
い1日となりました。

　８月9･10･21･22･26･27日の
６日間に亘り夏祭りを開催しました。
　かき氷・ポップコーン・ベビーカステラなど
の屋台やゲームの催しなど盛りだくさんのイベ
ントが行われました。
　また、ボランティアの方々によるコーラス・
大正琴・演奏を楽しんでいただきました。

バザーの物品提供

よろしくお願いします

介護保険事業所職員募集
募集内容

詳細につきましては介護保険事業所 〒619-0222 木津川市相楽山松川42番地１及び42番地２（☎73－2080）
に問合わせて下さい。

職　　　種 資　　　格 時　　　給曜日・時間
看護師
訪問入浴・通所介護での
勤務可能な方

通所介護
介護職員

訪問入浴
登録ヘルパー

訪問介護
登録ヘルパー

看護師

ヘルパー2級資格
要普通免許

ヘルパー2級以上
介護福祉士資格尚良し
要普通免許

土・祝日で
１日６時間から

月～土曜日
週２～５日

月・金曜日
半日からＯＫ

１日１時間半～
※曜日応相談

1,500円～

（ヘルパー）　 850円～
（介護福祉士）900円～

1,000円～

1,100円～
※土・日・祝200円ＵＰ

木津
支所

木津
支所

介護保険事業所 ケアセンター ハッピーコスモス

第２回夏祭り 

ポップコーン

魚釣りゲーム

ハッピーコスモスちゃんも参加

炭こう節

コーラス

2
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～認知症の人と家族を地域で支えるために～

　徘徊模擬訓練を通して、認知症の理解を深め、認知症の人や家
族が地域で安心して暮らしていただけることを目的に行います。
内　容　・認知症サポーター養成講座
　　　　・徘徊模擬訓練・意見交換会
時　間　13時30分～ 16時40分
　　　　　木津東部　　　　木津西部　　　　　　山城
日　程　10月18日㈮　　　10月25日㈮　　　10月28日㈪
場　所　庁社北別館　　　 相楽老人福祉センター　 山城保健センター
　　　　　　　　　　　　  （女性センター）

申込締切　木津圏域 10月11日㈮　　  山城圏域10月21日㈪
問合わせ　地域包括支援センター　　 地域包括支援センター
　　　　高齢介護課内　　　　　　 高齢介護課内
　　　　（☎75－1213）　　　　 　 （☎75－1213）
　　　　木津川市社協　　　　　　 木津川市社協
　　　　木津支所　　　　　　　　 山城支所
　　　　（☎72－5532）　　　　      （☎86－4151）
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おせち料理申込みのご案内
　「歳末たすけあい募金」の
配分事業として、おせち料理
をお届けします。
　希望される方は、申込書を
配食ボランティア又は各地域
担当の民生委員に渡していた
だくか、社協窓口までお願い
いたします。

対 象 者　12月１日現在、木津川市在住で
　　　　　①満75歳以上のおひとり暮らしの方
　　　　　②配食サービスを利用されている方
申込締切　11月29日㈮
お届け日　木津12月26日㈭　午後
　　　　　加茂12月24日㈫　午後
　　　　　山城12月25日㈬　午後
　　　　　※真空パックでお届けします。
　　　　　　重箱はついていません。
問合わせ　木津川市社協　各支所

ボランティアグループの
活動パネルを展示します

　85組のボランティアグループが日ごろ
活動している様子を展示します。
　あなたにピッタリなグループが見つか
るかも。皆さん、ぜひ見に来て下さい。
日　時 　11月26日㈫～12月２日㈪
　　　　８時30分～17時
場　所　木津川市役所本庁
　　　　１階住民活動スペース

第４回介護者交流事業
　日ごろの疲れやスト
レスをいやし、介護者
同士の交流、情報交換
等々でリフレッシュし
ましょう！
日　時
　11月29日㈮
　10時～16時
場　所
　宇治の紅葉名所巡り
※宇治までバスで行きます
参加費
　１人1,000円
締切り
　11月15日㈮
申込み・問合わせ
　木津川市社協
　（☎71－9559）
ご参加お待ちしてます。

URL ht tp : / /www.kyoshakyo .o r . j p /k i zugawa/
木津川市社協だより

平成25年

No.64
10月号思いやり

ひろがる
輪

あふれる
笑顔

この広報紙は一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

本所・木津支所　〒619-0214　木津川市木津川端 19 番地　　　〔木津老人福祉センター内〕 TEL.0774-71-9559　FAX.0774-72-7690
加茂支所　〒619-1127　木津川市南加茂台6丁目3番地　〔加茂ふれあいセンター内〕TEL.0774-76-4338　FAX.0774-76-8277
山城支所　〒619-0205　木津川市山城町椿井北代102番地　〔山城保健センター内〕　　TEL.0774-86-4151　FAX.0774-86-4521
介護保険事業所　〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地1及び42番地２ TEL.0774-73-2080　FAX.0774-73-2191

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会
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