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ハッピー
コスモスちゃん

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

ゆるキャラ達とニッコリ♬
～きづがわっこ秋祭り～

　秋晴れの中、「きづがわっこ秋祭り」が９月27
日㈮アスピアやましろで開催されました。
　模擬店や催しに参加した親子は、なんと167名！
　ゆるキャラとの撮影会では携帯やカメラで撮影
するお母さんたちの姿がたくさん見られ、子供た
ちの喜ぶ顔がいっぱいに広がりました。
　秋の虫声聞き当てゲームでは、お母さんたちも
奮闘？！
　いっぱい食べて、いっぱい遊んで、みんな笑顔
になりました。

訓練を市内全域で実施
　10月に市内４圏域に分かれて徘徊模擬訓練を実施しま
した。キャラバンメイトによる認知症サポーター養成講
座で認知症についての理解を深めた後、認知症の人が行
方不明になった場合を想定して、警察、消防署、ＪＲ、
近鉄の協力のもと徘徊模擬訓練を行いました。認知症高
齢者の発見、声掛け、保護などの訓練を通して、認知症
になっても安心・安全に外出できる地域を作るために、
高齢者やその家族を地域で支えていくための「高齢者見
守りネットワーク」の構築の必要性を感じました。

歳末たすけあい募金のお願い
～地域で福祉 みんなで参加～

　10月10日㈭に弁天座
へ観劇に行きました。
「劇団大川」の涙と笑い
の人情芝居を楽しみ、帰
りは「まほろばキッチ
ン」でお買いものをして
楽しく一日を過ごすこと
ができました。

　12月1日～20日まで歳末たすけあい
募金運動を実施しますので、ご協力お
願いいたします。
　皆様からご協力いただきました募金
で、12月に開催する「サロン活動」
その他、世代間交流事業、障がい者施
設及び団体への援助、おせち料理等に
助成します。

平成25年度　市民ボランティア入門講座を開催

ふれあいサロンサポーター養成講習会を開催

　９月14日㈯木津川市中央交流会館（いずみ
ホール）にて79名の参加で講座を開催しまし
た。皆さん熱心に受講されいろいろなボラン
ティアを知っていただきました。受講された
方・ボランティアに興味がある方、ぜひ、活
動に参加して下さい。講師をしていただいた
ボランティアの方々、ありがとうございました。

木津川市役所本庁１階ロビーにて活動パネルの展示をします。11月26日㈫～12月２日㈪

　９月27日㈮関西光科学研究所（大ホール）にて62名の参
加で講習会を開催しました。
　日本レクレーション協会員の方々によるサロンでのレクレ
ーションや活動報告、大谷大学文学部社会学科教授　山下憲
昭氏による講義を受けました。講義中には笑いもあり多くの
方に喜んでいただけた講習会になりました。

「今、あらためて向こう三軒両隣」
という講義を受けました。

観劇後、役者さん達と交流

加茂支部秋の交流会
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職員有志５名が舞鶴市へ

※後日、詳細については申込者に案内いたします。

梶田　昌宏　様
加茂プラネタリウム館　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様

…………………………石臼
……配食食材（栗）

…………………………10,000円
……………配食食材（なすび等）
………配食食材（かぼちゃ・ゴーヤ等）

善意のご寄付ありがとうございました

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　11月１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　11月13日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　11月22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

11月８日㈮
（11月1日８時30分から予約受付）

12月13日㈮
（12月2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。

（11月1日から予約受付）

日　時　11月15日（金）13時30分～1６時
会　場　山城保健センター
申込み・問合わせ　木津川市社協 （☎71-9559）
木津川市・相楽郡内であればどなたでもご利用いただけます。

　9月22日㈰京都府災害ボランティアセンター運行のボランティア
バスに乗って、台風18号で被害を受けた舞鶴市へ行きました。
　支援に入ったのは下東地区。由良川から水が溢れてきて、田んぼが
川になり２ｍの石垣の上にある家が床下浸水したという地域でした。
　流されてきた藁・土砂を撤去し、
住民の方々に喜んでいただきました。
　帰りのバスの中ではボランティア
の皆さんで「少しのお手伝いしかで
きなかったけど、行って良かった」

「喜んでいただいて嬉しかった」と思
いを共有することができました。

第7回 グラウンド・ゴルフ大会

第4回介護者交流事業案内

京都府社会福祉大会
受賞おめでとうございます

日　　時　　11月17日（日）　受付９時～
　　　　　　雨天の場合19日（火）
場　　所　　木津ふれあい健康グラウンド
問合わせ　　木津川市社協　☎71－9559
主　　催　　木津川市グラウンド・ゴルフ協会
　　　　　　木津川市社会福祉協議会

　９月７日㈯加茂小学校体育館で防災ワークショ
ップを開催しました。
　当日は、加茂支部から60名の参加があり、非
常持ち出し袋の確認やとん汁とハイゼックス炊
飯の昼食、車いすの使用方法、簡易担架の作り
方、相楽中部消防による救命救急講習を行いま
した。
　「防災について家族で話し合い、準備していき
たい」、「毛布で人が運べることや、袋でご飯が
炊けるハイゼックス炊飯など色々な体験が出来
てよかった」などの感想をいただきました。
　防災や救命に関する知識を得るとともに、日
頃の備えについて考える良い機会になりました。

　９月９日㈪在宅で介護されている方 １々１名が、
日頃の疲れを癒しに神戸に出かけ、ベイクルー
ズ、南京町散策、美味しい中華のランチにと束
の間のときを楽しみました。

日　　時　　11月29日㈮　10時～ 16時
内　　容　　宇治の紅葉名所巡り
　　　　　　※宇治までバスで行きます。
参 加 費　  1,000円
対 象 者　　木津川市に在住し、在宅で介護を
　　　　　　されている方
申込締切　　11月15日㈮
　　　　　　ご参加お待ちしております。

平成25年度社会福祉事業・ボランティア功労者知事表彰
　　藤原　文子　　NPO法人子育てサポートフレーフレークラブ

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　　　　ボランティア功労者
　　田　　茂　　髙瀬　哲也　　　いきいきサロングループ
　　武田　　治　　西岡　政治　　　子育てサロン　りんごちゃん
　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょみボラ
　社協活動功労者　　　　　　　　　病児・障がい児の地域生活を
　　南部　鈴枝　　脇田　　睦　　　支える会「てくてく」
　　井上　敬子　　菊地　慶郎　　　押し花＆グラスアートサークル
　　横谷　　博　　　　　　　　　　　「こすもす」

（敬称略）
防災ワークショップ第３回介護者交流事業

加茂
支所

家の庭に流れついた土砂を土のう袋
に詰めて運んでいます。

住民参加型助け合いサービス

協力会員募集中!!協力会員募集中!!　住民参加型助け合いサービスでは家事・介助・送迎などのお世話のできる協力会員さん
を募集中です。詳しくは下記までお問い合わせください。

※問合わせ　木津川市社協（☎71-9559）

サービスの種類
家事支援サービス
軽易な介助サービス
福祉送迎サービス

その他のサービス

料金（最初の1時間）
700円
700円
700円
850円

延長（30分毎）
400円
400円
400円
400円

市内
市外

1 回　　1,000 円

はじめてご利用される方は会員登録してからの利用となります。

【利用会員】

【年会費】

木津川市に居住し、何らかの事情
によって日常生活を営むのに支
障のある方

（福祉送迎サービスにおいては、
要介護・要支援・障害者手帳をお
持ちの方）
年額1,000円

料
金
表
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ふれあいサロンサポーター養成講習会を開催

　９月14日㈯木津川市中央交流会館（いずみ
ホール）にて79名の参加で講座を開催しまし
た。皆さん熱心に受講されいろいろなボラン
ティアを知っていただきました。受講された
方・ボランティアに興味がある方、ぜひ、活
動に参加して下さい。講師をしていただいた
ボランティアの方々、ありがとうございました。

木津川市役所本庁１階ロビーにて活動パネルの展示をします。11月26日㈫～12月２日㈪

　９月27日㈮関西光科学研究所（大ホール）にて62名の参
加で講習会を開催しました。
　日本レクレーション協会員の方々によるサロンでのレクレ
ーションや活動報告、大谷大学文学部社会学科教授　山下憲
昭氏による講義を受けました。講義中には笑いもあり多くの
方に喜んでいただけた講習会になりました。

「今、あらためて向こう三軒両隣」
という講義を受けました。

観劇後、役者さん達と交流
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