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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

ボランティアを募集しています
　アンサンブルＨＡＮＡは音楽演奏ボランティ
アです。月に2回、月曜日に木津老人福祉センタ
ーで練習をしています。活動場所は主に木津川
市近辺の高齢者施設です。現在、ヴァイオリン、
ヴィオラ、チェロ、フルートの演奏が出来る方
を探しています。
　演奏曲目は、唱歌、童謡、クラシック、歌謡
曲などです。
　一緒に楽しく活動しませんか。共に活動して
いただける方を募集しています。

　品物をご提供いただきました市民の皆様をはじめご来場くださいました方々に厚く御礼申
し上げます。バザーの売上金は、地域福祉活動の貴重な財源として活用させていただきます。

売上金額　　　　356,000円
来場者数　　　　　 約330名
物 品 数　　　　　 3,225点

福祉バザーを盛大に開催

世代間交流冬のつどいの案内世代間交流冬のつどいの案内

子どもから高齢者までお気軽にご参加ください。
午年にちなんだウマーいプログラムをご用意してお待ちしています。

【日　時】 平成26年１月25日㈯
　　　　 10時～13時

【場　所】 木津老人福祉センター
【内　容】 おもちつき、ジャンボ

カルタ、昔の遊び（けん
玉、コマ等）　他

【申込締切】 平成26年１月17日㈮
【問合わせ】 木津支所（☎72－5532）

木津会場
【日　時】 平成26年１月18日㈯
　　　　 11時～15時

【場　所】 加茂ふれあいセンター
【内　容】 おもちつき、ゲーム、
　　　　 カルタ他

【申込締切】 平成26年１月９日㈭
【問合わせ】 加茂支所（☎76－4338）

加茂会場
【日　時】平成26年１月18日㈯
　　　　 10時～12時

【場　所】やすらぎ苑
【内　容】 おもちつき
　　　　 ジャンボカルタ他

【申込締切】平成26年１月10日㈮
【問合わせ】 山城支所（☎86－4151）

山城会場

アンサンブルＨＡＮＡ

山城会場（10月27日開催）

木津会場（11月３日開催）
売上金額　　　　680,000円
来場者数　　　　　 約600名
物 品 数　　　　　 5,816点
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ありがとうございました。

開始前には長蛇の列ができて
いました　　　　　　　　　

たくさんの方に来ていただきました

お目当ての品を袋に詰めていきます

皆さん真剣です
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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

（平成25年度１月実施、山城での世代間交流の様子）
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※後日、詳細については申込者に案内いたします。

カラオケスタジオサウンドＢＭ　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様

……15,406円
……………………………5,000円
…………………………蒸し器他
………配食材料(ピーマン、なす)
…………………………………扇子

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　12月6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　12月11日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　12月20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

12月13日㈮
（12月2日８時30分から予約受付）

１月10日㈮
（１月６日８時30分から予約受付）

無料法律相談（各月　先着5名）

山城南地区社協
司法書士法律相談
12月２日㈪までに電話で予約
してください。

日　時　12月3日（火）13時30分～1６時
会　場　和束町社会福祉センター
申込み・問合わせ　和束町社会福祉協議会 （☎78-3312）
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。

日　時　１２月８日㈰　１０時～１６時
場　所　加茂文化センター
内　容　社会福祉協議会と身体障がい者協議

会の共同で大好評の卓球バレーの実
演・体験をはじめ、コーヒー販売、活
動紹介など、見どころがいっぱいです。

　　　　おもちゃの修理をしてくれるおもちゃ病
院と、おもちゃの貸し出しをしてくれる
おもちゃの図書館もあります。

　この事業は、高齢者や知的障がい者・精神障がい者が地域で安心して自立した生活をすることを支援
するためのものです。判断能力が十分ではないため、福祉サービスの利用や日常の金銭管理が一人では
不安な方に利用していただいています。

①福祉サービスの利用をお手伝いします。
福祉サービスの利用で困っている方には…

福祉サービスについての情報を提供し、
サービス利用をお手伝いします。

役所などからの書類の手続きが心配な方には…

役所などからの書類の手続きを
お手伝いします。

支払いで困ったり心配な方には…

公共料金の支払いや手続きを
お手伝いします。

通帳やはんこの管理が心配な方には…

通帳などの管理をお手伝いします。

②日常的な金銭管理をお手伝いします。

福祉サービス利用援助事業のご紹介

【問合わせ】　木津川市社協　(☎71-9559)

　10月18日㈮元気ディの遠足で奈良市防災セ

ンターに見学に行きました。家にあってもよくわ

からなかった消火器の使い方などの体験に積極

的に取り組

みました。

また、災害時、

すぐに役立

つ情報も得

ることがで

きました。

元気ディ秋の遠足
冬もホットに“卓球バレー”
木津川市人権文化のつどい
キラリさわやかフェスタ

ふれあいひろば報告
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瓶原支部秋の交流会
　10月24日㈭に弁天座へ観劇に行きました。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
いものをしました。
車中でも、賑やか
にお話しがはずみ、
楽しい一日を過ご
されました。

　10月12日㈯いずみホールで開催しました。今年は介護事業
所による介護相談コーナーや介護用品の展示、ビンゴ大会を
開催し盛況でした。模擬店では朝のうちに完売が続出。舞台
発表では迫力のあるいずみ太鼓や木津小学校の金管クラブ
の演奏等がありました。恒例のたかっちゃんの紙芝居やポン菓
子でも子供たちの笑い声が聞こえ大人も子どもも笑顔で楽し
みふれあいの輪を広げた一日となりました。

　10月27日㈰アスピアやましろで開催しました。
　台風27号の直撃が懸念されるも、すがすがしい秋晴れのもと、盛況
に行われました。ボランティア体験や模擬店、力作の展示等見どころが
たくさんでした。
　今回は新しい試みで、福祉バザーを同時開催。開始前から長蛇の列が
できて、抱えきれないほどの品物を手にした姿もあちこちで見られました。
　盛りだくさんのプログラムに多くの方々にご来場いただき、市民同
士の交流を深めることができました。

元気ディ加茂金曜日グループの様子

加茂
支所

たかっちゃんの紙芝居。子ども達も真剣。

　11月10日㈰加茂支所前広場と加茂文化センターで盛況に
開催しました。
　今年も、青空野菜市、フリーマーケット、模擬店、ゆるキャラト
リオとの思い出撮影、ボランティア活動展示など盛り沢山の催
しに多くの市民の方々にご参加いただき、市民同士の交流を
深めることが出来ました。
　野菜市の売れ行きも好調で、福祉活動の貴重な財源として
活用させていただきます。
　野菜の提供や参加ご協力くださいました皆様ありがとうございました。 恒例の野菜市

模擬店も盛況でした。

ひとり暮らし高齢者
高齢者世帯を励ます会

　11月12日・13日の両日いずみホールで木津東
部・西部民生児童委員協議会と社会福祉協議会木
津支所との共催事業として高齢者等を励ます会を
開催しました。
　高齢者の引きこもりを防ぎ、地域の方々との交
流を深める機会を提供し、東部59名、西部57名
の参加がありました。
　ボランティア
による楽器演奏
やコーラスを鑑
賞し、お弁当を
食べて皆さん笑
顔で会話を楽し
みました。
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ン
に
参
加
の
巻

ありがとうございました。

開始前には長蛇の列ができて
いました　　　　　　　　　

たくさんの方に来ていただきました

お目当ての品を袋に詰めていきます

皆さん真剣です

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.66
12月号思いやり

ひろがる
輪

あふれる
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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

（平成25年度１月実施、山城での世代間交流の様子）
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