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ボランティア連絡協議会 　

問合せ   TEL.72-9155
 
相談・登録

心ゆくまで楽しく交流心ゆくまで楽しく交流
障がい児・者のつどい障がい児・者のつどい

　３月10日（日）障がい児・者のつどいを木津
老人福祉センターで27名の参加のもと開催し
ました。
　卓球バレーをはじめカラオケ、輪投げ、紙
ひこうきづくりなど参加者は思い思いのプロ
グラムを存分に楽しみました。
　「色々できておもしろかった！」の声があふ
れ、今回も参加者と役員が交流し、“地域のふ
れあいの輪”がさらに広がりました。

　3月9日（土）お楽しみの高
齢者交流会。大人気の弁天座
を目指しました。今回は、名
うての『劇団九州男』のお芝
居です。あっという間の3時
間。心底ご満悦の様子で、帰
路の車中も「何回行っても楽
しい」や「私らよりよっぽど
きれいや」の感想が飛び交
い、余韻に浸る一同でした。

　3月11日「イオン　幸せの黄色
いレシートキャンペーン」贈呈式
に、イオンギフトカード（43,300
円）をいただきました。

大満足の人情芝居
当尾支部高齢者交流会

　3月9日（土）福祉委員によ
る手作り弁当をいただきなが
ら、分校の児童による歌、合
奏、音読落語を聴きました。
また、校長先生の道徳の授業
を受け、全員小学生に戻り、
しっかり勉強しました。

　それからお馴染みの委員に
よる落語芝居等をほほえまし
く聞いたり、大きな声で笑っ
たり、楽しいひと時を過ごし
ました。

鹿背山区支部
ふれあいサロン開催

　家族や、友人の前で年に一
度の発表会です。会場の皆さ
んと共に体を動かす場面や、
素晴らしい歌声に手拍子が出
たり、小学生が手芸の体験コ
ーナーに参加したりとバラエ
ティに富んだ発表会となりま
した。
　これからも美しく、元気に
歳を重ね生き生き活動できる
よう、新たなスタートを切ろ
うとしているクラブ員です。

センタークラブ活動発表会
いづみホールで開催

あなたもボランティアに入りませんか！あなたもボランティアに入りませんか！

イオンイオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
　　　　　　ありがとうこざいました
幸せの黄色いレシートキャンペーン
　　　　　　ありがとうこざいました

参加者募集参加者募集
春のふれあいのつどい春のふれあいのつどい加茂

支所

加茂
支所

木津
支所

4月11日(木)11時～14時30分
加茂保健センター
「体操」「会食」
「大道芸人Mr．オクチの
爆笑パフォーマンス」
500円（昼食代込）

【と　き】
【ところ】
【内　容】

【参加費】

加茂地域にお住まいで
70歳以上のお一人暮らしの方
75歳以上の高齢者世帯の方
配食サービス利用の方
元気デイ利用の方
4月5日(金)まで
木津川市社協加茂支所（☎76-4338）

【対象者】
　

【締　切】
【問合せ】

小川正喜様……………テレビ
匿名様………大根（配食食材）

匿名様………………５，０００円
匿名様………………２，０００円

善意のご寄付ありがとう
ございました

・手話サークル
・コーラスグループ
・調理グループ
・朗読グループ
・舞踊グループ
・交流グループ
・子育てグループ

・点字サークル
・楽器演奏グループ
・マジックサークル
・おもちゃの図書館
・ハンドマッサージ
・要約筆記グループ
・傾聴グループ

・読み聞かせグループ
・人形劇グループ
・施設支援グループ
・押し花サークル
・おもちゃ病院
・地域サロングループ
・加茂音頭による慰問

・絵本・紙芝居読み聞かせグループ
・大型紙芝居・音楽活動グループ
・トールペイント・木工制作グループ
・病児・障がい児を支えるグループ

木津支所　4月5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 13時30分～16時　保健センター

加茂支所　4月10日（水） 山城支所　4月26日（金）

申込・問合せ：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相談
は一人、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
4月12日㈮

（4月1日８時30分から予約受付）
5月10日㈮

（5月1日８時30分から予約受付）

13時～15時30分

相 談 コ ー ーナ

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

（定員 各5名）
法律相談

4月1日より山城支所が移転しました
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

保健センターの管理と今まで通りの地域福祉に取り組みます。

新住所

初めての方でも結構です。自分にあったボランティアを見つけてください。
現在登録されているボランティアは

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.58
4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　〒619-0204　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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平成25年度事業計画

重点事業

平成25年度　一般会計予算

会費収入　10,370

その他の収入
3,842

寄付金収入　410

負担金収入　7,070
バザー収入　1,500

共同募金配分金収入　10,108

事業収入　5,906
貸付事業収入　2,500

自立支援費等収入
3,550

補助事業等収入
7,820

住民参加型福祉
サービス　6,031

繰越金収入
3,058

受取利息配当金収入
2,163

雑収入
1,121

経理区分間繰入金収入
12,284

共同募金
配分金
11,203

市補助事業
7,153

生活福祉資金貸付事業
2,881
ボランティア基金
2,380
緊急援護資金貸付事業
2,501
くらしの資金貸付事業

2,001

介護保険事業所
事業　160,043

老人福祉センター
7,001

（単位：千円）

福祉サービス
利用援助事業

5,962

退職積立金
9,588

　『思いやり　あふれる笑顔　ひろがる輪』を基本理念に、「住み慣れた地域で、安心して心豊かに自分らしく
暮らし続けたい」という住民の思いを実現するためにはどうしたら良いかという視点で、様々な活動を通じて
把握した福祉課題を行政や民生児童委員協議会をはじめとする関係団体、当事者の方々、地域住民やボラン
ティア、NPO等と力を合わせ、解決に結びつけるよう努力します。
　広報・啓発活動にも一層力を入れ、さらなる地域福祉の充実に意欲的に取り組みます。

収　入
324,504

支　出
324,504

補助金収入
71,591

受託金収入　36,659介護保険収入
147,550

法人運営
74,355

市受託事業
30,347

助成金収入
60

　おかげさまで介護保険事業も順調に推進しています。
　ディサービスでは、毎月、選択レクレーションや様々な催し物を行っており、今回は1、2月の様子をご紹
介させていただきます。

介護保険事業所

ケアセンターハッピーコスモス

ケアセンターハッピーコスモス
介護のご相談は

回転
寿司

　ご利用者への外出アンケートによると、回転寿司ツアーのご希望
が多く、1月に10回に分けてお出かけしました。お寿司を10皿以上
食べられた方もおられました。
　皆様に「おいしかった」「楽しかった」と大変好評でした。

節分
　節分での催しでは、ご利用者とスタッフが赤鬼と青鬼に扮して記
念写真でポーズ！
　皆様のご長寿を祈願して豆まきを行いました。
　歳の数まではなかなか食べられませんでした。

〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地2
TEL.0774-73-2080（代表）　TEL.0774-73-1600（デイサービス）
FAX.0774-73-2191　　　　FAX.0774-73-1601

通所介護事業所
訪問介護事業所

訪問入浴介護事業所
居宅介護事業所

①会員増強運動の推進
　　社協活動にご理解をいただき、会員になって下
さる方を増やすよう努力します。

②災害ボランティアセンター立ち上げ準備
　　発災時に迅速に立ち上げができるように、準備
を進めております。いつ起こるかわからない災害
に対して、住民に少しでも安心を提供できるよ
う、努力します。

③介護保険事業の推進
　　高齢者や障がい者が住み慣れた地域で、心豊
かに自分らしい生活が続けられるように支援して
いきます。
　　職員の研修に積極的に取り組み、サービスの質
の向上を目指します。

④高齢者見守り隊事業の推進
　（商工業者との連携強化）
　　地域住民、商工業者と連携し、ひとり暮らし高
齢者や高齢者世帯の見守りの強化を推進し、高齢
者ご自身が困った時の支援者を増やしていく工
夫をします。

⑤子育て支援ネットワークの機能充実
　　子育てにかかわる方々が情報交換をして連携
が取れるように、地域で支える工夫を続けていき
ます。

⑥住民参加型助け合いサービス事業の推進
　　増え続けるご利用者のご期待に応えられるよ
う努力します。
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小川正喜様……………テレビ
匿名様………大根（配食食材）

匿名様………………５，０００円
匿名様………………２，０００円

善意のご寄付ありがとう
ございました

・手話サークル
・コーラスグループ
・調理グループ
・朗読グループ
・舞踊グループ
・交流グループ
・子育てグループ

・点字サークル
・楽器演奏グループ
・マジックサークル
・おもちゃの図書館
・ハンドマッサージ
・要約筆記グループ
・傾聴グループ

・読み聞かせグループ
・人形劇グループ
・施設支援グループ
・押し花サークル
・おもちゃ病院
・地域サロングループ
・加茂音頭による慰問

・絵本・紙芝居読み聞かせグループ
・大型紙芝居・音楽活動グループ
・トールペイント・木工制作グループ
・病児・障がい児を支えるグループ

木津支所　4月5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 13時30分～16時　保健センター

加茂支所　4月10日（水） 山城支所　4月26日（金）

申込・問合せ：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相談
は一人、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
4月12日㈮

（4月1日８時30分から予約受付）
5月10日㈮

（5月1日８時30分から予約受付）

13時～15時30分

相 談 コ ー ーナ

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

（定員 各5名）
法律相談

4月1日より山城支所が移転しました
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

保健センターの管理と今まで通りの地域福祉に取り組みます。

新住所

初めての方でも結構です。自分にあったボランティアを見つけてください。
現在登録されているボランティアは

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　〒619-0204　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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