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平成25年度 社会福祉協議会会員加入のお願い平成25年度 社会福祉協議会会員加入のお願い
～安心して暮らせる福祉のまちづくりのために～～安心して暮らせる福祉のまちづくりのために～

ボランティア講座をけいはんな市民雑学大学で開催しました

ボランティアセンター
ボランティア連絡協議会 　

問合せ   TEL.72-9155
 
相談・登録

　２月23日（土）イオンモール高の原「こすもすホール」（４
階）において桃山学院大学石田易司教授による「ボランティ
アのよろこびと楽しみ」という団塊の世代の男性のためのボ
ランティア講座を開催しました。
　当日参加は、43名の方々が受講され熱心に学ばれました。
参加して頂いた方々本当にありがとうございました。

　３月１７日(日)下川原区支部の住民懇談会を
西部交流会館で開催しました。
　当日は、19時からの開催にもかかわらず福
祉委員さんはじめ、民生委員さんや地域の方々
を含め53名もの参加がありました。

　４月11日（木）に加茂保健センターに
て、参加人数93名の「春のふれあいのつ
どい」を開催しました。体操やゲームで
身体をほぐした後、みんな揃ってお弁当
をいただきました。午後からは大道芸人
Mr.オクチ氏による爆笑パフォーマンス。

「笑いが元気を呼んでくる」
というテー
マのとおり、
いっぱい笑
って楽しい
ひとときを
過ごしまし
た。 　社会福祉協議会は、住民の皆さまと一緒に、安心で安全な福祉のまちづくりをめざして、様々な地域福

祉活動を推進しています。
　そして皆さまから頂いた会費を次のような活動の取り組みに活かしています。

　会員の皆さまには引き
続きよろしくお願いいた
します。
　また、未加入の市民の
皆さま、活動に賛同いた
だき、是非ご加入をお願
いいたします。

一部の活動を紹介します
○サロン活動の支援
　（高齢者、障がい児・者、子育てなど）
○小地域活動
　（交流会、住民懇談会、見守り活動など）
○子育て支援
　（おもちゃの図書館、きづがわっこ夏祭りなど）
○ボランティア活動支援

会費の種類
　個人会費　　　　　　年額 1 口　　1,000 円　　　　賛助会費　　　　　　年額 1 口　　5,000 円
　団体施設会費　　　　年額 1 口　　3,000 円　　　　終身会費　　　　　　　　　　　100,000 円
　皆さまのご理解とご協力をお願いします。

春のふれあいのつどい

住 民 懇 談 会

加茂
支所

木津
支所

クラブ名 　代 表 者   連 絡 先  実施日
手　　　芸 深田　桂子 ７３－４６８４ １・３　火
仲良し体操 斉藤　昌秀 ２６－０５４２ ２・４　火
短　　　歌 岡嶋　歳子 ７２－０８９８ ２・４　火
絵　　　画 菊谷　喜代子 ７２－１４０３ １・３　水
太　極　拳 相馬　巴日佐 ７２－１２７８ ２ 　水
書　　　道 林　　千歳 ７３－４４６５ ２・４　水
料　　　理 池田　治子 ７２－９０４５ １ 　木
大　正　琴 天川　郁子 ７２－３３７０ １・３　木
国　　　文 楢崎　美智子 ７３－２８２７ ２・４　木
フラダンス 阿部　廣子 ７２－４５１２ １・３　金
生　　　花 小川　潤子 ７２－０７１７ ２・４　金
俳　　　句 小林　伀子 ７３－３８１０ ４ 　金
茶　　　道 田中　敏子 ７２－９５６３ １・３　木
カ ラ オ ケ 山田　篤志 ７２－１０１３ １・３　火

少々の余裕があります。ご入会お待ちしております。
木津川市老人福祉センタークラブ紹介・募集

　調子の悪いおもちゃがあれば持ってきてください。

<診察日時＞　　　　　　　　 ＜診察場所>
  第１土曜日13時30分～ 16時　 木津老人福祉センター
  第３金曜日13時30分～ 16時　 加茂ふれあいセンター

　ただし、コンピューターゲーム、家庭電化製品関係の
修理はできません。修理代は無料。部品などを交換した
場合は材料費をいただきます。

　あじさいハーモニーは、音楽演奏
ボランティアです。
　リードギターまたは、キーボード
の演奏ができる方、募集しています。

日　時：毎月　第１・３土曜日
場　所：ボランティアセンター２階
　　　　（木津老人福祉センター横）
※メンバーと共に活動して頂ける方

募集しています。

おもちゃ病院（おもちゃの修理）おもちゃ病院（おもちゃの修理） ボランティア募集（急募）ボランティア募集（急募）

　懇談会では、住民参加型助け合いサービス
事業と福祉活動計画について説明をさせてい
ただきました。社協の事業を直接聞くことで
解りやすかった。高齢の方も困った時には気
軽に相談できるな。と感想をいただきました。
　福祉サービスについて有意義な住民懇談会
となりました。

防災ワークショップによるテント設営

世代間交流でおもちつき

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.59
５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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平成25年度 介護者交流事業

ご活用ください

車いすの
貸し出し 　月４回（週１回）ボランティアによる手作りのお弁当

を夕方にお届けし、安否や健康状態を確認しています。

　ご家庭にある新品の日用品、贈答品、衣類、食料品（賞味期限内）のご提供をお願いします。
なお、バザーの収益金は、地域福祉のために使わせていただきます。

　木津川市社協では、車いすを無料
で貸し出しています。
　急な怪我のとき、通院やお出かけ
をされるとき等にご活用ください。
　窓口に印鑑をお持ちいただき、在
庫があればその場で貸し出しできま
す。

貸出受付
月～金曜日　９時～17時
※介護認定を受けておられる方は短
期（1週間）のみ貸し出しており
ます。

市役所高齢介護課（☎75-1213）へ電話で相談する
⇩

　高齢介護課より訪問し、利用対象になるかどうか
　お話を聞かせていただきます

⇩
審査の上、決定が下りる

⇩
利用開始（お弁当が届く）

善意のご寄付ありがとうございました

木津支所
祝日のためなし 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　5月8日（水） 山城支所　5月24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
5月10日㈮

（5月1日８時30分から予約受付）
6月14日㈮

（6月3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

社協事業紹介コーナー
～配食サービス事業～

地域の役員さん、
ボランティアさんが
自宅まで届けますよ。

お届けするお弁当は
すべて手作りなので、
現在利用されている方には
おいしいと評判だよ

日　時

場　所

収　集

問合せ

加茂支所

６月９日(日)13時～15時

加茂体育館 

地域の社協役員が収集

☎76－4338

山城支所

10月27日(日)

アスピアやましろ

詳細は後日お知らせします。

☎86－4151

木津支所

11月３日(日）

中央体育館

詳細は後日お知らせします。

☎72－5532

利用したいな？　と思ったら…

福祉バザーのご案内
バザーへの商品提供に、ご協力お願いいたします

　日ごろの疲れやストレスを癒し、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！

第１回
　日　時　５月14日（火）
　　　　　10時～15時を予定
　内　容　リフレッシュ体操
　会　場　木津老人福祉センター

第２回
　日　時　７月２日（火）
　　　　　10時～14時を予定
　内　容　アロマセラピー
　会　場　木津老人福祉センター

第３回
　日　時　９月９日（月）
　　　　　９時～17時を予定
　行き先　神戸港からのクルージング

第４回
　日　時　11月29日（金）
　　　　　９時～16時を予定
　行き先　京都市内のもみじ狩り

第５回
　日　時　平成26年１月30日（木）
　　　　　10時～17時を予定
　行き先　なんばグランド花月

第６回
　日　時　平成26年３月５日(水)
　　　　　10時～14時
　内　容　一年の振り返り

申込・問合せ　木津川市社協　　☎ 71-9559　FAX 72-7690

長柄光信様　……………… 10，０００円
匿名様　……………………　5，０００円
匿名様　……………………　2，０００円
匿名様　… ほうれん草、昆布など配食食材

【配達曜日】
　木津　木曜日
　加茂　火曜日
　山城　水曜日

【利用対象】
　おおむね65歳以
上の一人暮らし高
齢者や高齢者世帯
で調理が困難な方
が対象です。
　利用料は１食に
つき300円いただ
きます。

　４月10日 (水) 総勢182名で、和
歌山城を散策、黒潮市場で食事と
買い物を楽しんでいただきました。
　春のつどいに参加して下さった
方からは「美味しい食事をいただ
けて楽しかった」と喜んでいただ
きました。

「春のつどい」開催
木津
支所

木津支所
地域福祉・在宅福祉課
内藤　明日香

笑顔を忘れず、　  　
一生懸命頑張ります。

加茂支所
地域福祉・在宅福祉課
丸山　久美子

皆さんの力をお借りしつつ
精一杯頑張ります。　　　

本   所
総 務 課
原　あつき

地域をサポートし盛り上げて
いけるよう頑張ります。　　

介護職員
訪問介護・訪問入浴
井上　裕子

介護支援専門員
山﨑　佳子

介護支援専門員
中　智弘

介護支援専門員
平瀬　典子

介護保険事業所　ケアセンターハッピーコスモス

新入職員を紹介します

※配食サービス事業は市からの委託事業として実施しています。

よろしくお願いします

2
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よろしくお願いします

３



ハッピー
コスモスちゃん

平成25年度 社会福祉協議会会員加入のお願い平成25年度 社会福祉協議会会員加入のお願い
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　２月23日（土）イオンモール高の原「こすもすホール」（４
階）において桃山学院大学石田易司教授による「ボランティ
アのよろこびと楽しみ」という団塊の世代の男性のためのボ
ランティア講座を開催しました。
　当日参加は、43名の方々が受講され熱心に学ばれました。
参加して頂いた方々本当にありがとうございました。

　３月１７日(日)下川原区支部の住民懇談会を
西部交流会館で開催しました。
　当日は、19時からの開催にもかかわらず福
祉委員さんはじめ、民生委員さんや地域の方々
を含め53名もの参加がありました。

　４月11日（木）に加茂保健センターに
て、参加人数93名の「春のふれあいのつ
どい」を開催しました。体操やゲームで
身体をほぐした後、みんな揃ってお弁当
をいただきました。午後からは大道芸人
Mr.オクチ氏による爆笑パフォーマンス。

「笑いが元気を呼んでくる」
というテー
マのとおり、
いっぱい笑
って楽しい
ひとときを
過ごしまし
た。 　社会福祉協議会は、住民の皆さまと一緒に、安心で安全な福祉のまちづくりをめざして、様々な地域福

祉活動を推進しています。
　そして皆さまから頂いた会費を次のような活動の取り組みに活かしています。

　会員の皆さまには引き
続きよろしくお願いいた
します。
　また、未加入の市民の
皆さま、活動に賛同いた
だき、是非ご加入をお願
いいたします。

一部の活動を紹介します
○サロン活動の支援
　（高齢者、障がい児・者、子育てなど）
○小地域活動
　（交流会、住民懇談会、見守り活動など）
○子育て支援
　（おもちゃの図書館、きづがわっこ夏祭りなど）
○ボランティア活動支援

会費の種類
　個人会費　　　　　　年額 1 口　　1,000 円　　　　賛助会費　　　　　　年額 1 口　　5,000 円
　団体施設会費　　　　年額 1 口　　3,000 円　　　　終身会費　　　　　　　　　　　100,000 円
　皆さまのご理解とご協力をお願いします。

春のふれあいのつどい

住 民 懇 談 会

加茂
支所

木津
支所

クラブ名 　代 表 者   連 絡 先  実施日
手　　　芸 深田　桂子 ７３－４６８４ １・３　火
仲良し体操 斉藤　昌秀 ２６－０５４２ ２・４　火
短　　　歌 岡嶋　歳子 ７２－０８９８ ２・４　火
絵　　　画 菊谷　喜代子 ７２－１４０３ １・３　水
太　極　拳 相馬　巴日佐 ７２－１２７８ ２ 　水
書　　　道 林　　千歳 ７３－４４６５ ２・４　水
料　　　理 池田　治子 ７２－９０４５ １ 　木
大　正　琴 天川　郁子 ７２－３３７０ １・３　木
国　　　文 楢崎　美智子 ７３－２８２７ ２・４　木
フラダンス 阿部　廣子 ７２－４５１２ １・３　金
生　　　花 小川　潤子 ７２－０７１７ ２・４　金
俳　　　句 小林　伀子 ７３－３８１０ ４ 　金
茶　　　道 田中　敏子 ７２－９５６３ １・３　木
カ ラ オ ケ 山田　篤志 ７２－１０１３ １・３　火

少々の余裕があります。ご入会お待ちしております。
木津川市老人福祉センタークラブ紹介・募集

　調子の悪いおもちゃがあれば持ってきてください。

<診察日時＞　　　　　　　　 ＜診察場所>
  第１土曜日13時30分～ 16時　 木津老人福祉センター
  第３金曜日13時30分～ 16時　 加茂ふれあいセンター

　ただし、コンピューターゲーム、家庭電化製品関係の
修理はできません。修理代は無料。部品などを交換した
場合は材料費をいただきます。

　あじさいハーモニーは、音楽演奏
ボランティアです。
　リードギターまたは、キーボード
の演奏ができる方、募集しています。

日　時：毎月　第１・３土曜日
場　所：ボランティアセンター２階
　　　　（木津老人福祉センター横）
※メンバーと共に活動して頂ける方

募集しています。

おもちゃ病院（おもちゃの修理）おもちゃ病院（おもちゃの修理） ボランティア募集（急募）ボランティア募集（急募）

　懇談会では、住民参加型助け合いサービス
事業と福祉活動計画について説明をさせてい
ただきました。社協の事業を直接聞くことで
解りやすかった。高齢の方も困った時には気
軽に相談できるな。と感想をいただきました。
　福祉サービスについて有意義な住民懇談会
となりました。

防災ワークショップによるテント設営

世代間交流でおもちつき
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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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