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大盛況の福祉バザー大盛況の福祉バザー

今年の夏は、ボランティアにチャレンジしよう！今年の夏は、ボランティアにチャレンジしよう！
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

歌歌詩好友会様 ……………………20，０００円

匿名様　………………………………５，０００円

匿名様　……調味料（出汁、砂糖）配食食材

善意のご寄付ありがとうございました

　５月12日（土）雨模様のなか40名の高齢者が
参加。福祉委員手作りの柏餅をいただきながら

“落語尽くし”に笑いどおしの時を過ごしました。
　地元の小学６年生岡田翔太君が落語をニ席披
露。初舞台ながら堂に入ったもので、皆さんこ
のサプライズに大喜び。「ぼくがプロの落語家
になるまで元気でいて応援してください」の挨
拶に大喝采でした。
　福祉委員有志による落語芝居も回を重ねるご
とに磨きがかかりこれもまた、演技もさること
ながら、手作りの小道具や見るだけで笑ってし
まうメイクにも感心する
ことしきり。
　帰り際、「顔のしわが
増えたわ」といわれる
方もおられたサロンで
した。

　６月９日 ( 日 ) 加茂体育館で福祉バ
ザーを開催しました。
　市民の皆様からご提供いただきまし
た物品の数々を多くの方々に購入して
いただき、大盛況に終えることができ
ました。
　バザーの売上金は地域福祉の充実に
使わせていただきます。
　ご来場の皆様、商品ご提供の皆様、
誠にありがとうございました。心より
感謝申し上げます。

　今年の夏休みは、ボランティア体験してみませんか？初めてでもボランティアさんがやさしくおし
えてくれます。夏休みの思い出の 1 ページに、ふるってチャレンジしてください！お待ちしています。

参加対象者　木津川市在住・在学の小学生（４年生以上）～中学生
実 施 期 間　７月22日（月）～８月30日（金）
実 施 場 所　木津川市内　※申込み内容は、学校にてチラシ配布・ボランティアセンタ－においてます
参 加 日 数　１人最大３日
参　加　費　100円（保険料の一部負担）　全員ボランティア保険に加入します
参 加 条 件　それぞれ現地に集合可能なこと（解散も現地にて）
主　　　催　木津川市社会福祉協議会・木津川市ボランティアセンター・木津川市ボランティア連絡協議会
後　　　援　木津川市教育委員会

鹿背山区支部ふれあいサロン木津
支所

手芸グループ
「すみれ」
手芸グループ
「すみれ」

　文化祭・生涯フォーラム・夏祭りなどで演奏しています。各介護センターの依頼による演
奏会も実施しています。
場所:庁舎北別館 日時: 第２・４木曜日 13時～ 15時
 木津老人福祉センター  第１・３木曜日 13時30分～15時30分
 州見台3丁目集会所  第１・３月曜日 13時～ 15時

琴伝流
（キンデンリュウ）
大正琴グループ

琴伝流
（キンデンリュウ）
大正琴グループ

　趣味でヴァイオリンを弾いている子育て中のママ３名のグループで
す。木津川市や奈良市の子育て広場で演奏しています。童謡からクラ
シックまで親しみのある曲を中心に弾いています。

ママヴァイオリン
アンサンブルグループ
Ｎａｔｕｒａｌ

ママヴァイオリン
アンサンブルグループ
Ｎａｔｕｒａｌ

小学生が落語を披露

役員の紹介と変更
部会委員　駒路　真裕美氏から石田　未来氏（木津）

９月８日（日）
関西国際空港
世界各国の旅客機が飛び交う関空。迫
力満点の離着陸を間近で堪能しましょ
う！！昼食は、機内食をほおばりなが
らひと時のフライト気分。みどころ満
載の楽しいツアーにふるってご参加く
ださい。
木津川市在住の障がい児・者と家族
８月９日（金）
小学生以上1,000円　小学生未満500円
※昼食費を含みます。
木津川市社協（☎71－9559）
詳細は、参加申込者にお知らせします。

日　時
行き先
内　容

参加対象
締切り
参加費

申込み

障がい児・者のつどい

企業と連携で地域福祉を
　去る５月10日（金）に木津川台のオムロン株式会社
京阪奈イノベーションセンタにおいて、要約筆記体験
と手話講座の福祉体験研修を実施しました。
　いづみ福祉会及び木津芳梅園においても、福祉奉仕
活動を行っていただきました。
　社員のボランティア活動をポイント化し、60,293円
いただきました。

　編み物（セーター・ベスト・マフラー・帽子等）、リサイクル手芸（ぞ
うり作り・ブローチ作り）押し絵等高齢者の興味のあるものを幅広く取
り組んでいます。
場所 : 木津老人福祉センター　日時 : 毎月第１・３ 火曜日

（夏期ボランティア体験学習の案内）

加茂支所

オムロン様からご寄付いただきました

（当日は約200名の来場があり約42万円の売り上げでした。）

福祉奉仕活動での清掃

　６月号きずなの役員紹介で支所運営委員名の間違い
がありました。お詫びして訂正させていただきます。

お詫びと訂正

　◎加茂支所運営委員
　　　正　炭本　洋海氏　　誤　炭谷　洋海氏

（ か　か　し ）

ご協力ありがとうございました。

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.61
７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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木津川市社会福祉協議会事業報告
平成
24年度

　平成２４年度は、政治経済状況が混沌とした中で、
東日本大震災の復興がなかなか進まず、雇用問題
や貧困問題、領土の問題など暗いニュースの数々
に、国民全体が不安に包まれながら過ごしました。
　木津川市社協では、様々な福祉課題がある中で
「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ
とができる」まちづくりをめざして、人と人のつな
がり作りをしています。いざという時に助けが求め

総務部会
木津川市福祉大会
　２年に１度の大会を市と共に開催しました。福
祉功労者の表彰、感謝状の贈呈と記念講演を行
い、多数の市民がご参加くださいました。
　記念講演：『命を守るために知っておきたい気
象の知識』講師：村山貢司氏

役職員研修
 平常時の見守りが災害時の支援に生きることを
学び、役職員初動マニュアルに基づいた動きを確
認し実習しました。
第１回：講師　石田易司氏　
　　　　「見守り活動と災害支援」
第２回：『役職員　災害時初動マニュアル』実習

（避難誘導・救急要請）
　　　　「宇治市災害ボランティアセンターに学

ぶ」講師：府社協職員

住民懇談会
　市内５か所で、住民参加型助け合いサービス等
社協事業の情報提供やテーマを「地域で支える認
知症」と定めて勉強会を行い、住民の皆さんから
のご意見を頂きました。

地域福祉部会
子育て支援事業
　毎年大好評の「きづがわっこ夏まつり」は、紙
芝居や屋台、ゲーム等役員が知恵を出し合い参加
者に喜んでいただきました。
　子育て支援講座として、子育てサロン・サーク
ルの相互の交流と情報交換を行い、子育て世代を
つなぐことができました。「木津川つながるフェス
タ」の開催にも協力しました。
　「子育て懇談会」
や「おもちゃの図
書館」はたくさん
の協力団体の皆様
のご協力を頂き、
開催することがで
きました。

高齢者見守り隊事業
　ネットワーク研修会として、役職員研修と合同
で見守り隊の研修を行い、平常時の見守りが災害
時に生きることを学びました。
　また、商工業者が日常のお仕事の中で見守りを
していただけるようにお願いし、登録していただ
き、見守りの輪を広げることができました。

民生福祉部会
障がい児・者のつどい
　気楽に集える場所として大勢ご参加くださいま
した。つながりを深める大切な場となっています。
　障がい者啓発週間には市主催の人権文化のつど
いに参加し、障がい者関係のサロン等の活動紹介
により啓発活動を行いました。

　新しい施設で新規事業のデ
イサービスをスタートさせる
ことができました。継続事業
（居宅介護支援・訪問介護・
訪問入浴）も、社協としての
責務を果たすことができまし
た。

ボランティアセンター
　市内のボランティアの拠点として定着しまし
た。研修や情報の提供を行い、ボランティアの要
請にスムーズに応えることができるよう土日の開
館を行うことで、ボランティア活動を推進しまし
た。

（単位：千円）

収　入
363,435

支　出
363,435

事業収入　
5,678

貸付事業償還金  3,006
補助事業等  6,926 共同募金配分金  9,463

受託金　36,463
人件費
197，690事業費

74,988

貸付事業等支出　3,319

負担金　386
雑支出　69

経理区分間繰入金　14,037
施設整備等　6,017
財務活動　15,465

次年度繰越金　31,443

市返還金支出　2,937
助成金支出　10,471

事務費　6,613
自立支援費等  3,856

雑収入  5,067

受取利息配当金　2,085
経理区分間繰入金　14,038
施設整備等補助金　1,384
財務活動　2,402

繰越金　
44,112

会費　10,390
寄附金　420

介護保険事業収入
139,797

負担金  5,811

られる、手が差し伸べられる関係を作るにはどうす
ればいいのか、ご近所同士で楽しく毎日が暮らせる
ようにするには何が必要なのか、役員やボランティ
アが知恵を出し合い手を携えて様々な事業活動に
取り組みました。
　社協活動を支えていただきました会員の皆様を
はじめ、各種募金活動等にご理解、ご協力を賜りま
した市民の皆様に心より感謝申し上げます。

助成金　120
補助金
72,417

支所・支部活動
　きめ細かい見守りの基本は小地域にあります。

「高齢者交流会」「いきいきふれあいサロン」活動
により、楽しいつながり作りができました。
　「ふれあいひろば」や「世代間交流事業」も関係
機関のご協力によりにぎやかに開催できました。

「防災ワークショップ」は、ますます危機感が増す
災害への備えを住民の目線で行うことで、地域の
課題や必要な取り組みを具体的にしていくことが
できました。自主防災組織、社協支部、関係機関
との協働により地域のつながりを強化することが
できました。
　「配食サービス」「住民参加型助け合いサービス」
もボランティア、役員をはじめ地域の方々のご協
力により利用者の方に喜んでいただいています。

車イスを使用した避難誘導訓練

きづがわっこ夏まつりの様子

防災ワークショップでのテント設営

障がい児・者のつどいでの京都水族館

（障がい児・者とは障がい児・障がい者のことを言います。）

詳細はＰ４にて

中学生による見守り訪問（花の苗をお届け）
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（障がい児・者とは障がい児・障がい者のことを言います。）

詳細はＰ４にて

中学生による見守り訪問（花の苗をお届け）

3３



２ ３

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)

　広報誌「きずな」は広報委員会の方々によって制作されています。今回は広報誌「きずな」が完成するま
での流れを紹介します。

祝 １周年記念イベント ４月22日～27日

５月13日～18日

５月のレクリエーション

お茶会

コスモスの昼ごはん

山城
支所

木津
支所

皆で考察“地域のつながり” 調理ボランティア募集

災害対策できていますか

小地域ネットワーク研修会

防災ワークショップ防災ワークショップ

広報委員会を紹介します！！広報委員会を紹介します！！社協事業紹介コーナー

木津支所　7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

加茂支所　7月10日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　7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

７月12日㈮
（７月１日８時30分から予約受付）

８月９日㈮
（８月１日８時30分から予約受付）

法律相談（各月　先着5名）

　５月24日（金）アスピアやましろで開
催されました。高齢者見守り隊員や社協
役員、地域長・副地域長、民生児童委員、
老人クラブ役員など関係機関の73名が一
堂に会しての研修。
　支部ごとに分かれてのワークショップ
では、『地域の支えあいマップ』を作成。
２年前の地図と見比べながら、更新作業
を一心不乱に取り組みました。
　京都府社協の渡邊一真氏からは、「皆
さんも地域の世話焼きさんになってく

　　　　　　配食サービスのお弁当を一緒に作って下さる
調理ボランティアさん（プチトマト）を募集しています。皆さ
ん、和気あいあいとした雰囲気で楽しくお弁当作りをしてい
ます。一緒に調理していただける方よろしくお願いします。

保健センター
毎週木曜日10時30分～15時
※現在、特に第３・第４木曜日を募集しています。
木津川市社協・木津支所　
☎72－5532　担当：内藤

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。

（7月3日から予約受付）

7月17日（水）13時30分～1６時
会　場：精華町地域福祉センター（かしのき苑）
申込み・問合せ：精華町社会福祉協議会 （☎94-4573）
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。

①現地に行って取材を
します！原稿を集め
てレイアウトします。

印刷会社へ
（初校作り）

印刷会社へ
（修正・編集）

印刷会社へ
（印刷・製本）

②あがってきた初校の編
集・校正を主にチェック
していきます。

③前回の訂正分の確認と
誤 字 脱 字 など の 最 終
チェックをしていきます。

記事収集記事収集 第１回広報委員会第１回広報委員会 第２回広報委員会第２回広報委員会

完成だよ！

ださい」とお話し
され、それぞれの
役割を再認識する
貴重な機会となり
ました。

調理場所
日 時

問合せ

南加茂台、当尾支部
日時　７月27日（土）
　　　　～７月28日（日）
　　　13：00～翌日８：30
場所　南加茂台小学校体育館

加茂支部
日時　９月７日（土）
　　　10：00～15：30
　　　　　　　　（予定）
場所　加茂小学校体育館

　おかげさまで、25年４月をもちまして、１年となり、１周年記念のイベントを開催いたしまし
た。５月にはレクリエーションとしてお茶会を行い、好評でした。

　デイサービスで提供しておりま
すメニューでご家庭でも簡単に作
れ、おいしく頂けるお料理をご紹
介します。
　お豆腐料理は食べやすくてどれ
も人気。そんな中から蒸し暑いこ
の時期でも食欲が進む１品です。
<献立>　
　管理栄養士　櫻井　仁奈子

（材料・３～４人分）
絹ごし豆腐 １丁（300ｇ）
小麦粉　 適量
卵　 ２ヶ
揚げ油　 適量

☆酢　 大さじ1.5
☆砂糖　 大さじ1.5
☆こいくち醤油 大さじ１

茹で卵　 １ヶ
玉ねぎ　 １/４ヶ
マヨネーズ 大さじ1.5
塩コショウ 少々
酢 小さじ１/２

（ 作 り 方 ）
①豆腐は水切りして、８～９等分に切る
②玉ねぎはみじん切りして、軽く塩もみ

し、水にさらした後、しっかりしぼって、
みじん切りにした茹で卵と合わせて、
マヨネーズ、塩コショウ、酢を入れて
タルタルソースを作っておく

③豆腐に塩コショウをし、表面に小麦粉
をまぶして、とき卵にくぐらせて油で
焦がさないように揚げる

④☆印の調味料を合わせて南蛮漬けのた
れを作り揚がった豆腐を調味料に漬け
る

⑤④を器に盛り、タルタルソースをかけ
る。付け合わせにきゅうりやトマトを添
えると、彩が鮮やかになります。

〒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

介護のご相談はケアセンターハッピーコスモス
通所介護事業所 訪問介護事業所訪問入浴介護事業所 居宅介護支援事業所

介護保険事業所 ケアセンターハッピーコスモス

豆腐南蛮タルタルソース豆腐南蛮タルタルソース
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ハッピー
コスモスちゃん

大盛況の福祉バザー大盛況の福祉バザー

今年の夏は、ボランティアにチャレンジしよう！今年の夏は、ボランティアにチャレンジしよう！
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

歌歌詩好友会様 ……………………20，０００円

匿名様　………………………………５，０００円

匿名様　……調味料（出汁、砂糖）配食食材

善意のご寄付ありがとうございました

　５月12日（土）雨模様のなか40名の高齢者が
参加。福祉委員手作りの柏餅をいただきながら

“落語尽くし”に笑いどおしの時を過ごしました。
　地元の小学６年生岡田翔太君が落語をニ席披
露。初舞台ながら堂に入ったもので、皆さんこ
のサプライズに大喜び。「ぼくがプロの落語家
になるまで元気でいて応援してください」の挨
拶に大喝采でした。
　福祉委員有志による落語芝居も回を重ねるご
とに磨きがかかりこれもまた、演技もさること
ながら、手作りの小道具や見るだけで笑ってし
まうメイクにも感心する
ことしきり。
　帰り際、「顔のしわが
増えたわ」といわれる
方もおられたサロンで
した。

　６月９日 ( 日 ) 加茂体育館で福祉バ
ザーを開催しました。
　市民の皆様からご提供いただきまし
た物品の数々を多くの方々に購入して
いただき、大盛況に終えることができ
ました。
　バザーの売上金は地域福祉の充実に
使わせていただきます。
　ご来場の皆様、商品ご提供の皆様、
誠にありがとうございました。心より
感謝申し上げます。

　今年の夏休みは、ボランティア体験してみませんか？初めてでもボランティアさんがやさしくおし
えてくれます。夏休みの思い出の 1 ページに、ふるってチャレンジしてください！お待ちしています。

参加対象者　木津川市在住・在学の小学生（４年生以上）～中学生
実 施 期 間　７月22日（月）～８月30日（金）
実 施 場 所　木津川市内　※申込み内容は、学校にてチラシ配布・ボランティアセンタ－においてます
参 加 日 数　１人最大３日
参　加　費　100円（保険料の一部負担）　全員ボランティア保険に加入します
参 加 条 件　それぞれ現地に集合可能なこと（解散も現地にて）
主　　　催　木津川市社会福祉協議会・木津川市ボランティアセンター・木津川市ボランティア連絡協議会
後　　　援　木津川市教育委員会

鹿背山区支部ふれあいサロン木津
支所

手芸グループ
「すみれ」
手芸グループ
「すみれ」

　文化祭・生涯フォーラム・夏祭りなどで演奏しています。各介護センターの依頼による演
奏会も実施しています。
場所:庁舎北別館 日時: 第２・４木曜日 13時～ 15時
 木津老人福祉センター  第１・３木曜日 13時30分～15時30分
 州見台3丁目集会所  第１・３月曜日 13時～ 15時

琴伝流
（キンデンリュウ）
大正琴グループ

琴伝流
（キンデンリュウ）
大正琴グループ

　趣味でヴァイオリンを弾いている子育て中のママ３名のグループで
す。木津川市や奈良市の子育て広場で演奏しています。童謡からクラ
シックまで親しみのある曲を中心に弾いています。

ママヴァイオリン
アンサンブルグループ
Ｎａｔｕｒａｌ

ママヴァイオリン
アンサンブルグループ
Ｎａｔｕｒａｌ

小学生が落語を披露

役員の紹介と変更
部会委員　駒路　真裕美氏から石田　未来氏（木津）

９月８日（日）
関西国際空港
世界各国の旅客機が飛び交う関空。迫
力満点の離着陸を間近で堪能しましょ
う！！昼食は、機内食をほおばりなが
らひと時のフライト気分。みどころ満
載の楽しいツアーにふるってご参加く
ださい。
木津川市在住の障がい児・者と家族
８月９日（金）
小学生以上1,000円　小学生未満500円
※昼食費を含みます。
木津川市社協（☎71－9559）
詳細は、参加申込者にお知らせします。

日　時
行き先
内　容

参加対象
締切り
参加費

申込み

障がい児・者のつどい

企業と連携で地域福祉を
　去る５月10日（金）に木津川台のオムロン株式会社
京阪奈イノベーションセンタにおいて、要約筆記体験
と手話講座の福祉体験研修を実施しました。
　いづみ福祉会及び木津芳梅園においても、福祉奉仕
活動を行っていただきました。
　社員のボランティア活動をポイント化し、60,293円
いただきました。

　編み物（セーター・ベスト・マフラー・帽子等）、リサイクル手芸（ぞ
うり作り・ブローチ作り）押し絵等高齢者の興味のあるものを幅広く取
り組んでいます。
場所 : 木津老人福祉センター　日時 : 毎月第１・３ 火曜日

（夏期ボランティア体験学習の案内）

加茂支所

オムロン様からご寄付いただきました

（当日は約200名の来場があり約42万円の売り上げでした。）

福祉奉仕活動での清掃

　６月号きずなの役員紹介で支所運営委員名の間違い
がありました。お詫びして訂正させていただきます。

お詫びと訂正

　◎加茂支所運営委員
　　　正　炭本　洋海氏　　誤　炭谷　洋海氏

（ か　か　し ）

ご協力ありがとうございました。

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.61
７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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