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ハッピー
コスモスちゃん

　社会福祉協議会では、毎年見守り活動の
一環としてお花配りを行っています。
　この夏も各支所（木津：７月３日、加
茂：７月10日、山城：７月４日）で中学生
や見守り隊員が一人暮らし高齢者宅等を訪
ねました。
　「毎年ありがとう」「去年の花も元気や
で！」うれしい来客に普段よりも声が弾み
ます。連日の猛暑もなんのその、この時ば
かりは、木津川市は楽しい語らいとはじけ
る笑顔で満開になりました。

　７月10日㈬泉川中学校国際福祉委員と社
協役員の約40名で高齢者見守り活動を実施
しました。中学生から色鮮やかなお花と手
作りのうちわを受け取った高齢者の皆さん
は大変喜ばれていました。生徒は普段なか
なか交流する機会がない高齢者にお花を渡
し、会話を弾ませていました。

加茂支所

　７月17日㈬118名が参加。観光バス３台
で、明石方面へ向かいました。三ツ矢サイ
ダーミュージアムでは工場見学だけではな
く、サイダーの懐かしい味を味わいました。
明石焼きの体験では皆、出来ばえは色々で
したがおいし
くいただきま
した。お天気
にも恵まれて
大満足の交流
会でした。

南加茂台支部交流会
　７月14日㈰に懐かしい恭仁小学校の講堂
で瓶原支部高齢者交流会を開催しました。
「歌おう心の歌」の皆さんによるコーラスや
楽しいお話し会の後、みんな揃ってお弁当
をいただきました。午後からはおなじみの

「奈良交通お
笑い演芸同好
会」の落語や
漫才で、いっ
ぱい笑って楽
しい交流会に
なりました。

瓶原支部夏の交流会

　７月18日㈭に加茂保健センターにて加茂支部の高齢
者交流会を開催しました。
　いづみ保育園児とのふれあい交流では、園児たちの
かわいい歌やお遊戯を楽しみ、手作りのプレゼントを
いただきました。また、ボランティアさんによるマジ
ックショーやお話など盛りだくさんの内容で、笑顔で
楽しいひとときを過ごすことができました。

加茂支部夏の交流会

弾む語らい、輝く笑顔
花がつないだ人と人

ボランティア活動紹介 「さわやかコーラス」

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

　歌謡曲、唱歌、童謡、民謡など、歌が好きな仲間が
集まり、楽しく賑やかに歌っており、老人施設や地域
のサロン等で、参加されている人たちと共に歌うこと
をモットーとしております。
【場所】木津川台１丁目集会所　【時間】第１火曜日10時～12時

ボランティア連絡協議会　平成２５年度　総会
　５月２７日（月）平成２５年
度総会を木津川市木津商
工会館２階にて７３名の参
加のもと開催し、事業計
画・予算ならびに新役員を
承認しました。第二部では
活動紹介として「アンサン
ブルHANA」の演奏が披
露されました。

会　長　辻　忠
副会長　松本憲三郎　内藤さかえ
庶　務　阿部博臣　　森本民子
会　計　谷原啓子
監　査　岡村幸子　　森永明美
運営委員　柳田珠江　　岡田隆子
　　　　崎園邦子　　大村二美
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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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みんなをハッピーにする
　　　　ハッピーコスモスちゃん

木津川市社協マスコットキャラクター紹介

日　時
内　容

参加費
締切り
申込み・問合せ

9月9日㈪　9時～17時
神戸港クルージングと南京町でのランチ
神戸まではバスで行きます。
１人1,000円
8月26日㈪
　木津川市社協（☎71-9559）

第3回介護者交流事業

第２回介護者交流事業報告

※後日、詳細については申込者に案内いたします。

団塊世代の人必見

ボランティアに挑戦してみませんか

冨岡　茂　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様

……………………………鶏卵
……………………………10,000円
……配食食材 (ズッキーニ・トマト)
……配食食材など (じゃがいも、しゃもじ)

善意のご寄付ありがとうございました

市の花である「コスモス」をモチーフに、
笑顔があふれるまちになってほしいという
願いが込められて生まれました。
「見守り隊加盟店」のステッカーにも登場
しています！
見かけたら声をかけてねー！！！

　7月2日㈫木津老人福祉センターでヒプノセ
ラピスト藤山　愛さんによるアロマセラピー講
座が行われ、カラーセラピーとアロマを使った
バスボム作りを行いました。参加された方から
は「バスボムが簡単にできるので、また自分で
作ってみたい」「アロマセラピーは初めてだっ
たけど、とても良かった」などと感想がありま
した。昼食後の交流会でも先生を交えて笑顔と
笑いの絶えない楽
しい時間を過ごさ
れ、心身ともにリ
フレッシュされた
様子でした。

生年月日：2010年6月1日
チャームポイント：ピンクの大きな花びら
特技：出会ったすべての人を幸せにする
会える場所：広報紙・ホームページ・イベント

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)

木津支所　8月2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　8月7日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　8月23日（金）

申込み・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

8月９日㈮
（8月1日８時30分から予約受付）

９月13日㈮
（９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。
（8月1日から予約受付）

日　時：８月16日（金）13時30分～1６時
会　場：木津川市木津老人福祉センター
申込み・問合せ：木津川市社協 （☎71-9559）
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。

プロフィール

日　時
　9月7日㈯ 10時～15時30分
会　場
　加茂小学校体育館
内　容
　簡易担架づくり
　炊き出し体験
　救命救急講習など
申込み・問合せ
　木津川市社協　加茂支所
　（☎76－4338）

日　時　９月14日㈯
場　所　木津川市中央交流会館
　　　　（いずみホール）
申込み期間　８月25日㈰～９月10日㈫
各定員　先着15名
　　　　（定員になり次第締め切らせて
　　　　 頂きますので、ご了承ください）
お申込み・問合せ先
　木津川市ボランティアセンター
　TEL・FAX：72－9155
　※電話での予約可

加茂支部
防災ワークショップ

加茂
支所

～自分たちの地域の防災に
　　　　　　　　ついて考えましょう～

笑顔を届けに行ってきました！

　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！

ご参加お待ちしております。

　7月5日㈮関西光科学研究所の多目的ホールで役職員研
修を開催しました。当日93名の参加があり、「亀岡市地域
包括支援センターあゆみ」のセンター長松本善則氏による
徘徊模擬訓練についての講義を聴きました。
　参加者からは「徘徊についてよくわかったので地域の人に
声かけをすることから始めたい」という声をいただきました。
秋に地域包括支援センターが行う徘徊模擬訓練の実践に向け
て良い学びの時間となりました。

　７月３日㈬から数日に亘り、各支部ごとに地域の
見守り活動として花の苗を届けに行きました。
　梅雨時期で雨模様の日もありましたが見守り隊員
さんがお花を届けると「毎年ありがとう。今年も綺
麗に育てるわ。」と笑顔で言っていただき元気な姿を
見せていただきました。これからも日常的な見守り
活動を続けていきます。

　山城支所では、お
花配りは通称『一鉢
運動』の名で地域住
民に親しまれ、この
時期の風物詩ともな
っています。
　今年度も総勢130
名の山城中学校の生
徒たちが、見守り隊
員とともに一軒一軒
を丁寧に訪問し、色
鮮やかな花々をお届
けしました。

あいさつから始めよう！
～役職員研修～

木津
支所

お
元
気

　
で
す
か
？

い
つ
も

あ
り
が
と
う

　
ご
ざ
い
ま
す
。

山城
支所

10：00～10：50
　「人形劇たらふくまんま」：人形劇とは…、人形の使い方（人形の実演指導）の体験、活動の内容等
　「リーベ ～ドッグセラピー」：ドッグセラピーとは何か、ドッグセラピーの心得等
　「点訳サークルいづみ」：点字の読み方と手打ちの仕方を学んでいただくとともにパソ
　　コンを使った点字入力を体験
11：00～11：50
　「のぞみ会」：うさぎと亀のストーリーをモチーフにしたかわいい小物つくりを体験
　「加茂の森林守り隊」：「森へ行こう」と里山を元気にする活動。森林ボランティアの楽しみ方。
　「手話ボランティア　てのひら・あじさい」：手話を使っての簡単なあいさつ、自己紹介。
　「しいばちゃんの家」：「住み慣れた街で安心して心豊かに住み続けられる街」とは…
　　（すべての人が人として認められ当たり前に生きていることができる状態）をテー
　　マに日頃実施されている①暮らしのささえあい事業②サロン（居場所）活動③これ
　　から学級等の活動内容の報告
１：00～１：50
　「要約筆記あかり」：要約筆記とは、要約筆記の心得、実際に書いてみよう体験等
　「ボランティア入門」：簡単なボランティアの基礎知識、市内の登録ボランティア情報等
　「山城町ふるさと案内人の会」：写真でみる山城町の歴史探索
２：00～２：50
　「かもの恩返し」：知的障がい者の支援ボランティアについての報告。ボランティアの
　　具体的な内容及び対応。注意点等。
　「傾聴ボランティア」：傾聴とは…（傾聴の心得）、傾聴ボランティアの活動状況報告等
　「ゆう舞の会」：日本舞踊。基本的な踊り動作の体験等
３：00～３：50
　「癒し塾」：アロマハンドマッサージの必要性、活動内容の説明、ハンドマッサージ体験
　「マジックわかば」：マジックの基本体験「あなたにもできるマジック」等
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　「加茂の森林守り隊」：「森へ行こう」と里山を元気にする活動。森林ボランティアの楽しみ方。
　「手話ボランティア　てのひら・あじさい」：手話を使っての簡単なあいさつ、自己紹介。
　「しいばちゃんの家」：「住み慣れた街で安心して心豊かに住み続けられる街」とは…
　　（すべての人が人として認められ当たり前に生きていることができる状態）をテー
　　マに日頃実施されている①暮らしのささえあい事業②サロン（居場所）活動③これ
　　から学級等の活動内容の報告
１：00～１：50
　「要約筆記あかり」：要約筆記とは、要約筆記の心得、実際に書いてみよう体験等
　「ボランティア入門」：簡単なボランティアの基礎知識、市内の登録ボランティア情報等
　「山城町ふるさと案内人の会」：写真でみる山城町の歴史探索
２：00～２：50
　「かもの恩返し」：知的障がい者の支援ボランティアについての報告。ボランティアの
　　具体的な内容及び対応。注意点等。
　「傾聴ボランティア」：傾聴とは…（傾聴の心得）、傾聴ボランティアの活動状況報告等
　「ゆう舞の会」：日本舞踊。基本的な踊り動作の体験等
３：00～３：50
　「癒し塾」：アロマハンドマッサージの必要性、活動内容の説明、ハンドマッサージ体験
　「マジックわかば」：マジックの基本体験「あなたにもできるマジック」等

３
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ハッピー
コスモスちゃん

　社会福祉協議会では、毎年見守り活動の
一環としてお花配りを行っています。
　この夏も各支所（木津：７月３日、加
茂：７月10日、山城：７月４日）で中学生
や見守り隊員が一人暮らし高齢者宅等を訪
ねました。
　「毎年ありがとう」「去年の花も元気や
で！」うれしい来客に普段よりも声が弾み
ます。連日の猛暑もなんのその、この時ば
かりは、木津川市は楽しい語らいとはじけ
る笑顔で満開になりました。

　７月10日㈬泉川中学校国際福祉委員と社
協役員の約40名で高齢者見守り活動を実施
しました。中学生から色鮮やかなお花と手
作りのうちわを受け取った高齢者の皆さん
は大変喜ばれていました。生徒は普段なか
なか交流する機会がない高齢者にお花を渡
し、会話を弾ませていました。

加茂支所

　７月17日㈬118名が参加。観光バス３台
で、明石方面へ向かいました。三ツ矢サイ
ダーミュージアムでは工場見学だけではな
く、サイダーの懐かしい味を味わいました。
明石焼きの体験では皆、出来ばえは色々で
したがおいし
くいただきま
した。お天気
にも恵まれて
大満足の交流
会でした。

南加茂台支部交流会
　７月14日㈰に懐かしい恭仁小学校の講堂
で瓶原支部高齢者交流会を開催しました。
「歌おう心の歌」の皆さんによるコーラスや
楽しいお話し会の後、みんな揃ってお弁当
をいただきました。午後からはおなじみの

「奈良交通お
笑い演芸同好
会」の落語や
漫才で、いっ
ぱい笑って楽
しい交流会に
なりました。

瓶原支部夏の交流会

　７月18日㈭に加茂保健センターにて加茂支部の高齢
者交流会を開催しました。
　いづみ保育園児とのふれあい交流では、園児たちの
かわいい歌やお遊戯を楽しみ、手作りのプレゼントを
いただきました。また、ボランティアさんによるマジ
ックショーやお話など盛りだくさんの内容で、笑顔で
楽しいひとときを過ごすことができました。

加茂支部夏の交流会

弾む語らい、輝く笑顔
花がつないだ人と人

ボランティア活動紹介 「さわやかコーラス」

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

　歌謡曲、唱歌、童謡、民謡など、歌が好きな仲間が
集まり、楽しく賑やかに歌っており、老人施設や地域
のサロン等で、参加されている人たちと共に歌うこと
をモットーとしております。
【場所】木津川台１丁目集会所　【時間】第１火曜日10時～12時

ボランティア連絡協議会　平成２５年度　総会
　５月２７日（月）平成２５年
度総会を木津川市木津商
工会館２階にて７３名の参
加のもと開催し、事業計
画・予算ならびに新役員を
承認しました。第二部では
活動紹介として「アンサン
ブルHANA」の演奏が披
露されました。

会　長　辻　忠
副会長　松本憲三郎　内藤さかえ
庶　務　阿部博臣　　森本民子
会　計　谷原啓子
監　査　岡村幸子　　森永明美
運営委員　柳田珠江　　岡田隆子
　　　　崎園邦子　　大村二美

新 役 員

加茂
支所
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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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