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ハッピー
コスモスちゃん

市民ボランティア入門講座
平成25年度募集　締め切り間近！

ふれあいサロン
サポーター養成講習会開催

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

１人複数講座・１講座
だけでも受講できます

◎施設ボランティア
　（加茂きはだ園）
　でシーツ交換など
　のボランティアの
　方を募集していま
　す。

日　程　９月27日㈮　10時～12時
場　所　アスピアやましろ
内　容　ゆるキャラとのふれあい&思い出撮影
　　　　秋の虫の声聞き分けゲーム
　　　　ポップコーン
　　　　フランクフルト
　　　　お菓子のつかみどり
　　　　ジュース
　　　　ヨーヨーつり
　　　　当てもの
対象者　未就園児（兄弟、姉妹も可）と保護者
定　員　子ども100名
参加費　子ども１人　100円
申込み・問合わせ
　木津川市社協　☎71－9559
　※当日、バスの運行はありません。

ゆるキャラと一緒に！　 ハイチーズ♬
～きづがわっこ秋祭り　開催のお知らせ～

　この講座は、市民の方々に日頃市内で活躍されているボランティアグループの活動内容を 
身近に感じてもらうために体験を取り入れています。そろそろボランティアを始めたいけれ
どどのグループに入ればと迷っておられる方、市内でどんなグループがどんな活動をされて
いるのか知りたい方のための初めての取り組みです。
　日　　程　９月14日㈰　　　　　　　　　　　　　
　場　　所　木津川市中央交流会館（いずみホール）
　申込期間　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いただきますので、ご了承ください）
　講 座 名　　人形劇たらふくまんま　　　のぞみ会（手芸）　　要約筆記あかり
　　　　　　　リーベ～ドッグセラピー　　加茂の森林守り隊　　ボランティア入門
　　　　　　　点訳サークルいづみ　　　　手話ボランティア　　山城町ふるさと案内人の会
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（てのひら・あじさい）

　　　　　　　かもの恩返し（障がい者支援）　癒し塾（アロマハンドマッサージ）
　　　　　　　傾聴ボランティア　　　　　マジックわかば
　　　　　　 （うさぎ・はるかぜ・こころ） 　
　　　　　　　ゆう舞の会（日本舞踊）
　※詳しくは、木津川市ボランティアセンターにお問い合わせ下さい。電話での申込み可。

　小地域で幼児や高齢者などの見守りを兼ねたサロン活動が重要視
されています。小地域のサロンでサポーターとして活躍してもらう
方を発掘・養成するために講習会を開催いたします。
日　時　９月27日㈮　　　　内　容
　　　　13時～15時30分　 1．実践　サロンでのレクリエーションの一例
場　所　関西光科学研究所　2．活動発表（実例により知ってもらう）
　　　　多目的ホール　　　3．講義　題目「今、あらためて向こう三軒両隣」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　大谷大学文学部社会学科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教授　山下　憲昭氏

　小学４年生から中学３年生までの78名の参加者が、30のボランティア団体の協力を得て、
夏休み期間中のボランティア体験学習を終えることが出来ました。

ボランティア体験学習をおえて

山城
支所 ふれあいひろば in やましろ 福祉バザー同時開催!!
　今年度は、「ふれあいひろば in やましろ」の際、福祉バザーを実施いたします。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）の提供をお願いします。あわせて市民の皆様のご来場を心よりお待
ちしております。
　バザーの収益金は、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。
　　日　　程　10月27日㈰　
　　会　　場　アスピアやましろ　　※当日は、循環バスが山城町内を運行します。
　　問合わせ　木津川市社協山城支所　☎86－4151
　　※バザー提供品の収集について、詳細は回覧でお知らせします。

バザーなどの開催時

間・循環バスの運行時

間に関しては次号で詳

しく紹介します

ぞうり作り（手芸）
「すみれ会」

サロンのお手伝い（サロン支援）
「サロンサポーターズ」

お弁当作り（配食の調理・配達）
「ほのぼの会」

ボランティア
募　集
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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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※後日、詳細については申込者に案内いたします。

〒619-0214
木津川市木津川端19番地
木津川市社会福祉協議会
　カラーのハッピーコスモス
ちゃんはホームページの広報
紙を探してみてね！
　社協ガイドブックの表紙に
いるよ！
　たくさんのご応募お待ちし
ております。

応 募 先

冨岡　茂　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様

……………………………鶏卵
………………………………5,000円
………………………………夏野菜
……配食食材（きゅうり・ピーマンなど）

善意のご寄付ありがとうございました

日　時　11月３日㈰
　　　　13時30分～15時
場　所　木津川市中央体育館
収　集　地域ごとに回覧でお知らせします。
問合わせ　木津川市社協　木津支所
　　　　☎72－5532　FAX 72－7690
　なお、バザーの収益金は、支部運営事業など
地域福祉充実のために使わせていただきます。
　市民の皆様のお越しを心よりお待ちしています。

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　９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　９月11日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　９月27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

９月13日㈮
（9月2日８時30分から予約受付）

10月11日㈮
（10月１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。
（9月4日から予約受付）

日　時：９月18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・問合わせ：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。

南加茂台・当尾防災
ワークショップ

福祉バザーのご案内
木津会場

６度目の開催　段ボールで１泊
　７月27日㈯～ 28日㈰にかけて、総勢116名が
参加し南加茂台小学校体育館にて防災ワークショ
ップを開催しました。家具の固定体験など今年も
内容は盛りだくさんで、夕食作りでは子ども達も
自らお米を洗ったり、野菜を切ったりしていました。
　実際にタンスや食器棚

を体育館に設置しての家

具固定体験は実践的で勉

強になったと参加者から

声が上がっていました。

　１人で家具を固定する

ことは難しいということ

も体験でわかりました。

　段ボールでの就寝は１

泊なら耐えられるけど、

本当に避難が必要になっ

た時には、これが毎日続

くと思うと耐えられない

という声があがっていま

した。

　普段からの備え・訓練が大事であると改めて
気付けるワークショップでした。

防災ワークショップ
社協事業紹介コーナー

　木津川市社協では支部単位で地域の自主防災会
や自治会・福祉関係団体等と連携して防災活動に
取り組んでいます。

　
　市社協としては地域住民が繋がり災害時に協力
して活動できるよう木津川市全体に広がっていけ
ばという思いで活動を推進しています。

日　時　11月10日㈰　10時30分～14時30分
場　所　加茂支所前広場と加茂文化センター
内　容　青空野菜市、フリーマーケット
　　　　模擬店、玄関コンサート　
　　　　ボランティア活動展示、その他
＊青空野菜市で販売する野菜を提供してください。
　どうぞよろしくお願いします。
＊フリーマーケット出店者募集
　先着順で受付中です。１区画（3.5ｍ×３ｍ）2,000円
申込み・問合わせ
　木津川市社協　加茂支所　☎76－4338

日　時　10月12日㈯　10時～15時
場　所　木津川市中央交流会館
　　　　（いずみホール）
内　容　舞台発表
　　　　ボランティアコーナー
　　　　模擬店
　　　　ちびっこ広場・介護事業所コーナー
　　　　ハッピーコスモスちゃんも登場します！
問合わせ
　木津川市社協　木津支所　☎72－5532

ふれあいひろばinきづ ふれあいひろば ｉｎ かも
加茂
支所

木津
支所

　７月28日㈰、中央交流会館（いずみホール）で自主防災会と木津町区支
部の共催で防災ワークショップを行い、156名が参加しました。ワークシ
ョップは相楽中部消防署の協力により30組がハシゴ車に乗せていただきま
した。参加者からは「人生で初めての体験ができた」と喜びの声があり、
興奮と感動がいっぱいの
体験になりました。
　防災については、家族
や住民で地域一丸となっ
て取り組むべき課題であ
ります。日頃からの絆を
大切にして地域の防災力
を高められるいい機会と
なりました。

木津町区防災ワークショップ開催
～ハシゴ車地上35ｍを体験～

徘徊模擬訓練のご案内（加茂圏域）
～認知症の人と家族を地域で支えるために～

　徘徊模擬訓練を通して、認知症の理解を深め、認知症の人や家族が地域
で安心して暮らしていただけることを目的に行います。
日　時　10月７日㈪
　　　　13時30分～ 16時40分
場　所　加茂保健センター
内　容　・認知症サポーター養成講座
　　　　・徘徊模擬訓練
　　　　・意見交換会
申込み・問合わせ　９月30日㈪まで　
　地域包括支援センター　加茂支所
　　☎76－8502
　木津川市社協　加茂支所
　☎76－4338
※当日、ビデオ・カメラ撮影をしますのでご了承ください。
※木津圏域・山城圏域でも開催します。詳細は次号で掲載します。

バザーの物品提供

よろしくお願いします

～いざという時、自分の身を守り、家族を　
　　　守り、ご近所の方を助けられるように～

近隣住民のつながり
災害時に
　役立つ知識

災害時の
対処方法（技術）

安心安全な暮らし

防災ワークショップ

ハッピー
コスモスちゃん
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※後日、詳細については申込者に案内いたします。
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木津川市社会福祉協議会
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　　　　・意見交換会
申込み・問合わせ　９月30日㈪まで　
　地域包括支援センター　加茂支所
　　☎76－8502
　木津川市社協　加茂支所
　☎76－4338
※当日、ビデオ・カメラ撮影をしますのでご了承ください。
※木津圏域・山城圏域でも開催します。詳細は次号で掲載します。

バザーの物品提供

よろしくお願いします

～いざという時、自分の身を守り、家族を　
　　　守り、ご近所の方を助けられるように～

近隣住民のつながり
災害時に
　役立つ知識

災害時の
対処方法（技術）

安心安全な暮らし

防災ワークショップ

ハッピー
コスモスちゃん
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ハッピー
コスモスちゃん

市民ボランティア入門講座
平成25年度募集　締め切り間近！

ふれあいサロン
サポーター養成講習会開催

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

１人複数講座・１講座
だけでも受講できます

◎施設ボランティア
　（加茂きはだ園）
　でシーツ交換など
　のボランティアの
　方を募集していま
　す。

日　程　９月27日㈮　10時～12時
場　所　アスピアやましろ
内　容　ゆるキャラとのふれあい&思い出撮影
　　　　秋の虫の声聞き分けゲーム
　　　　ポップコーン
　　　　フランクフルト
　　　　お菓子のつかみどり
　　　　ジュース
　　　　ヨーヨーつり
　　　　当てもの
対象者　未就園児（兄弟、姉妹も可）と保護者
定　員　子ども100名
参加費　子ども１人　100円
申込み・問合わせ
　木津川市社協　☎71－9559
　※当日、バスの運行はありません。

ゆるキャラと一緒に！　 ハイチーズ♬
～きづがわっこ秋祭り　開催のお知らせ～

　この講座は、市民の方々に日頃市内で活躍されているボランティアグループの活動内容を 
身近に感じてもらうために体験を取り入れています。そろそろボランティアを始めたいけれ
どどのグループに入ればと迷っておられる方、市内でどんなグループがどんな活動をされて
いるのか知りたい方のための初めての取り組みです。
　日　　程　９月14日㈰　　　　　　　　　　　　　
　場　　所　木津川市中央交流会館（いずみホール）
　申込期間　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いただきますので、ご了承ください）
　講 座 名　　人形劇たらふくまんま　　　のぞみ会（手芸）　　要約筆記あかり
　　　　　　　リーベ～ドッグセラピー　　加茂の森林守り隊　　ボランティア入門
　　　　　　　点訳サークルいづみ　　　　手話ボランティア　　山城町ふるさと案内人の会
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（てのひら・あじさい）

　　　　　　　かもの恩返し（障がい者支援）　癒し塾（アロマハンドマッサージ）
　　　　　　　傾聴ボランティア　　　　　マジックわかば
　　　　　　 （うさぎ・はるかぜ・こころ） 　
　　　　　　　ゆう舞の会（日本舞踊）
　※詳しくは、木津川市ボランティアセンターにお問い合わせ下さい。電話での申込み可。

　小地域で幼児や高齢者などの見守りを兼ねたサロン活動が重要視
されています。小地域のサロンでサポーターとして活躍してもらう
方を発掘・養成するために講習会を開催いたします。
日　時　９月27日㈮　　　　内　容
　　　　13時～15時30分　 1．実践　サロンでのレクリエーションの一例
場　所　関西光科学研究所　2．活動発表（実例により知ってもらう）
　　　　多目的ホール　　　3．講義　題目「今、あらためて向こう三軒両隣」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　大谷大学文学部社会学科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教授　山下　憲昭氏

　小学４年生から中学３年生までの78名の参加者が、30のボランティア団体の協力を得て、
夏休み期間中のボランティア体験学習を終えることが出来ました。

ボランティア体験学習をおえて

山城
支所 ふれあいひろば in やましろ 福祉バザー同時開催!!
　今年度は、「ふれあいひろば in やましろ」の際、福祉バザーを実施いたします。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）の提供をお願いします。あわせて市民の皆様のご来場を心よりお待
ちしております。
　バザーの収益金は、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。
　　日　　程　10月27日㈰　
　　会　　場　アスピアやましろ　　※当日は、循環バスが山城町内を運行します。
　　問合わせ　木津川市社協山城支所　☎86－4151
　　※バザー提供品の収集について、詳細は回覧でお知らせします。

バザーなどの開催時

間・循環バスの運行時

間に関しては次号で詳

しく紹介します

ぞうり作り（手芸）
「すみれ会」

サロンのお手伝い（サロン支援）
「サロンサポーターズ」

お弁当作り（配食の調理・配達）
「ほのぼの会」

ボランティア
募　集

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.63
９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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