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今年もよろしくお願いいたします
　昨年はたくさんの方々のご協力の元、無事に1年を終えることがで
きました。
　今年もふれあいひろば・きづがわっこ祭り・世代間交流・防災ワ
ークショップなど多くの事業を行う予定です。
　たくさんの場所でみなさんに会えることを楽しみにしています。

木津川市社協に来て下さった若い方々と一緒に
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　久しぶりに“やぶっちゃ”へ行きたい！
という声が多かったので、１１月１５日㈮に
２８名でやぶっちゃの湯へ行ってきました。
　バスに揺られ１時間。あっという間に到着
です。豪華な料
理に温泉、そし
て楽しいおしゃ
べり♬
　最後まで大
満足の一日に
なりました。

年頭のあいさつ 社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会
　　　　　　会　長　　　田　　茂

　新年あけましておめでとうございます。
　皆さまにおかれましては、ご健勝にて新年をお迎
えのことと心からお慶び申し上げます。
　旧年中は木津川市社会福祉協議会に対し格別の
ご支援ご協力を賜り、役職員一同衷心より厚くお礼
申し上げます。
　今年は平成21年に策定した『地域福祉活動計
画』の見直しの年となります。計画の進捗状況を
チェックし、新たに計画の策定を進めてまいりま
す。
　『ケアセンターハッピーコスモス』も、ご利用
いただいている皆さまには大変好評をいただいて
おり、更に皆さまに愛される介護保険事業所とし
て充実してまいりますのでよろしくお願いいたし
ます。
　地域で安心安全に暮らしていくために取り組ん
でいる『見守り隊事業』では、市地域包括支援セ
ンターと共催で昨年に徘徊模擬訓練を市内４圏域
で実施しました。今後も認知症高齢者の徘徊によ

る事故を未然に防止していくた
め各種団体とのネットワークの
構築に努めます。また、24年度
から見守り活動の強化策として
取り組んでいる商工業者の方々
との連携強化も進めてまいります。
　昨年は府下でも台風18号による豪雨災害が発生
しました。何時何処でどんな災害が発生するかわ
かりません。当社協では、災害時に備えて役職員研
修を実施すると共に、災害ボランティアセンターの
設置準備を進めます。また、昨年10月には、山城青
年会議所と災害時の物資の調達や輸送などの必要
な支援活動にあたる協定を締結しました。
　今後は、子育て支援ネットワークの機能充実や
利用者が増え続ける住民参加型助け合いサービス
事業を推進してまいります。
　結びにあたり、皆さまのご健勝とご多幸を心か
ら御祈願申し上げ新年のご挨拶とさせていただき
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

１月の実施はありません 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　1月8日（水） 山城支所　1月24日（金）

申込み・問合わせ　木津川市社協  ☎71-9559

木津老人福祉センター
13時～15時30分

１月１０日㈮
（１月6日８時30分から予約受付）

２月１４日㈮
（２月３日８時30分から予約受付）

■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。

無料法律相談（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。
（１月10日から予約受付）

日　時　１月２１日（火）13時30分～1６時
会　場　南山城村文化センター　やまなみホール
申込み・問合わせ　南山城村社会福祉協議会（☎0743-93-1201）
木津川市・相楽郡内であればどなたでもご利用いただけます。

介護保険事業所　ケアセンターハッピーコスモス

秋の紅葉見学に行って来ました

　11月12日～25日までの間に11回にわかれて
奈良公園、若草山方面への紅葉ドライブツアー
を実施しました。車中からでしたが季節の移ろ
いを感じながらのひと時でした。
　利用者の方にもとても好評で「また行きた
い」とのうれしい声をいただきました。

事業内容…通所介護・訪問介護・訪問入浴・居宅支援
・看護師（若干名）
　週１回　４時間から勤務可能な方
・介護職員（若干名）
　ヘルパー２級以上又は資格がなくてもやる気がある方
・デイサービス運転手（若干名）
　普通免許でも可
※詳細につきましては介護保険事業所（☎73－2080）
　に問合わせ下さい。

　11月17日㈰ケアセンターハッピーコスモス
にて元根久子先生による職員研修を開催しまし
た。
　研修内容は「お客様へのサービスの質の向上
にむけて」の講義と実際にオムツをつけたり、
杖歩行などの体験をする実技でした。この研修
をとおして、介護を受けられる方の気持ちをよ
り知ることができました。

　１２月８日㈰加茂文化センターで、身体障がい者協議
会との共同でコーヒー販売、活動紹介などを行いました。
　その中でも卓球バレーは大好評で、強烈なスマッシ
ュの得点シーンに割れんばかりの大歓声も。体験され
た方からは、「こんな楽
しいスポーツがあるとは
知らなかった」「いつの
間にか真剣モードになっ
ていた」と汗をぬぐいな
がらアツいひと時を振り
返っていました。

熱戦沸騰！“卓球バレー”
木津川市人権文化のつどい キラリさわやかフェスタ 温泉へ行ってきました！！

もみじ会の遠足（一人暮らし高齢者の会）

～若草山～

車の中からきれいな紅葉が見られました

杖の使い方の実習

熱心に聞きいる職員

山城
支所

〈求人募集〉

【事業所職員研修】
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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
 
相談・登録

　平成25年10月23日㈬棚倉小学校で、4年生47名を対象に認知
症サポーター養成講座を行いました。この取り組みは学校から
の要請を受け人権学習（高齢者施設の職場体験）の事前学習と
して行ったものです。講師は、キャラバンメイトの辻さんと畑
山さんです。講習内容は、認知症とはどういうものかを紙芝居
を使ってやさしく、わかりやすく説明した後、感じたことをま
とめてグループ発表を行いました。児童たちは、お年寄りが困
っていたら「どうかしましたかと声をかける」「一緒に探して
あげる」「気を落ち着かせてあげるなどの手助けを発表しまし
た。最後に、受講証書を手渡しました。

認知症サポーター養成講座を開催

木津川市ボランティア
連絡協議会会長　辻　忠

木津川市ボランティアセンター
運営委員会委員長　松本憲三郎

明けましておめでとうございます

木村政一様
木津川市グラウンド・ゴルフ協会様
男子厨房に入ろう会様

青木様

………………………100,000円
……3,510円

……………8,000円
（ふれあいひろば）

…………………………配食食材（柿）

きらリスト様

匿名様
匿名様
匿名様

…………………………3,150円 
（ふれあいひろば）

…………………………30,000円
…………………………5,000円
……配食食材（さつまいも、大根など）

善意のご寄付ありがとうございました

社協グラウンド・ゴルフ大会で楽しくプレー

　昨年は、当会へのご協力ご支援誠
に有難う御座いました。今年も、広
く開かれたボランティアグループと
して啓発運動と小地域福祉充実のた
め、子供から高齢者までが集える交
流の場の支援者育成に努めて参りま
す。宜しくお願い申し上げます。

　今年も秋頃に市民ボランティア入
門講座を開催予定していますので、
自分にあったボランティアを見つけ
て下さい。年頭にあたり皆様方のご
多幸をお祈りし、変わらぬご支援ご
協力をお願い申し上げます。

　地域、法人、事業所、店頭及び街頭等の
募金により、下記の金額が集まりました。　
　木津川市内でご協力いただきました額を
報告します。
　赤い羽根共同募金
　歳末たすけあい募金

募金は地域福祉活動に生かしていきます。

共同募金にご協力ありがとうございました

5,040,662円
　  2,846,416円

（12月10日現在）

介護者リフレッシュ事業
日　時　1月30日㈭　8時40分～ 17時
内　容　なんばグランド花月
　　　　思い切りみんなで笑いましょう！
参加費　1,000円
対象者　木津川市に在住し、在宅で介護を
　　　　されている方
申込締切　1月16日㈭
ご参加お待ちしております。

　11月24日㈰木津川ふれあい健康グラウンドで、第７回社

会福祉協議会グラウンド・ゴルフ大会を開催しました。

203名の選手が参加。好天のもと初めての方同士同じ組で

コースを回りながら楽しくプレーし、交流を深められてい

ました。


