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※後日、詳細については申込者に案内いたします。
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　２月７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　２月12日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　２月２８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

２月14日㈮
（２月３日８時30分から予約受付）

３月14日㈮
（３月３日８時30分から予約受付）

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。

（２月３日から予約受付）

日　時　２月21日（金）13時30分～1６時
会　場　木津老人福祉センター
申込み・問合わせ　木津川市社協 （☎71-9559）
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。

住民懇談会 ～認知症の人と家族を地域で支えるためにお聞かせください、皆様の声！～
配食サービスクリスマス会

　12月15日㈰加茂文化センターで配食サービス
クリスマス会を開催しました。
　利用者・調理ボランティア・配達ボランティア・
支所運営委員の方々、総勢87名が参加して交流
を深める機会となりました。
　演芸ボランティアの「アロハウクレレ」の方々
をお招きし、演奏やフラダンスにアロハな気分に
浸りました。
　最 後 に サ
ンタさんから
プレゼントを
もらい楽しい
クリスマス会
となりました。

加茂
支所

本町東区　高齢者ふれあいサロン

　12月８日㈰木津老人福祉センターで奈良交通
お笑い演芸同好会を招いての演芸鑑賞・住民懇
談会を開催しました。70歳以上の高齢者、民生児
童委員、ボランティア、役員など56名が参加して昼

食を食べながら
楽しい一日を過
ごしました。ご参
加いただきまし
た皆様ありがと
うございました。

日　時　３月５日㈬　１１時～１５時
場　所　木津老人福祉センター
内　容　一年の振り返り（会食）
参加費　３００円
対象者　木津川市内に在住し、在宅で介護をされ
　　　　ている方
締切り　２月２８日（金）
申込み・問合わせ
　　　　木津川市社協（☎７１－９５５９）
ご参加お待ちしています。

木津
支所

サプライズのサンタ
皆の楽しさ倍増！いきいきサロン

　山城地域では、毎月第２金曜日にそれぞれの地
域で一斉にサロンが開催されます。
　１２月の『いきいきサロン』は、恒例のクリスマス
会。この日は、干支の色紙づくりをしました。合
間には、サンタが登場し、皆さん大喜びです。
　プレゼントを片手に「今日のいきいきも最高や
っ た」や「こ
うして皆に会
えるのが楽し
み」と改めて
至極のひと時
をかみしめて
いました。

山城
支所

日　時　４月11日㈮　
行き先　兵庫県　丹波篠山方面
参加費　2,000円（当日徴収）
対象者　旧木津町在住で平成26年

４月１日現在、満75歳以
上の方

締切り　３月３日㈪～ 3月17日㈪
まで　（先着150名）

申込み　木津川市社会福祉協議会
木津支所（☎72－5532）

　　　　地域の民生委員・社協支部長・
事務局に申し込んで下さい。

『春のつどい』
　木津老人福祉センターでは、年を重ねても楽しく日常生活を送る
ために、センタークラブ活動をしています。日頃の成果を皆様に発表
し、日々の活力にしたいと思います。１年間の成果をご覧ください。

　木津川市社会福祉協議会では、「思いやり　あふれる笑顔　ひろがる輪」を合言葉に、今年度も「住民懇談
会」を開催いたします。
　今回のテーマは、『認知症』です。認知症は、とても身近でありながら難しい問題と考えられています。
　木津川市では、今年度、初めて「徘徊模擬訓練」を実施しました。この取り組みを通し、認知症の方や家族が
安心して暮らせる地域づくりについて、いま一度皆で考えていきたいと思います。
　どうぞお気軽にお誘いあわせてご参加ください。

日　時　３月２日㈰　９時～ 15時30分
場　所　木津川市中央交流会館（いずみホール）
内　容　展示発表　９時～ 15時30分
　　　　　絵画・書道・生花・料理
　　　　　手芸（10時から体験コーナーあり）
　　　　舞台発表　12時30分～ 15時30分
　　　　　カラオケ・大正琴・短歌・俳句・フラダンス・太極拳
　　　　呈茶　10時～ 15時
　　　　　茶道（受付にて茶券を販売）

日　時　２月25日㈫及び２月27日㈭
　　　　13時～15時
場　所　山城保健センター （両日とも）
内　容　◇実践報告「徘徊模擬訓練の取り組み」
　　　　◇社協山城支所活動紹介
　　　　　（認知症支援につながる活動）
　　　　◇ご質問
　　　　　「お聞かせください、生活のお悩み等」
対象者　木津川市山城支所管内（旧山城町）にお
　　　　住まいの方
問合わせ　木津川市社協山城支所（☎ 86－4151）

日　時　3月12日㈬　13時～15時
場　所　加茂保健センター
内　容　・加茂支所活動紹介及び地域課題について
　　　　・講演
　　　　　「認知症と恭仁カフェ (もの忘れ予防の
　　　　　つどい)について」
　　　　　講師　山口医院　院長　山口泰司氏
　　　　・加茂地域包括支援センターによる寸劇
　　　　　「認知症の人への接し方」
対象者　木津川市加茂支所管内（旧加茂町）にお
　　　　住まいの方
問合わせ　木津川市社協加茂支所（☎ 76－4338）

第32回木津老人福祉センター　クラブ活動発表会

第６回介護者交流事業
参加者募集

日ごろの疲れやストレスを癒しましょう！

　12月11日㈬ホテル日航奈良で元気ディクリスマス
発表会を木津・加茂・山城合同で行いました。地域
ごとに歌や体操、共同制作の貼り絵を発表し成果を
労いました。
　泉座の朗読劇では、身振り手振りを交えた迫力
のある舞台に満足されたご様子。
　見て、聞いて、歌って体操し、サンタさんの登場も
あり盛りだくさんの楽しい一日となりました。

木津
支所

【山城会場】 【加茂会場】

てい ちゃ

参
加
者
募
集

元気ディクリスマス発表会
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ハッピー
コスモスちゃん

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

松田　文雄　様
クリクラ木津川　様
育児サークル　はとポッポ　様
恭仁小学校　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様

……………………4,850円
…………………21,000円

……………10,000円
………………もち米10キロ

……………………………2,000円
……………………………5,000円
……………………………14,471円
……………………………10,000円
……………………アクリルたわし
………配食材料（大根、調味料）

善意のご寄付ありがとうございました

日　時

場　所

対　象

テキスト代

申込締切
問合わせ

３月８日（土）9時～17時
　　９日（日）9時～12時
木津老人福祉センター

（木津川端19番地）
木津川市在住の方で65歳まで
の方
1,500円

（社協の協力会員に登録された
方は無料です）
2月28日
木津川市社協　（☎71-9559）

★福祉有償運送「運転協力者」講習会のご案内★

住民参加型助け合いサービス協力会員募集中！

　福祉送迎サ－ビスは、公共交通機関を利用する
のが困難な人の移動を支援するものです。送迎サ
－ビスの特性から優しい運転が求められ、高い安全
性も求められます。
　「だれでも、いつでも、どこにでも」安心して出
かけられる社会を創るために、一人でも多くの人
が運転者となって活躍されることを期待しています。
　上手な運転と、協力者になろうという意欲と、
さらに利用者の安全や安心への配慮を意識的に行
うことによって、送迎サ－ビスに適した運転をす
るための講習会を開催します。
　近隣での講習会は年に一度です。この機会にぜ
ひ、ご参加ください。

　住民参加型助け合いサービスでは家事・介助・送迎などのお世話のできる協力会員さんを募
集中です。（送迎には、下記の講習会の受講が必要です。）詳しくは木津川市社協までお問い
合わせください。

災害ボランティア講習会
参加者募集

災害ボランティア講習会
参加者募集

活動パネルを展示しました。活動パネルを展示しました。平成２５年度ボランティア
グループ交流会を開催
平成２５年度ボランティア
グループ交流会を開催

日　時　２月28日㈮　　
　　　　13時30分～　 　
場　所　木津川市木津町商工会館
内　容・家庭の防火について消防
　　　　署の方より講話や煙体験
　　　　など講習
　　　・災害時の注意事項につい
　　　　て講話、避難マップ作り
　　　　やＤＶＤ鑑賞
対象者　一般市民　
申込期間　２月１日㈯～２月20日㈭

ご参加お待ちしております。

　平成25年12月7日㈯81名のボ
ランティアが参加し、いずみホー
ルで開催しました。今回は、近
隣の奈良市ボランティア団体も参
加し市民と暮らし研究所所長太
田　昌也先生の講演を熱心に受
講。楽しい交流会になりました。

　平成25年11月25日㈪～ 12月２
日㈪まで木津川市役所本庁１階
住民活動スペースにて85のボラ
ンティアグループのパネル展示を
行いました。100名以上の方が見
学に来られ好評でした。
　ボランティアに興味のある方
は、木津川市ボランティアセン
ターへお問い合わせください。

　世代間交流事業が３会場（加茂１月18日、山城１月18日、木津１月25日）で開催されました。
　午年の今年は、定番のもちつきやカルタ、百人一首に加え、人形劇、十二支の読み聞かせなど趣向を凝
らしたプログラムが目白押しでした。
　どの会場も参加者の笑顔があふれ、「カルタはゲーム機よりも白熱したよ」や「幅広い年代のふれあい
は思い出になるわ」と振り返っていました。

第7回　市・社協会長杯
ゲートボール大会

日　時　3月13日㈭　雨天の時は3月14日㈮
　　　　（受付は８時30分より）
場　所　木津グラウンド
対象者　木津川市民で構成されたチーム
参加費　１チーム　500円
申込み・問合わせ
　　　　2月28日㈮までに参加費を添えて
　　　　木津川市ゲートボール連盟各支部へ
主　管　木津川市ゲートボール連盟

URL ht tp : / /www.kyoshakyo .o r . j p /k i zugawa/
木津川市社協だより

平成26年

No.68
２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

世
代
を
越
え
て
ニ
ッ
コ
ニ
コ

新
年
の
あ
・
そ
・
び
・
ぞ
・
め

　冬
の
つ
ど
い

世
代
を
越
え
て
ニ
ッ
コ
ニ
コ

新
年
の
あ
・
そ
・
び
・
ぞ
・
め

　冬
の
つ
ど
い

世
代
間
交
流
報
告

世
代
間
交
流
報
告



２

※後日、詳細については申込者に案内いたします。
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　２月７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　２月12日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　２月２８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

２月14日㈮
（２月３日８時30分から予約受付）

３月14日㈮
（３月３日８時30分から予約受付）

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。

（２月３日から予約受付）

日　時　２月21日（金）13時30分～1６時
会　場　木津老人福祉センター
申込み・問合わせ　木津川市社協 （☎71-9559）
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。

住民懇談会 ～認知症の人と家族を地域で支えるためにお聞かせください、皆様の声！～
配食サービスクリスマス会

　12月15日㈰加茂文化センターで配食サービス
クリスマス会を開催しました。
　利用者・調理ボランティア・配達ボランティア・
支所運営委員の方々、総勢87名が参加して交流
を深める機会となりました。
　演芸ボランティアの「アロハウクレレ」の方々
をお招きし、演奏やフラダンスにアロハな気分に
浸りました。
　最 後 に サ
ンタさんから
プレゼントを
もらい楽しい
クリスマス会
となりました。

加茂
支所

本町東区　高齢者ふれあいサロン

　12月８日㈰木津老人福祉センターで奈良交通
お笑い演芸同好会を招いての演芸鑑賞・住民懇
談会を開催しました。70歳以上の高齢者、民生児
童委員、ボランティア、役員など56名が参加して昼

食を食べながら
楽しい一日を過
ごしました。ご参
加いただきまし
た皆様ありがと
うございました。

日　時　３月５日㈬　１１時～１５時
場　所　木津老人福祉センター
内　容　一年の振り返り（会食）
参加費　３００円
対象者　木津川市内に在住し、在宅で介護をされ
　　　　ている方
締切り　２月２８日（金）
申込み・問合わせ
　　　　木津川市社協（☎７１－９５５９）
ご参加お待ちしています。

木津
支所

サプライズのサンタ
皆の楽しさ倍増！いきいきサロン

　山城地域では、毎月第２金曜日にそれぞれの地
域で一斉にサロンが開催されます。
　１２月の『いきいきサロン』は、恒例のクリスマス
会。この日は、干支の色紙づくりをしました。合
間には、サンタが登場し、皆さん大喜びです。
　プレゼントを片手に「今日のいきいきも最高や
っ た」や「こ
うして皆に会
えるのが楽し
み」と改めて
至極のひと時
をかみしめて
いました。

山城
支所

日　時　４月11日㈮　
行き先　兵庫県　丹波篠山方面
参加費　2,000円（当日徴収）
対象者　旧木津町在住で平成26年

４月１日現在、満75歳以
上の方

締切り　３月３日㈪～ 3月17日㈪
まで　（先着150名）

申込み　木津川市社会福祉協議会
木津支所（☎72－5532）

　　　　地域の民生委員・社協支部長・
事務局に申し込んで下さい。

『春のつどい』参加者募集
　木津老人福祉センターでは、年を重ねても楽しく日常生活を送る
ために、センタークラブ活動をしています。日頃の成果を皆様に発表
し、日々の活力にしたいと思います。１年間の成果をご覧ください。

　木津川市社会福祉協議会では、「思いやり　あふれる笑顔　ひろがる輪」を合言葉に、今年度も「住民懇談
会」を開催いたします。
　今回のテーマは、『認知症』です。認知症は、とても身近でありながら難しい問題と考えられています。
　木津川市では、今年度、初めて「徘徊模擬訓練」を実施しました。この取り組みを通し、認知症の方や家族が
安心して暮らせる地域づくりについて、いま一度皆で考えていきたいと思います。
　どうぞお気軽にお誘いあわせてご参加ください。

日　時　３月２日㈰　９時～ 15時30分
場　所　木津川市中央交流会館（いずみホール）
内　容　展示発表　９時～ 15時30分
　　　　　絵画・書道・生花・料理
　　　　　手芸（10時から体験コーナーあり）
　　　　舞台発表　12時30分～ 15時30分
　　　　　カラオケ・大正琴・短歌・俳句・フラダンス・太極拳
　　　　呈茶　10時～ 15時
　　　　　茶道（受付にて茶券を販売）

日　時　２月25日㈫及び２月27日㈭
　　　　13時～15時
場　所　山城保健センター （両日とも）
内　容　◇実践報告「徘徊模擬訓練の取り組み」
　　　　◇社協山城支所活動紹介（認知症支援に
　　　　　つながる活動）
　　　　◇ご質問「お聞かせください、生活のお
　　　　　悩み等」
対象者　木津川市山城支所管内（旧山城町）にお
　　　　住まいの方
問合わせ　木津川市社協山城支所（☎ 86－4151）

日　時　3月12日㈬　13時～15時
場　所　加茂保健センター
内　容　・加茂支所活動紹介及び地域課題について
　　　　・講演：認知症について
　　　　　「認知症と恭仁カフェ (もの忘れ予防の
　　　　　つどい)について」
　　　　　講師　山口医院　院長　山口泰司氏
　　　　・加茂地域包括支援センターによる寸劇
　　　　　「認知症の人への接し方」
対象者　木津川市加茂支所管内（旧加茂町）にお
　　　　住まいの方
問合わせ　木津川市社協加茂支所（☎ 76－4338）

第32回木津老人福祉センター　クラブ活動発表会

第６回介護者交流事業
参加者募集

日ごろの疲れやストレスを癒しましょう！

　12月11日㈬ホテル日航奈良で元気ディクリスマス
発表会を木津・加茂・山城合同で行いました。地域
ごとに歌や体操、共同制作の貼り絵を発表し成果を
労いました。
　泉座の朗読劇では、身振り手振りを交えた迫力
のある舞台に満足されたご様子。
　見て、聞いて、歌って体操し、サンタさんの登場も
あり盛りだくさんの楽しい一日となりました。

木津
支所

【山城会場】 【加茂会場】

てい ちゃ

元気ディクリスマス発表会
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※後日、詳細については申込者に案内いたします。
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　２月７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　２月12日（水）
13時30分～16時　保健センター

山城支所　２月２８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

２月14日㈮
（２月３日８時30分から予約受付）

３月14日㈮
（３月３日８時30分から予約受付）

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。

（２月３日から予約受付）

日　時　２月21日（金）13時30分～1６時
会　場　木津老人福祉センター
申込み・問合わせ　木津川市社協 （☎71-9559）
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。

住民懇談会 ～認知症の人と家族を地域で支えるためにお聞かせください、皆様の声！～
配食サービスクリスマス会

　12月15日㈰加茂文化センターで配食サービス
クリスマス会を開催しました。
　利用者・調理ボランティア・配達ボランティア・
支所運営委員の方々、総勢87名が参加して交流
を深める機会となりました。
　演芸ボランティアの「アロハウクレレ」の方々
をお招きし、演奏やフラダンスにアロハな気分に
浸りました。
　最 後 に サ
ンタさんから
プレゼントを
もらい楽しい
クリスマス会
となりました。

加茂
支所

本町東区　高齢者ふれあいサロン

　12月８日㈰木津老人福祉センターで奈良交通
お笑い演芸同好会を招いての演芸鑑賞・住民懇
談会を開催しました。70歳以上の高齢者、民生児
童委員、ボランティア、役員など56名が参加して昼

食を食べながら
楽しい一日を過
ごしました。ご参
加いただきまし
た皆様ありがと
うございました。

日　時　３月５日㈬　１１時～１５時
場　所　木津老人福祉センター
内　容　一年の振り返り（会食）
参加費　３００円
対象者　木津川市内に在住し、在宅で介護をされ
　　　　ている方
締切り　２月２８日（金）
申込み・問合わせ
　　　　木津川市社協（☎７１－９５５９）
ご参加お待ちしています。

木津
支所

サプライズのサンタ
皆の楽しさ倍増！いきいきサロン

　山城地域では、毎月第２金曜日にそれぞれの地
域で一斉にサロンが開催されます。
　１２月の『いきいきサロン』は、恒例のクリスマス
会。この日は、干支の色紙づくりをしました。合
間には、サンタが登場し、皆さん大喜びです。
　プレゼントを片手に「今日のいきいきも最高や
っ た」や「こ
うして皆に会
えるのが楽し
み」と改めて
至極のひと時
をかみしめて
いました。

山城
支所

日　時　４月11日㈮　
行き先　兵庫県　丹波篠山方面
参加費　2,000円（当日徴収）
対象者　旧木津町在住で平成26年

４月１日現在、満75歳以
上の方

締切り　３月３日㈪～ 3月17日㈪
まで　（先着150名）

申込み　木津川市社会福祉協議会
木津支所（☎72－5532）

　　　　地域の民生委員・社協支部長・
事務局に申し込んで下さい。

『春のつどい』参加者募集
　木津老人福祉センターでは、年を重ねても楽しく日常生活を送る
ために、センタークラブ活動をしています。日頃の成果を皆様に発表
し、日々の活力にしたいと思います。１年間の成果をご覧ください。

　木津川市社会福祉協議会では、「思いやり　あふれる笑顔　ひろがる輪」を合言葉に、今年度も「住民懇談
会」を開催いたします。
　今回のテーマは、『認知症』です。認知症は、とても身近でありながら難しい問題と考えられています。
　木津川市では、今年度、初めて「徘徊模擬訓練」を実施しました。この取り組みを通し、認知症の方や家族が
安心して暮らせる地域づくりについて、いま一度皆で考えていきたいと思います。
　どうぞお気軽にお誘いあわせてご参加ください。

日　時　３月２日㈰　９時～ 15時30分
場　所　木津川市中央交流会館（いずみホール）
内　容　展示発表　９時～ 15時30分
　　　　　絵画・書道・生花・料理
　　　　　手芸（10時から体験コーナーあり）
　　　　舞台発表　12時30分～ 15時30分
　　　　　カラオケ・大正琴・短歌・俳句・フラダンス・太極拳
　　　　呈茶　10時～ 15時
　　　　　茶道（受付にて茶券を販売）

日　時　２月25日㈫及び２月27日㈭
　　　　13時～15時
場　所　山城保健センター （両日とも）
内　容　◇実践報告「徘徊模擬訓練の取り組み」
　　　　◇社協山城支所活動紹介（認知症支援に
　　　　　つながる活動）
　　　　◇ご質問「お聞かせください、生活のお
　　　　　悩み等」
対象者　木津川市山城支所管内（旧山城町）にお
　　　　住まいの方
問合わせ　木津川市社協山城支所（☎ 86－4151）

日　時　3月12日㈬　13時～15時
場　所　加茂保健センター
内　容　・加茂支所活動紹介及び地域課題について
　　　　・講演：認知症について
　　　　　「認知症と恭仁カフェ (もの忘れ予防の
　　　　　つどい)について」
　　　　　講師　山口医院　院長　山口泰司氏
　　　　・加茂地域包括支援センターによる寸劇
　　　　　「認知症の人への接し方」
対象者　木津川市加茂支所管内（旧加茂町）にお
　　　　住まいの方
問合わせ　木津川市社協加茂支所（☎ 76－4338）

第32回木津老人福祉センター　クラブ活動発表会

第６回介護者交流事業
参加者募集

日ごろの疲れやストレスを癒しましょう！

　12月11日㈬ホテル日航奈良で元気ディクリスマス
発表会を木津・加茂・山城合同で行いました。地域
ごとに歌や体操、共同制作の貼り絵を発表し成果を
労いました。
　泉座の朗読劇では、身振り手振りを交えた迫力
のある舞台に満足されたご様子。
　見て、聞いて、歌って体操し、サンタさんの登場も
あり盛りだくさんの楽しい一日となりました。
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ハッピー
コスモスちゃん

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

松田　文雄　様
クリクラ木津川　様
育児サークル　はとポッポ　様
恭仁小学校　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様

……………………4,850円
…………………21,000円

……………10,000円
………………もち米10キロ

……………………………2,000円
……………………………5,000円
……………………………14,471円
……………………………10,000円
……………………アクリルたわし
………配食材料（大根、調味料）

善意のご寄付ありがとうございました

日　時

場　所

対　象

テキスト代

申込締切
問合わせ

３月８日（土）9時～17時
　　９日（日）9時～12時
木津老人福祉センター

（木津川端19番地）
木津川市在住の方で65歳まで
の方
1,500円

（社協の協力会員に登録された
方は無料です）
2月28日
木津川市社協　（☎71-9559）

★福祉有償運送「運転協力者」講習会のご案内★

住民参加型助け合いサービス協力会員募集中！

　福祉送迎サ－ビスは、公共交通機関を利用する
のが困難な人の移動を支援するものです。送迎サ
－ビスの特性から優しい運転が求められ、高い安全
性も求められます。
　「だれでも、いつでも、どこにでも」安心して出
かけられる社会を創るために、一人でも多くの人
が運転者となって活躍されることを期待しています。
　上手な運転と、協力者になろうという意欲と、
さらに利用者の安全や安心への配慮を意識的に行
うことによって、送迎サ－ビスに適した運転をす
るための講習会を開催します。
　近隣での講習会は年に一度です。この機会にぜ
ひ、ご参加ください。

　住民参加型助け合いサービスでは家事・介助・送迎などのお世話のできる協力会員さんを募
集中です。（送迎には、下記の講習会の受講が必要です。）詳しくは木津川市社協までお問い
合わせください。

災害ボランティア講習会
参加者募集

災害ボランティア講習会
参加者募集

活動パネルを展示しました。活動パネルを展示しました。平成２５年度ボランティア
グループ交流会を開催
平成２５年度ボランティア
グループ交流会を開催

日　時　２月28日㈮　　
　　　　13時30分～　 　
場　所　木津川市木津町商工会館
内　容・家庭の防火について消防
　　　　署の方より講話や煙体験
　　　　など講習
　　　・災害時の注意事項につい
　　　　て講話、避難マップ作り
　　　　やＤＶＤ鑑賞
対象者　一般市民　
申込期間　２月１日㈯～２月20日㈭

ご参加お待ちしております。

　平成25年12月7日㈯81名のボ
ランティアが参加し、いずみホー
ルで開催しました。今回は、近
隣の奈良市ボランティア団体も参
加し市民と暮らし研究所所長太
田　昌也先生の講演を熱心に受
講。楽しい交流会になりました。

　平成25年11月25日㈪～ 12月２
日㈪まで木津川市役所本庁１階
住民活動スペースにて85のボラ
ンティアグループのパネル展示を
行いました。100名以上の方が見
学に来られ好評でした。
　ボランティアに興味のある方
は、木津川市ボランティアセン
ターへお問い合わせください。

　世代間交流事業が３会場（加茂１月18日、山城１月18日、木津１月25日）で開催されました。
　午年の今年は、定番のもちつきやカルタ、百人一首に加え、人形劇、十二支の読み聞かせなど趣向を凝
らしたプログラムが目白押しでした。
　どの会場も参加者の笑顔があふれ、「カルタはゲーム機よりも白熱したよ」や「幅広い年代のふれあい
は思い出になるわ」と振り返っていました。

第7回　市・社協会長杯
ゲートボール大会

日　時　3月13日㈭　雨天の時は3月14日㈮
　　　　（受付は８時30分より）
場　所　木津グラウンド
対象者　木津川市民で構成されたチーム
参加費　１チーム　500円
申込み・問合わせ
　　　　2月28日㈮までに参加費を添えて
　　　　木津川市ゲートボール連盟各支部へ
主　管　木津川市ゲートボール連盟

URL ht tp : / /www.kyoshakyo .o r . j p /k i zugawa/
木津川市社協だより

平成26年

No.68
２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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