
ハッピー
コスモスちゃん

木津川市社会福祉協議会 検索

ボランティアセンター
ボランティア連絡協議会

　問合せ・相談・登録
TEL.0774-72-9155

地域を良くする　アイデア満載　地域懇談会地域を良くする　アイデア満載　地域懇談会

　昨年３月に策定した「第2次木津川市地域福祉活
動計画」を市民の皆様に知っていただき、今後の地
域福祉のあり方について、一緒に考えを出していく
ために、地域懇談会を開催しました。
　平成27年度は、市内６カ所（木津、西木津川台、
瓶原、南加茂台、上狛、棚倉）で実施し、多くの市
民の皆様にご参加いただきました。
　「自分の地域をよくするために、自分にできるこ
と」では、「あいさつや声かけ、見守り」「地域活動
への積極参加」「特技を活かした活動を行う」「子ど
もたちにもっと地域を知ってもらう」など様々なア
イデアが飛び出しました。

おもちゃの図書館ボランティア募集おもちゃの図書館ボランティア募集

匿名様……………10,000円（こすもすカフェのために）
匿名様（加茂）……大根（配食食材として）
匿名様（山城）……米３０キロ×３本（配食食材として）

善意のご寄付
ありがとうございました

木津支所　4月1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 13時30分～16時　保健センター

加茂支所　4月13日（水） 山城支所　4月22日（金）

申込み・問合わせ：木津川市社協  ☎0774-71-9559

■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相談は1人年間1回
　（4月～3月）に限らせていただきます。ご了承ください。

4月8日㈮
（4月1日８時30分から予約受付）

5月13日㈮
（5月2日８時30分から予約受付）

13時～15時30分
木津老人福祉センター

相 談 コ ー ーナ

心配ごと相談

見守り隊研修会の開催報告

問合わせ：木津支所（☎0774-72-5532）・加茂支所（☎0774-76-4338）・山城支所（☎0774-86-4151）

（各月　先着5名　1人30分間）無料法律相談

山城南地区社協
司法書士法律相談

おもちゃの図書館の運営。おもちゃの貸出しを行って
います。みんなで楽しくボランティアしませんか。

急募！急募！

興味のある方は、一度ボランティアセンターまでお問合わせください。

活動場所：木津老人福祉センター
活動日時：毎月第１・第３水曜日
　　　　　10時～12時

必ず電話で予約してください。
（4月1日から予約受付） 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。

日　時　4月13日（水）13時30分～16時
会　場　和束町社会福祉センター
申込み・問合わせ　和束町社会福祉協議会（☎0774-78-3312）

ふだんの くらしを しあわせに

木津　西木津川台地域の様子

加茂　南加茂台地域の様子

山城　上狛地域の様子

　お花見シーズンがやってきました！春は天気、気温、気圧の変化が激しく風も吹きやすくな
ります。この時期は意外に肌寒く感じる時期なのです。薄手のダウンジャケットやひざ掛けの
持参はもちろん、レジャーシートの下に新聞紙や段ボールを敷くと地面からの冷気を和らげ
ることができます。お花見に出かける際は、防寒対策をしっかりとし、体調管理に気を付けな
がら楽しみましょう！ 

ハッピーコスモスちゃんからメッセージ

平成27年度　賛助会員　医療法人社団飯田医院
平成27年度　賛助会員　京和商会薬品株式会社
平成27年度　賛助会員　シャディ サラダ館 木津店

　きずな3月号の平成27年度社協賛助・
施設・団体会員の一覧の欄で企業名が
掲載されていない会員様がございまし
た。大変、申し訳ございませんでした。 ありがとうございました。

お詫び

　３月１4日（月）、関西光科学研究所にて見守り隊研修会を行いました。
大谷大学教授の山下氏を迎え、地域で取組んだ徘徊模擬訓練や地域で
の見守り活動の実践報告に、参加された総勢147名は熱心に耳を傾けま
した。
　木津川市内でも高齢化が進み、地域での見守り活動の強化が求めら
れています。地域に暮らしている住民同士、お互いが支えあって、この地
域で暮らしていきたいと思える地域づくりを目指していきましょう。

地域での見守りネットワークの更なる構築を目指して

木津川市社協だより

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２　〔ハッピーコスモス〕 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 http://www.kyoshakyo.or.jp/kizugawa/
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３

平成28年度 木津川市社会福祉協議会事業計画

平成28年度　一般会計予算

人件費支出
214,042（56.7％）  

事業費支出
68,224（18％）  

事務費支出
20,018（5.3％）  

会費収入
10,612（2.8％）  

前期末支払資金残高
40,324（10.6％） 

その他
37,264（10.1％） 

その他
43,530（11.7％） 

受託金収入
42,418（11.2％）  介護保険事業収入

156,315（41.4％）  

補助金収入
90,343（23.9％）  

次期繰越活動増減差額
31,462（8.3％） 

（単位：千円）

収　入
377,276 
収　入

377,276 
支　出

377,276
支　出

377,276

介護事業所ケアセンターハッピーコスモス

貸付事業支出
返還金支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
積立金支出
拠点区分繰入金支出
サービス区分繰入金支出
予備費支出

寄附金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
補助事業等収益収入

2,658
2,570
98

9,604
30

19,451
150
3,872
5,097

210
2,200
6,236
6,918
3,410
8,120

助成金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

1,100
1,876
672
2,500
150
3,872

　地域住民が互いを思いやり集う場所には笑顔があふれつながりが広がって地域全体が輪になる、そんな地
域を作っていきます。
　現在、社会福祉協議会では、第2次木津川市地域福祉活動計画に基づき事業を推進しております。
　基本目標１「交流する地域づくり」すべての住民がつながり、交流するまちをつくります。　　　　　
　基本目標２「課題を解決する地域づくり」福祉課題の把握から解決までが円滑なまちをつくります。
　基本目標３「地域福祉の基盤づくり」福祉社会の基盤となる環境・情報・人・組織・ネットワークを強化します。
　社協活動は住民を中心に、行政機関、民生児童委員協議会、自治会、社協支部などの住民組織、当事者組織
等々、できる限り多くの方々の力を合わせることでより良い活動にしていくことができます。いつまでも暮らし
たいまちを作るため、みなさまのお力添えをよろしくお願いいたします。

基本理念「思いやり　あふれる笑顔　ひろがる輪」

①見守り活動の推進
　●徘徊模擬訓練の実施（10月～11月）
　●見守り隊養成講座の開催（2月）
　●花を通した見守り活動（7月）
　●歳末おせち料理のお届け（12月）
　●商工業者の見守り隊連携強化事業の推進
　●小地域ネットワーク研修会の開催

②心配ごとを抱えた方々への支援の充実
　●法律相談の実施（毎月）
　●心配ごと相談の実施（毎月）
　●司法書士法律相談（山城南地区社協主催）
　　会場提供（毎月）
　●相談機能の充実（地域包括支援センター、福
祉サービス利用援助事業、生活福祉資金貸
付事業、ファミリーサポートセンターなど）

③地域包括ケアの推進
　木津川市地域包括支援センター木津西の運営
　●介護予防ケアマネジメントの実施
　●総合相談事業の推進
　●権利擁護事業の推進
　●包括的・継続的ケアマネジメント
　　支援事業の推進
　●地域包括支援ネットワークの構築
④災害ボランティア活動の充実・運営委員会の開催
　●先進地視察研修の実施
　●木津川市防災訓練への参加
　●災害ボランティア研修の実施
⑤地域福祉財源の確保
　●会員増強運動の展開（増強期間４月～７月）
　●福祉バザーの開催（6月～11月）
　●共同募金運動の推進（10月・12月）

重点事業

職員募集 急募

・それぞれ実績により、処遇改善一時金別途支給あり。詳細につきましては介護事業所　☎73-2080 までお問い合わせください。

私たちと一緒に働いてくださる職員さんを募集しています。
職　種 資　格 時　給 備　考

訪問入浴看護師

訪問入浴登録ヘルパー

訪問介護登録ヘルパー

訪問入浴登録ヘルパー
（入浴介助・機器操作等）

介護職員(嘱託）
（デイサービス・訪問介護・訪問入浴）

介護職員(パート）
（デイサービス）

送迎運転手（パート）
（デイサービス）

ヘルパー2級以上
普通自動車免許

普通自動車免許

ヘルパー2級以上

ヘルパー2級以上

介護福祉士

無資格OK

1,000円～

1,100円～
※土日祝200円UP

月額170,500円
（資格手当含む）

850円～

850円～

850円～

看護師 1,500円～ 半日から登録可

半日から登録可

半日から登録可

半日から登録可

年1回昇給有
（勤務実績による）

８：３０～１７：１５
週2日～週5日

７：３０～１７：１５
朝夕４時間程度

　おかげさまでケアセンターハッピーコスモスもスタートして4年となりました。デ
イサービスでは毎月選択レクレーションやボランティアの皆様のご協力により様々
な催し物を行なっています。今回は新年からの様子をご紹介させていただきます。

　相楽台小学校６年生児童が利用者様との交流会に来られました。車椅子体験、介護職員との質疑応答や利用者様
との交流など・・・小学生から歌、演奏のプレゼントもあり利用者様も大変喜んでおられました。

新年を迎え毎年恒例の初詣に岡田国神社に行ってきました。

毎月音楽演奏、合唱などの
ボランティアの皆さんにお
越しいただき利用者の皆
様に楽しんでいただいて
います。

大正琴演奏

クラリネット演奏

鬼はーそと

福はーうち
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との交流など・・・小学生から歌、演奏のプレゼントもあり利用者様も大変喜んでおられました。

新年を迎え毎年恒例の初詣に岡田国神社に行ってきました。

毎月音楽演奏、合唱などの
ボランティアの皆さんにお
越しいただき利用者の皆
様に楽しんでいただいて
います。

大正琴演奏

クラリネット演奏

鬼はーそと

福はーうち
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ハッピー
コスモスちゃん

木津川市社会福祉協議会 検索

ボランティアセンター
ボランティア連絡協議会

　問合せ・相談・登録
TEL.0774-72-9155

地域を良くする　アイデア満載　地域懇談会地域を良くする　アイデア満載　地域懇談会

　昨年３月に策定した「第2次木津川市地域福祉活
動計画」を市民の皆様に知っていただき、今後の地
域福祉のあり方について、一緒に考えを出していく
ために、地域懇談会を開催しました。
　平成27年度は、市内６カ所（木津、西木津川台、
瓶原、南加茂台、上狛、棚倉）で実施し、多くの市
民の皆様にご参加いただきました。
　「自分の地域をよくするために、自分にできるこ
と」では、「あいさつや声かけ、見守り」「地域活動
への積極参加」「特技を活かした活動を行う」「子ど
もたちにもっと地域を知ってもらう」など様々なア
イデアが飛び出しました。

おもちゃの図書館ボランティア募集おもちゃの図書館ボランティア募集

匿名様……………10,000円（こすもすカフェのために）
匿名様（加茂）……大根（配食食材として）
匿名様（山城）……米３０キロ×３本（配食食材として）

善意のご寄付
ありがとうございました

木津支所　4月1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 13時30分～16時　保健センター

加茂支所　4月13日（水） 山城支所　4月22日（金）

申込み・問合わせ：木津川市社協  ☎0774-71-9559

■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相談は1人年間1回
　（4月～3月）に限らせていただきます。ご了承ください。

4月8日㈮
（4月1日８時30分から予約受付）

5月13日㈮
（5月2日８時30分から予約受付）

13時～15時30分
木津老人福祉センター

相 談 コ ー ーナ

心配ごと相談

見守り隊研修会の開催報告

問合わせ：木津支所（☎0774-72-5532）・加茂支所（☎0774-76-4338）・山城支所（☎0774-86-4151）

（各月　先着5名　1人30分間）無料法律相談

山城南地区社協
司法書士法律相談

おもちゃの図書館の運営。おもちゃの貸出しを行って
います。みんなで楽しくボランティアしませんか。

急募！急募！

興味のある方は、一度ボランティアセンターまでお問合わせください。

活動場所：木津老人福祉センター
活動日時：毎月第１・第３水曜日
　　　　　10時～12時

必ず電話で予約してください。
（4月1日から予約受付） 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。

日　時　4月13日（水）13時30分～16時
会　場　和束町社会福祉センター
申込み・問合わせ　和束町社会福祉協議会（☎0774-78-3312）

ふだんの くらしを しあわせに

木津　西木津川台地域の様子

加茂　南加茂台地域の様子

山城　上狛地域の様子

　お花見シーズンがやってきました！春は天気、気温、気圧の変化が激しく風も吹きやすくな
ります。この時期は意外に肌寒く感じる時期なのです。薄手のダウンジャケットやひざ掛けの
持参はもちろん、レジャーシートの下に新聞紙や段ボールを敷くと地面からの冷気を和らげ
ることができます。お花見に出かける際は、防寒対策をしっかりとし、体調管理に気を付けな
がら楽しみましょう！ 

ハッピーコスモスちゃんからメッセージ

平成27年度　賛助会員　医療法人社団飯田医院
平成27年度　賛助会員　京和商会薬品株式会社
平成27年度　賛助会員　シャディ サラダ館 木津店

　きずな3月号の平成27年度社協賛助・
施設・団体会員の一覧の欄で企業名が
掲載されていない会員様がございまし
た。大変、申し訳ございませんでした。 ありがとうございました。

お詫び

　３月１4日（月）、関西光科学研究所にて見守り隊研修会を行いました。
大谷大学教授の山下氏を迎え、地域で取組んだ徘徊模擬訓練や地域で
の見守り活動の実践報告に、参加された総勢147名は熱心に耳を傾けま
した。
　木津川市内でも高齢化が進み、地域での見守り活動の強化が求めら
れています。地域に暮らしている住民同士、お互いが支えあって、この地
域で暮らしていきたいと思える地域づくりを目指していきましょう。

地域での見守りネットワークの更なる構築を目指して

木津川市社協だより

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２　〔ハッピーコスモス〕 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 http://www.kyoshakyo.or.jp/kizugawa/

思いやり

あふれる笑顔

ひろがる輪
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