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木津川台5丁目自治会様（木津）………　玉ねぎ（配食食材として）
山崎昌治様（加茂）………　お米30キロ×3本（配食食材として）
匿名様（木津）………　タケノコ（配食食材として）
匿名様（加茂）………　お米30キロ×2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　6月3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　6月8日（水） 山城支所　6月24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。

6月10日㈮
（6月1日８時30分から予約受付）

7月8日㈮
（7月1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 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
必ず電話で予約してください。
（6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　6月17日（金）13時30分～16時
会　場　加茂ふれあいセンター
申込み・問合わせ　木津川市社協（☎0774-71-9559）

ハッピーコスモスちゃんからメッセージ

日　　時　6月24日（金）13時30分～ 15時30分
場　　所　木津老人福祉センター
講　　師　傾聴ボランティア　うさぎ（木津地域）
申込み・問合わせ　6月20日（月）までに
木津川市ボランティアセンター（☎0774－72－9155）

　高温多湿になる梅雨はカビやダニが繁殖しやすい時期です。空気中のカビを吸い
込み、鼻水や咳などの症状が出たら要注意です。また、ダニもアトピーをはじめ、さま
ざまな症状の原因となります。
　湿気のたまりやすい場所に風を通すこと。押入れの中にスノコを敷くこと。湿気と
りに新聞紙を活用することなど様々な対策をして、カラッとした空気で過ごせるよう
に心がけましょう！

　5月10日（火）、木津区支部で社協の役員、民生委員、地域の世話役さんの力添えでサロンが立ち
上がりました。

　第１回目のサロンは、42名の参加があり、安福寺住職の講話、地域住民の木下さんによるハーモニ
カ演奏で大合唱！最後にはビンゴで大盛り上がり！

　参加者全員が明るく楽しい笑顔で会話が弾むサロンとなりました。

あなたは、誰かに話を聞いてもらうだけで、心がほっとした経験はありませんか？
傾聴ボランティアは「心を癒す」お手伝いをするボランティアです。
講習会に参加してみませんか。ボランティアに経験のない方も大歓迎です。

参加者
募集！
参加者
募集！

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーンありがとうございました 
４月11日「イオン　幸せの黄色いレシートキャンペーン」贈呈式で

イオンギフトカード（３４，０００円分）をいただきました。

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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よろしくお願い致します。

日　　時　6月12日（日）12時～15時
場　　所　加茂体育館（加茂小学校隣）
収　　集　地域の社協役員が収集します。
問合わせ　☎0774-76-4338　FAX0774-76-8277

希望者
募集！

福祉バザーのご案内　加茂会場

共同募金　活動助成

新入職員を紹介します

助け合いサービス　協力会員募集

　木津川市社協では、当事者団体（社会福祉法人を除く）に対し、歳末たすけあい募金の活動助成団体を公募すること
と致します。木津川市民で構成されている当事者団体が行う事業のうち、他の補助金等を利用されていない事業に対
して、1団体あたり5万円を上限に助成します。（NPO法人については上限３万円）審査につきましては、木津川市共同
募金委員会の審査会で審査して決定します。
※「当事者」とは障がい児・者、独居高齢者、ひとり親世帯などです。
※今年度より参加人数に応じて助成金額が変わります。
　申請に伴う書類は、木津川市社会福祉協議会各支所に備えています。
※ホームページからもダウンロードできます。
　　　　　詳しくはお気軽にお問合わせ下さい。（☎0774－71－9559）
募集期間　　6月30日（木）17時15分まで
募集内容　　当事者の生活が良くなる事業
　　　　　　地域住民が支え当事者と一緒に活動する事業
活動期間　　平成28年4月1日～平成29年3月3１日までの1年間
～平成2７年度事業内容(助成金の使途)～
・施設内行事活動(餅つき、忘年会など)・音楽プログラム・他団体との交流会・ひとり親家庭　
 新入学・進級児童を励ます会
・子ども館子育て教育講演会・ひとり暮らし高齢者交流会・サマースクール、音楽療法等活動費

花 を 通 じ て 見 守 り 活 動

　木津川市社協では、年に１度、花の苗を届けることによって見守り活動をしています。
花を通じて見守り活動を希望される方、木津川市社協各支所までご連絡下さい。お近く
の高齢者見守り隊（お元気サポーター）が花の苗をお届けします。

　4月18日(月)助け合いサービス協力会
員を対象とした研修会を開催しました。
　西木津ぬくもりの里より、福井所長に
来ていただき、認知症の方への接し方を
学び、マニュアル等を再確認しました。
　また、車いすで利用者側の体験をし、
現役協力会員の野村氏から福祉車両の
使用方法と注
意点の説明を
してもらいま
した。

　住民参加型助け合いサービスでは、家事・軽
易な介助・送迎などのお世話をできる協力会員
さんを募集中です。調理・衣類の洗濯・掃除、整
理整頓等、困っている方への日常生活の支援
をしてみませんか。
　住民参加型助け合いサービスは有償のボラ
ンティアです。活動に興味がある方は（☎
0774-71-9559）まで気軽にお問合せ下さい。

　福祉送迎サービスは、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。
　送迎サー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。
　上手な運転と、協力会員になろうという意欲と、
さらに利用者の安全安心への配慮を意識的に行う
ことによって、送迎サービスに適した運転をするた
めの講習会を開催します。

　助け合いサービスの協力会員として5年程活動しています。利用会員
に寄り添いながらの家事支援に努めています。
活動内容は、掃除、買い物、部屋の片づけなどです。特に、窓拭き、サッシ
の溝そうじ、風呂そうじは喜んでいただけます。
　利用会員の方々は人生の先輩で、教えて頂く事が多くあります。例えば
料理、部屋の片づけ方、収納方法、美容法、高齢期の過ごし方・・・など。
　活動を通じて利用会員の皆様から元気を頂き、又、必要とされる喜びを
感じています。

対象者　・木津川市在住の６５歳以上のおひとり
　　　　  暮らしの方、７５歳以上の高齢者世帯
　　　　・見守りを希望される方
締切り　6月15日（水）
申込み・問合わせ
　　　 木津川市社協各支所
　　　　　 木津支所（☎０７７４-７２－５５３２）
　　　　　 加茂支所（☎０７７４-７６－４３３８）
　　　　　 山城支所（☎０７７４-８６－４１５１）
　　※見守り活動は年間を通じて行っています。

日時：　6月18日（土）　　9:00～17:00
 19日（日）　　9:00～12:00
会場：　京都社会福祉会館(二条城北側)
　　　 （京都市上京区堀川通丸太町下る）
対象：　木津川市在住の方で70歳までの方
テキスト代：　1,500円(社協の協力会員に登録さ
　　　　　　れた方は無料です)
申込締切：　6月10日(金)
問合わせ：　木津川市社協（☎0774-71-9559）

助け合いサービス研修会
　　　　　　を開催しました

★福祉有償運送「運転者協力者」講習会案内★

市民の皆さんのお越しを心よりお待ちしています。
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）のご提供をお願いします。
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。

本所・木津支所

協力会員　小栗さん

加茂支所 介護保険事業所

浅津　真里山本　泉黒田　敏正松本由美子
（ファミリーサポート担当）
辻村　康子大井　豊美 余田　良子

赤い羽根共同募金
配分事業

「じぶんの町を良くするしくみ」
共同募金は住民の皆様から温かいお気持ちを寄せていただき、住民
の皆様のために使っていく仕組みです。10月に赤い羽根共同募金、
年末には歳末助け合い募金を行っています。

～見守りの輪を広げよう～

・恒例の「忘年会・お楽しみ会」「クリスマス会」
を皆さん楽しみに待っておられます。今年は、
ボランティアさんも増え、出し物等で場を盛り
上げていただきました。一年の終わりを皆で楽
しく過ごせました。ありがとうございました。
・音楽プログラムでみんなと一緒に、歌ったり楽
器を演奏したりして、楽しみました。

・「カラオケは久しぶりだったので楽しかった。」
「他の団体の方と交流できて良かった。」など
楽しく過ごされていました。共同募金会からの
助成に、皆さん感謝されていました。

・障がい児親の会協議会で企画した行事(プー
ル、クリスマス会)により、それぞれの親の会を
超えた交流を持つことができました。

(障がい者施設)

(障がい者団体)

(障がい児親の会)

協力会員　活動中！

～平成27年度助成団体の声～
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器を演奏したりして、楽しみました。

・「カラオケは久しぶりだったので楽しかった。」
「他の団体の方と交流できて良かった。」など
楽しく過ごされていました。共同募金会からの
助成に、皆さん感謝されていました。

・障がい児親の会協議会で企画した行事(プー
ル、クリスマス会)により、それぞれの親の会を
超えた交流を持つことができました。

(障がい者施設)

(障がい者団体)

(障がい児親の会)

協力会員　活動中！

～平成27年度助成団体の声～
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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

傾聴をはじめたい方のための講習会傾聴をはじめたい方のための講習会

地
域
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茶
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間

　木
津
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ン

木津川台5丁目自治会様（木津）………　玉ねぎ（配食食材として）
山崎昌治様（加茂）………　お米30キロ×3本（配食食材として）
匿名様（木津）………　タケノコ（配食食材として）
匿名様（加茂）………　お米30キロ×2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　6月3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　6月8日（水） 山城支所　6月24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。

6月10日㈮
（6月1日８時30分から予約受付）

7月8日㈮
（7月1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 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
必ず電話で予約してください。
（6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　6月17日（金）13時30分～16時
会　場　加茂ふれあいセンター
申込み・問合わせ　木津川市社協（☎0774-71-9559）

ハッピーコスモスちゃんからメッセージ

日　　時　6月24日（金）13時30分～ 15時30分
場　　所　木津老人福祉センター
講　　師　傾聴ボランティア　うさぎ（木津地域）
申込み・問合わせ　6月20日（月）までに
木津川市ボランティアセンター（☎0774－72－9155）

　高温多湿になる梅雨はカビやダニが繁殖しやすい時期です。空気中のカビを吸い
込み、鼻水や咳などの症状が出たら要注意です。また、ダニもアトピーをはじめ、さま
ざまな症状の原因となります。
　湿気のたまりやすい場所に風を通すこと。押入れの中にスノコを敷くこと。湿気と
りに新聞紙を活用することなど様々な対策をして、カラッとした空気で過ごせるよう
に心がけましょう！

　5月10日（火）、木津区支部で社協の役員、民生委員、地域の世話役さんの力添えでサロンが立ち
上がりました。

　第１回目のサロンは、42名の参加があり、安福寺住職の講話、地域住民の木下さんによるハーモニ
カ演奏で大合唱！最後にはビンゴで大盛り上がり！

　参加者全員が明るく楽しい笑顔で会話が弾むサロンとなりました。

あなたは、誰かに話を聞いてもらうだけで、心がほっとした経験はありませんか？
傾聴ボランティアは「心を癒す」お手伝いをするボランティアです。
講習会に参加してみませんか。ボランティアに経験のない方も大歓迎です。

参加者
募集！
参加者
募集！

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーンありがとうございました 
４月11日「イオン　幸せの黄色いレシートキャンペーン」贈呈式で

イオンギフトカード（３４，０００円分）をいただきました。

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

平成28年
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