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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

～一緒に活動をしませんか～～一緒に活動をしませんか～

柿渋Houseみます様（木津）…………柿渋染 座布マット50枚
匿名様（木津）…………………………５，０００円
匿名様（山城）…………………………米15㎏×2本
　　　　　　　　　　　　　　　　（配食食材として） 

木津支所　8月5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　8月10日（水） 山城支所　8月26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。

8月12日㈮
（8月1日８時30分から予約受付）

9月9日㈮
（9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。
（8月10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　8月17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（☎0774-94-4573）

　日本は地震大国です。地震が起こったときを想定してまずは「死なない対策」をす
ることが大切です。①耐震補強②家具の固定③ガラスの飛散防止④食器棚等の扉の
固定⑤非常持ち出し袋の準備等、普段から地震対策を実施し、いざという時に備えま
しょう。また、地域での助け合いも重要です。普段からの繋がりづくりも心がけましょ
う！

被災地支援に学ぶ被災地支援に学ぶ

　熊本県阿蘇郡西原村へ、社会福祉協議会近畿ブロックの派遣で職員1名が行ってきました。
6月10日から25日の6日間という短い期間でしたが、地域住民の現状調査のため、西原村社会福祉協議会が行
っている全戸訪問のお手伝いで地域を回りました。
　断層上に当たる地区は壊滅状態で、村の建物の66％が全半壊。避難所や親せき宅、車中泊など、いろいろな
形で避難されている方が多く、避難先から自宅へ、片づけやペット、草木の世話に通われているような状態でし
た。
　ご近所で支えあいの仕組みが作られ、サロンも全地域で行われていた村ですが、33か所のうち再開できた
サロンは3か所だけ。合同のサロンへのお誘いをし、お暮らしの様子や困りごとを聞き取らせていただき、一日
も早く落ち着いた暮らしができるようにと願わずにはいられませんでした。
　いつ起きるかわからない地震。もし地震が起きたら、どうするか、どうなるか、少し想像してみてください。

夜だったら？　職場や学校にいたら？　家族が別々なら？
　考えて話し合ってみてください。防災・減災の第一歩です。

説明会を実施します。

ボランティアグループ紹介
育み（はぐくみ）

日　時　８月９日（火）１３時～
場　所　つどいのひろば「わくわくひろば」
　　　　（アルプラザ木津２Ｆ）
問合わせ　担当　斉藤（☎090-1707-8801）

活動日時　毎月第2月曜日15時～16時
活動場所　きはだ園

活動内容　　・講演会などのイベント時の保育
　　　　　　・つどいのひろば「わくわくひろば」の運営
　　　　　　・３歳のひろば「にこにこ」
　　　　　　・子育て中の親子の居場所づくりなど
詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.npofurefure.net

がまだすばい

=

頑張ろう

書道を利用して脳の活性化のお手伝
いや施設利用者の方とのお話会（傾
聴）などで活動しているボランティア
です。

ＮＰＯ法人子育てサポート
フレーフレークラブ

ハッピーコスモスちゃんからメッセージ

善意のご寄付ありがとうございました 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
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会員
募集！

第3回 介護者交流事業

第6回 こすもすカフェ

ランドセルを贈呈します

子育て勉強会のご案内

『お達者広場』で認知症予防

大盛況の福祉バザー

「元気と笑顔をお届け！！」

ご協力ありがとうございました。

～花を通じての見守り活動～ 災害義援金にご協力
ありがとう
ございました。

平成２８年熊本地震

「まかせて会員」講習会のご案内

フ ァミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー
　センターでは「おねがい会員」と「まかせて会員」になっていただける方を随時募集
しています。興味のある方はお気軽にセンターまでご連絡下さい。
　ファミリーサポート事業は「おねがい会員」（育児の援助を受けたい方）と「まかせ
て会員」（育児の援助を行う方）がお互いに信頼関係を築きながら育児について助け
合う会員組織の有償ボランティアです。

この講習会は、木津川市ファミリーサポート事業の
会員登録された方が対象になります。

【その他】

【申込み】
【問合わせ】

※昼食・お茶等は各自でご用意
ください。
※講習会開催時に託児を行いま
す。希望者は締切日までにお申
込み下さい。
9月27日（火）締切り
ファミリーサポートセンター
木津川市社協☎0774-71-9559

講習会は全4回です。「まかせて会員」として活動してい
ただくには、全日程を終了していただくことが必須です。

木津老人福祉センター
木津老人福祉センター
木津老人福祉センター
木津老人福祉センター

第1回
第2回
第3回
第4回

10月 4 日（火）9：00～16：00
10月13日（木）9：00～16：00
10月14日（金）9：00～16：00
10月18日（火）9：00～16：00

加茂
支所

内　容

定　員
対象者
参加費
駐車場
締切日
申込み

日　時：8月21日（日）13：30～15：30
場　所：ケアセンターハッピーコスモス デイルーム
　　　（木津川市相楽山松川42番地1）

日ごろの疲れやストレスを癒しま
しょう！ご参加お待ちしております！

ランドセル（新品）のご寄
付をいただきましたの
で、希望者に贈呈します。

幸せな親子関係をつくるコツ
を学びませんか？”子どもの自
己肯定感を高める”講演です。

こすもすカフェは、介護や物忘れにお困りの方が集う場、相談できる
場としてのカフェです。

　０歳～未就園児までのお子様を無料
でお預かりします。予約や申請は不要
です。ベテランのボランティアスタッフ
に預けてリフレッシュの時間にあてて
もらうもよし、親子で遊びにきてもら
うもよし。
　昔はよく見かけられた〝地域のみん
なで子育てしよう″という風景に出会
えます

　６月１２日（日）加茂体育館で福祉バザーを開催し約200名の
方にご来場いただきました。
　市民の皆様からご提供いただいた物品の数々を、多くの方々
に購入していただき、約52万円の売り上げで今回も大盛況に終
えることができました。
　バザーの売上金は地域福祉の充実に使わせていただきます。
　ご来場の皆様、商品ご提供の皆様、誠にありがとうございまし
た。心より感謝申し上げます。

日　時　9月6日（火）　９時～１6時（予定）
場　所　宝塚大劇場
内　容　宝塚歌劇の観劇
参加費　2,000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　8月5日（金）
申込み・問合わせ　木津川市社協（☎０７７４－７１－９５５９）

日　時　９月６日（火）１０時～１２時
場　所　加茂文化センター
テーマ　「子どもを上手に
　　　　　叱っていますか？」
締切り　８月３１日（水）
定　員　６０名（定員になり次第締切り）
申込み・問合わせ
木津川市社協(☎0774-71-9559)

対象者　木津川市在住の一人親家庭、
　　　　非課税世帯
申込み・問合わせ
　　　　木津川市社協
　　　　☎0774-71-9559

サポーターも募集しています！

開催日時　8月４日(木)～１２月２２日(木)まで
　　　　　第１～第４木曜日(祝日を除く)
　　　　　9時30分～11時30分
　　　　　※11月24日、12月1日、8日は13時30～15時30分
開催場所　木津川市「東部交流会館」(※送迎はありません)
内　　容　認知症予防教室・健康体操・ゲーム、イベント等
定　　員　20名(先着順)　　　参加費　月／1,000円

開催日時　7月29日(金)　9時30分～12時
開催場所　木津川市「東部交流会館」
申込み・問合わせ
　　　　　特定非営利活動法人「お達者きずなサポート」
　　　　　　　　　　　福井（☎090-4307-4023）
　　　　　　　　　　　藤田（☎090-1714-7429）

参加者
募集！

参加者
募集！

皆で楽しく“認知症”を予防してみませんか。
ぜひ、この機会にご参加ください。お待ちしています。

『お達者広場』にご協力いただける‘サポーター’を募集して
おり、講習会を開催します。

＊数に限りがありますので、お早めに
お申込みください。（先着７名まで）

日時　毎月第２・４（火）10時～12時
会場　加茂ふれあいセンター
内容　子供の一時保育、親子の遊び

場の提供、ボランティアスタッ
フとの交流

かもっこサロンに来ませんか

　皆様からの義援金は熊本県
共同募金会へ送金しています。
引き続きご協力よろしくお願い
いたします。

　下記のとおり、６月１５日～現
在まで木津川市内で集まった募
金額を報告します。

　社会福祉協議会では、毎年見守り
活動の一環として、お花配りを行って
います。今夏も各支所（木津７月６日７
日、加茂７月５日8日、山城７月５日）で
中学生や見守り隊員、社協役員と共に
対象者宅を訪問しました。
　猛暑の中での活動でしたが、「よう
来てくれたね。待ってたよ」と優しい
笑顔の出迎えに皆ほっこり。
　話も弾み、お花配りを通じてたくさ
んの笑顔に出会うことができました！！

赤い羽根共同募金
配分事業

赤い羽根共同募金
配分事業

１０６，８７７円
　　　 （７月１５日現在）
累計５２１，１９０円

☆『高齢者の健康管理̶熱中症について』のお話
　講師　木津川市高齢介護課 包括支援係 保健師 矢野春佳氏
☆Cafèタイム（交流タイム＆専門職による介護相談）
☆『山城の民話』の紙芝居 山城町ふるさと案内人の会 辻　忠氏
３０名（先着順）
木津川市・相楽郡内在住の介護や認知症にお困りの方
お茶・お菓子代として　３００円
２０台程度（申し込みの時に車で来られる事をお伝えください）
８月１７日（水）
☎0774-73-2080（月～金9時～17時の間）FAX 0774-73-2191

ゆったり ほっこり どなたでも…

※講演中は託児を行います。希望
者は、申込みの際に伝えて下さい
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日　時　9月6日（火）　９時～１6時（予定）
場　所　宝塚大劇場
内　容　宝塚歌劇の観劇
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申込み・問合わせ
木津川市社協(☎0774-71-9559)
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『お達者広場』にご協力いただける‘サポーター’を募集して
おり、講習会を開催します。

＊数に限りがありますので、お早めに
お申込みください。（先着７名まで）

日時　毎月第２・４（火）10時～12時
会場　加茂ふれあいセンター
内容　子供の一時保育、親子の遊び

場の提供、ボランティアスタッ
フとの交流

かもっこサロンに来ませんか

　皆様からの義援金は熊本県
共同募金会へ送金しています。
引き続きご協力よろしくお願い
いたします。

　下記のとおり、６月１５日～現
在まで木津川市内で集まった募
金額を報告します。

　社会福祉協議会では、毎年見守り
活動の一環として、お花配りを行って
います。今夏も各支所（木津７月６日７
日、加茂７月５日8日、山城７月５日）で
中学生や見守り隊員、社協役員と共に
対象者宅を訪問しました。
　猛暑の中での活動でしたが、「よう
来てくれたね。待ってたよ」と優しい
笑顔の出迎えに皆ほっこり。
　話も弾み、お花配りを通じてたくさ
んの笑顔に出会うことができました！！

赤い羽根共同募金
配分事業

赤い羽根共同募金
配分事業

１０６，８７７円
　　　 （７月１５日現在）
累計５２１，１９０円

☆『高齢者の健康管理̶熱中症について』のお話
　講師　木津川市高齢介護課 包括支援係 保健師 矢野春佳氏
☆Cafèタイム（交流タイム＆専門職による介護相談）
☆『山城の民話』の紙芝居 山城町ふるさと案内人の会 辻　忠氏
３０名（先着順）
木津川市・相楽郡内在住の介護や認知症にお困りの方
お茶・お菓子代として　３００円
２０台程度（申し込みの時に車で来られる事をお伝えください）
８月１７日（水）
☎0774-73-2080（月～金9時～17時の間）FAX 0774-73-2191

ゆったり ほっこり どなたでも…

※講演中は託児を行います。希望
者は、申込みの際に伝えて下さい
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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

～一緒に活動をしませんか～～一緒に活動をしませんか～

柿渋Houseみます様（木津）…………柿渋染 座布マット50枚
匿名様（木津）…………………………５，０００円
匿名様（山城）…………………………米15㎏×2本
　　　　　　　　　　　　　　　　（配食食材として） 

木津支所　8月5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　8月10日（水） 山城支所　8月26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。

8月12日㈮
（8月1日８時30分から予約受付）

9月9日㈮
（9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。
（8月10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　8月17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（☎0774-94-4573）

　日本は地震大国です。地震が起こったときを想定してまずは「死なない対策」をす
ることが大切です。①耐震補強②家具の固定③ガラスの飛散防止④食器棚等の扉の
固定⑤非常持ち出し袋の準備等、普段から地震対策を実施し、いざという時に備えま
しょう。また、地域での助け合いも重要です。普段からの繋がりづくりも心がけましょ
う！

被災地支援に学ぶ被災地支援に学ぶ

　熊本県阿蘇郡西原村へ、社会福祉協議会近畿ブロックの派遣で職員1名が行ってきました。
6月10日から25日の6日間という短い期間でしたが、地域住民の現状調査のため、西原村社会福祉協議会が行
っている全戸訪問のお手伝いで地域を回りました。
　断層上に当たる地区は壊滅状態で、村の建物の66％が全半壊。避難所や親せき宅、車中泊など、いろいろな
形で避難されている方が多く、避難先から自宅へ、片づけやペット、草木の世話に通われているような状態でし
た。
　ご近所で支えあいの仕組みが作られ、サロンも全地域で行われていた村ですが、33か所のうち再開できた
サロンは3か所だけ。合同のサロンへのお誘いをし、お暮らしの様子や困りごとを聞き取らせていただき、一日
も早く落ち着いた暮らしができるようにと願わずにはいられませんでした。
　いつ起きるかわからない地震。もし地震が起きたら、どうするか、どうなるか、少し想像してみてください。

夜だったら？　職場や学校にいたら？　家族が別々なら？
　考えて話し合ってみてください。防災・減災の第一歩です。

説明会を実施します。

ボランティアグループ紹介
育み（はぐくみ）

日　時　８月９日（火）１３時～
場　所　つどいのひろば「わくわくひろば」
　　　　（アルプラザ木津２Ｆ）
問合わせ　担当　斉藤（☎090-1707-8801）

活動日時　毎月第2月曜日15時～16時
活動場所　きはだ園

活動内容　　・講演会などのイベント時の保育
　　　　　　・つどいのひろば「わくわくひろば」の運営
　　　　　　・３歳のひろば「にこにこ」
　　　　　　・子育て中の親子の居場所づくりなど
詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.npofurefure.net

がまだすばい

=

頑張ろう

書道を利用して脳の活性化のお手伝
いや施設利用者の方とのお話会（傾
聴）などで活動しているボランティア
です。

ＮＰＯ法人子育てサポート
フレーフレークラブ

ハッピーコスモスちゃんからメッセージ

善意のご寄付ありがとうございました 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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