
木津川市社会福祉協議会 検索

ハッピー
コスモスちゃん

相 談 コ ー ーナ

心配ごと相談

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

ボランティアグループ活動パネル展を開催しました。ボランティアグループ活動パネル展を開催しました。

公民館サークルフラレディース加茂様（加茂）………9,846円　匿名様（加茂）……ピーマン、パプリカ、ゴーヤ（配食食材として）
堀　喜代子様（加茂）………………………………･座布団２枚 匿名様（加茂）……ピーマン、白ゴーヤ（配食食材として）
山田加工様（木津）……お米30ｋｇ・獅子唐（配食食材として）　匿名様（加茂）……米３０ｋｇ×３本（配食食材として）
匿名様（木津）………ゴーヤ、茄子、オクラ（配食食材として） 匿名様（加茂）……米３０ｋｇ×３本（配食食材として）
匿名様（木津）…………………･お米60ｋｇ（配食食材として） 匿名様（加茂）……もち米３０ｋｇ×２本（配食食材として）

木村政一様（木津）…………………………100,000円 匿名様（木津）……米30kg×5本（配食食材として）
木津川市グラウンドゴルフ協会様…………3,000円（ホールインワン基金） 匿名様（山城）……冬瓜10個（配食食材として）
吐師地区農地・水環境保全会様（木津）……さつまいも（配食食材として） 匿名様（山城）……さつまいも　5ｋｇ（配食食材として）
匿名様（木津）……5,100円 匿名様（山城）……里芋（配食食材として）
匿名様（加茂）……2,000円 匿名様（加茂）……大根（配食食材として）
匿名様（加茂）……1,000円

木津支所　1月6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　1月11日（水） 山城支所　1月27日（金）

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）

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。

1月13日㈮
（1月4日８時30分から予約受付）

2月10日㈮
（2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

（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。
（1月4日（水）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　1月20日（金）13時30分～16時
会　場　南山城村保健福祉センター
申込み・問合わせ　南山城村社会福祉協議会（☎0743-93-1201）

　最近では、門松をしっかり飾っているご家庭も少なくなってきています。
　門松は元 「々歳神の依代」と言われており、これは、神様が下界に降りてくる際の目
印という意味があります。歳神様に家に寄っていただき、1年の、安全や幸福をもたら
してもらうためとして、門松を置くのです。皆様も良い1年になるように飾ってみては
いかがですか。

　昨年は本会の運営並びにボランティ
ア啓発事業にご理解とあたたかいご支
援を賜りありがとうございました。
　今年はボランティアセンターを基軸
に人材の養成と、地域住民との交流を
より一層深め、幅広いボランティア活
動の取り組みを進めます。
　ご協力をお願い申し上げます。

　皆さまには、つつがなく新年をお迎えのことと存じます。３月１２日で木津川市社会福祉協議会は設
立１０年を迎えます。２月１２日には、上記の記念事業を実施いたしますので、皆さまのお越しをお待ち
しております。
　社会福祉法人にかかる制度改革があり、４月からこれまで以上に、皆さまから見える、開かれた運営
を行って参ります。今後、福祉活動は地域での活動が一層重要となって参ります。皆さまの変わらぬ
ご協力を切にお願いいたします。後になりましたが、今年一年が幸多き年でありますようお祈り申し
上げます。

ポップコーン・ぜんざい
甘酒・焼きそば・うどん
とん汁・ひじきご飯・豚まん
五平餅・コーヒー・抹茶席
靴下販売・作業所販売
東北・熊本物産展
木津高校野菜市

おもちゃ病院
ミニプリザーブド
フラワー体験

ストレス・性格チェック

防災グッズ
非常食などの紹介

射的・昔の遊び
わなげ

ストライクアウト

啓発・的当てゲーム
愛ちゃん・希望くんとの

写真撮影会

１０：３０～　
　式典　　感謝状贈呈等
　アトラクション　
　ボランティア「らららもか」(民舞)
　健康体操など
１１：４０～
　木津川市災害ボランティア
　センター研修
　講演：「日頃のつながりづくりが

災害時に生きる」(仮)
　講師：桃山学院大学　

教授 石田　易司　氏
１４：００～
　陸上自衛隊第３師団による

コンサート

ハッピーコスモス
ちゃんも来るよ！

　平成28年11月12日(土)～13日(日)　高の原イオン　平安コートにてボランティアグループのパネル展示を実施し
ました。舞台発表や作品展示も行い、多くの方に参加していただきました。ボランティアに興味のある方は、お気軽にお
問合わせしてください。

木津川市ボランティアセンター
運営委員会委員長　川口　和彦

　平素は、本会の運営並びに諸事業の
遂行に深いご理解と心強いご支援を賜
り役員一同深く感謝とお礼を申し上げ
ます。
　皆様方が今年もお変わりなくボラン
ティア活動されますように心からお祈
り申し上げます。
　また一緒に木津川市のボランティア
活動に貢献して頂ける団体様の参加お
待ちしています。

木津川市ボランティア
連絡協議会会長　松本憲三郎

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

明けましておめでとうございます

市社協設立10周年×共同募金運動70周年市社協設立10周年×共同募金運動70周年

記念事業を開催します！記念事業を開催します！
皆さまのご参加お待ちしております皆さまのご参加お待ちしております

年頭のあいさつ年頭のあいさつ

グリーンホールプログラムグリーンホールプログラム

日　時　平成29年2月12日(日)　10時～15時
会　場　アスピアやましろ
日　時　平成29年2月12日(日)　10時～15時
会　場　アスピアやましろ

模 擬 店模 擬 店

遊 び遊 び

災害
ボランティア

災害
ボランティア

共 同 募 金共 同 募 金

ボランティアボランティア

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。

祝

　合
併
10
年
！

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
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/

木津川市社協だより
思いやり

あふれる笑顔

ひろがる輪

平成29年

No.103
1月号

福）木津川市社会福祉協議会
 会　長　　福井　博敏
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ぬくもりの里　ケアハウス交流会

福祉バザー　ご協力ありがとうございました。

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。

第1回平成2９年２月 ９日（木）9：00～16：00　 木津老人福祉センター

第2回平成2９年２月１０日（金）9：00～16：00　木津老人福祉センター

第3回平成2９年２月２１日（火）9：00～16：00　木津老人福祉センター

第4回平成2９年２月２３日（木）9：00～16：00　木津老人福祉センター

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。

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。

その他　※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。
申込み　平成2９年２月２日（木）締切り
問合わせ　ファミリーサポートセンター
　　　　　木津川市社協71-9559
（会員登録をご希望の方は、事前に問合わせて下さい）

あけましておめでとうございます。
平素は介護保険事業所ケアセンターハッピーコスモスへのご理解ご協力誠にありがとうございます。
今年も思いやりあふれる笑顔で地域に必要とされる事業所を目指し職員一同、努力いたします。

ケアセンターハッピーコスモスでは
今年度、毎月２回講師を招いて職員研修を実施しています。
スタッフ一同、サービスの向上を目指して勉強しています。

山城
支所

木津
支所

加茂
支所

木津
支所

介護保険事業所
ケアセンターハッピーコスモスコーナー

参加者
募集！

ファミリーサポート「まかせて会員」講習会のご案内

第５回介護者交流事業
　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！
日　時　平成29年１月30日（月）
　　　　　　　　　　　９時～１6時（予定）
場　所　八尾グランドホテル
内　容　大衆演劇の観劇
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　平成29年１月１０日（火）
申込み・問合わせ
　　　　木津川市社協（☎０７７４－７１－９５５９）

地域の子供達
　　　　と楽しく交流

　木津川市内の高齢者サロンに木津小学校４年
生が参加し、サロン交流会をしました。
生徒たちの出し物や手作りのゲームをし、最後は
みんなで「もみじ」を
歌いました。
皆さんにぎやかに楽
しく過ごされ、笑いの
絶えないサロンとな
りました。

ふれあいひろばinかも盛大に開催
　１１月２０日（日）、市役所加茂支所前と加茂文化セン
ターにて、ふれあいひろばinかもを開催しました。
野菜が不足の今秋、加茂産の野菜を楽しみに大勢の
方々にお越し頂きました。白菜やキャベツの前には大
行列ができ、お昼過ぎには完売となりました。
　模擬店やフリーマーケッ
ト、人形劇ポテトや「ららら
もか」の踊りもあり、一日楽
しめる催しとなりました。
　野菜の提供にご協力下さ
いました皆様方、ありがと
うございました。

もみじ会
　２年ぶりにケアハウスの皆さんとの交流会。
約５０名が一同に集い、始まる前から、「久しぶり！！」
と懐かしむ声や「アハハ！」と楽しそうな笑い声。
　交流会では、卓球バレー、手作りカルタで一層交
流を深めることができま
した。
　楽しいひと時はあっと
いう間でしたが、また、交
流会を開催することを約
束し、帰ってきました。

　11月27日（日）寒い雨の中、木津川市中央体育館で開催をしました。
　地域の皆さまから提供いただいた約6,500点の品物を、雨の中来場
いただいた多くの方に購入いただき、ありがとうございました。
　売上の約61万円は地域福祉活動等の推進に有効に活用させていた
だきます。

【秋の行事】

【職員募集】 【職員研修】

《さんま焼パーティー》

《大正琴ボランティア》

《ハロウィーンアレンジメント》

《木津南中学校の職場体験学習》
さんまの香りにさそわれて

懐かしの曲を風雅なお琴の調べで、みなさんうっとり…

薔薇の香りに包まれて、みなさん思い思いにアレンジ♡

介護のお仕事を体験、緊張しながら…
利用者さん、学生さん、共に元気になりました。

私達と一緒に働いて下さる方を募集していま
す。
・訪問入浴　登録ヘルパー
時給1,000円～　

・訪問介護　登録ヘルパー
　時給1,100円～
・通所介護
　時給850円～（介護福祉士は時給900円～）
移動拘束費・交通費・資格手当等
各種手当支給あり
※勤務時間、日数等、詳細は介護保険事業所へ
　お問い合わせください。
　　　　　　（☎0774-73-2080）
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《木津南中学校の職場体験学習》
さんまの香りにさそわれて

懐かしの曲を風雅なお琴の調べで、みなさんうっとり…

薔薇の香りに包まれて、みなさん思い思いにアレンジ♡

介護のお仕事を体験、緊張しながら…
利用者さん、学生さん、共に元気になりました。

私達と一緒に働いて下さる方を募集していま
す。
・訪問入浴　登録ヘルパー
時給1,000円～　

・訪問介護　登録ヘルパー
　時給1,100円～
・通所介護
　時給850円～（介護福祉士は時給900円～）
移動拘束費・交通費・資格手当等
各種手当支給あり
※勤務時間、日数等、詳細は介護保険事業所へ
　お問い合わせください。
　　　　　　（☎0774-73-2080）
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木津川市社会福祉協議会 検索

ハッピー
コスモスちゃん

相 談 コ ー ーナ

心配ごと相談

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

ボランティアグループ活動パネル展を開催しました。ボランティアグループ活動パネル展を開催しました。

公民館サークルフラレディース加茂様（加茂）………9,846円　匿名様（加茂）……ピーマン、パプリカ、ゴーヤ（配食食材として）
堀　喜代子様（加茂）………………………………･座布団２枚 匿名様（加茂）……ピーマン、白ゴーヤ（配食食材として）
山田加工様（木津）……お米30ｋｇ・獅子唐（配食食材として）　匿名様（加茂）……米３０ｋｇ×３本（配食食材として）
匿名様（木津）………ゴーヤ、茄子、オクラ（配食食材として） 匿名様（加茂）……米３０ｋｇ×３本（配食食材として）
匿名様（木津）…………………･お米60ｋｇ（配食食材として） 匿名様（加茂）……もち米３０ｋｇ×２本（配食食材として）

木村政一様（木津）…………………………100,000円 匿名様（木津）……米30kg×5本（配食食材として）
木津川市グラウンドゴルフ協会様…………3,000円（ホールインワン基金） 匿名様（山城）……冬瓜10個（配食食材として）
吐師地区農地・水環境保全会様（木津）……さつまいも（配食食材として） 匿名様（山城）……さつまいも　5ｋｇ（配食食材として）
匿名様（木津）……5,100円 匿名様（山城）……里芋（配食食材として）
匿名様（加茂）……2,000円 匿名様（加茂）……大根（配食食材として）
匿名様（加茂）……1,000円

木津支所　1月6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　1月11日（水） 山城支所　1月27日（金）

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）

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。

1月13日㈮
（1月4日８時30分から予約受付）

2月10日㈮
（2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

（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。
（1月4日（水）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　1月20日（金）13時30分～16時
会　場　南山城村保健福祉センター
申込み・問合わせ　南山城村社会福祉協議会（☎0743-93-1201）

　最近では、門松をしっかり飾っているご家庭も少なくなってきています。
　門松は元 「々歳神の依代」と言われており、これは、神様が下界に降りてくる際の目
印という意味があります。歳神様に家に寄っていただき、1年の、安全や幸福をもたら
してもらうためとして、門松を置くのです。皆様も良い1年になるように飾ってみては
いかがですか。

　昨年は本会の運営並びにボランティ
ア啓発事業にご理解とあたたかいご支
援を賜りありがとうございました。
　今年はボランティアセンターを基軸
に人材の養成と、地域住民との交流を
より一層深め、幅広いボランティア活
動の取り組みを進めます。
　ご協力をお願い申し上げます。

　皆さまには、つつがなく新年をお迎えのことと存じます。３月１２日で木津川市社会福祉協議会は設
立１０年を迎えます。２月１２日には、上記の記念事業を実施いたしますので、皆さまのお越しをお待ち
しております。
　社会福祉法人にかかる制度改革があり、４月からこれまで以上に、皆さまから見える、開かれた運営
を行って参ります。今後、福祉活動は地域での活動が一層重要となって参ります。皆さまの変わらぬ
ご協力を切にお願いいたします。後になりましたが、今年一年が幸多き年でありますようお祈り申し
上げます。

ポップコーン・ぜんざい
甘酒・焼きそば・うどん
とん汁・ひじきご飯・豚まん
五平餅・コーヒー・抹茶席
靴下販売・作業所販売
東北・熊本物産展
木津高校野菜市

おもちゃ病院
ミニプリザーブド
フラワー体験

ストレス・性格チェック

防災グッズ
非常食などの紹介

射的・昔の遊び
わなげ

ストライクアウト

啓発・的当てゲーム
愛ちゃん・希望くんとの

写真撮影会

１０：３０～　
　式典　　感謝状贈呈等
　アトラクション　
　ボランティア「らららもか」(民舞)
　健康体操など
１１：４０～
　木津川市災害ボランティア
　センター研修
　講演：「日頃のつながりづくりが

災害時に生きる」(仮)
　講師：桃山学院大学　

教授 石田　易司　氏
１４：００～
　陸上自衛隊第３師団による

コンサート

ハッピーコスモス
ちゃんも来るよ！

　平成28年11月12日(土)～13日(日)　高の原イオン　平安コートにてボランティアグループのパネル展示を実施し
ました。舞台発表や作品展示も行い、多くの方に参加していただきました。ボランティアに興味のある方は、お気軽にお
問合わせしてください。

木津川市ボランティアセンター
運営委員会委員長　川口　和彦

　平素は、本会の運営並びに諸事業の
遂行に深いご理解と心強いご支援を賜
り役員一同深く感謝とお礼を申し上げ
ます。
　皆様方が今年もお変わりなくボラン
ティア活動されますように心からお祈
り申し上げます。
　また一緒に木津川市のボランティア
活動に貢献して頂ける団体様の参加お
待ちしています。

木津川市ボランティア
連絡協議会会長　松本憲三郎

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

明けましておめでとうございます

市社協設立10周年×共同募金運動70周年市社協設立10周年×共同募金運動70周年

記念事業を開催します！記念事業を開催します！
皆さまのご参加お待ちしております皆さまのご参加お待ちしております

年頭のあいさつ年頭のあいさつ

グリーンホールプログラムグリーンホールプログラム

日　時　平成29年2月12日(日)　10時～15時
会　場　アスピアやましろ
日　時　平成29年2月12日(日)　10時～15時
会　場　アスピアやましろ

模 擬 店模 擬 店

遊 び遊 び

災害
ボランティア

災害
ボランティア

共 同 募 金共 同 募 金

ボランティアボランティア

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。
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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/

木津川市社協だより
思いやり

あふれる笑顔

ひろがる輪

平成29年

No.103
1月号

福）木津川市社会福祉協議会
 会　長　　福井　博敏
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