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木津川市社会福祉協議会 検索

ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介

島　鈴子様（加茂）　………　お米15ｋｇ
匿名様（加茂）　……………　大根

木津支所　3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　3月8日（水） 山城支所　3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。

3月10日㈮
（3月1日８時30分から予約受付）

4月14日㈮
（4月3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。
（3月6日（月）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　3月14日（火）13時30分～16時
会　場　笠置町老人福祉センター
申込み・問合わせ　笠置町社会福祉協議会（☎0743-95-2750）

ハッピーコスモスちゃんからメッセージ

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

善意のご寄付
ありがとうございました

傾聴入門講座のご案内
～お話し相手ボランティア「はるかぜ」～

　春をだんだんと感じられる季節となりましたが、皆さん健康管理はできていますか。
3月は身体・精神・社会の変化で体調を崩しやすい季節になります。ストレスをためない
ようにリフレッシュをしながら体調管理をしましょう。
　本日は残念なお知らせがあります。長年にわたり毎月発行していました。「木津川市
社協だより　きずな」が来年度より隔月発行（奇数月）となります。皆さんにお会いで
きる機会は減りますが、今後も各方面から情報発信に努めますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

　2月12日（日）アスピアやましろにて、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した。寒
空の下、多くの方々のご協力により楽しい市民交流の場をつくることができました。
　これからも「思いやり　あふれる笑顔　ひろがる輪」を基本理念に、住民の皆様と一緒に福祉のまちづくり
を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

日時　３月１０日（金）
　　　　１３時３０分～１５時
場所　「みかのはら文化財整理

保管センター」
（恭仁保育所）多目的室

主催　傾聴ボランティアグループ
「はるかぜ」

問合わせ　木津川市社協加茂支所
（☎0774-76-4338）

　話し相手が欲しい方、話す機会の少
ない高齢者の方の元気を手伝いません
か？

町のカメラマン

　依頼を受け次第、記録等のためデジ
タルカメラで写真撮影を行いデータを
提供しています。
　地域のサロン、イベント、福祉施設等
の記録写真、啓発用写真、お気軽にお
申込み下さい。
　「心に残る一枚の思い出」を提供し
ます。

ひまわり

グループ名称変更のお知らせ

　二胡の音色に魅せられ、童謡、唱歌、
懐かしい歌謡曲、中国の曲等を高齢者
施設、福祉施設で演奏しています。

・よっといでサロンから
「ホッとサロン」　　

・あじさいハーモニーから
「ファンキーキャッツ」　　

 今後もよろしくお願いします。

～おかげさまで10周年～～おかげさまで10周年～

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29年

No.105
3月号



３

世代間交流事業　冬のつどい　各支所で開催しました！

　１月２１日（土）、加茂ふれあいセンターにて開催し、１４８名の参加があ
りました。
　ポカポカ陽気の下、つきたてのお餅や窯で焼いたピザ、豚汁などを楽
しみ、健康体操で体をほぐしました。
　射的やジャンケン大会では様々な景品から狙いを定め歓声があがり
ました。また、かわいい子どもたちが元気いっぱい詠みあげるカルタ大
会では皆真剣に取り合い、とても楽しい一日になりました。

　１月２１日(土)、やすらぎ苑と山城保健センターで大好評の世代間カル
タ会を開催。１０１名の参加がありました。
　メインイベントのカルタ会では、保育園チームも小学生チームも真剣
勝負で、読み上げられるたびに緊張感が漂い、白熱。
　皆さんお待ちかねのお餅つきには行列！！その後はおぜんざいでみん
なほっこりし、笑顔の交流となりました。

　１月１４日（土）、木津老人福祉センターで開催しました。参加者と役員
と合わせて２０３名の参加があり大変盛り上がりました。
　ジャンボカルタでは白熱の接戦で、けん玉、お手玉、コマ回し大人も子
ども達もたのしみ、つきたてのお餅と豚汁をみんなでおいしくいただき
ました。

　１月２７日(金)、総勢３３名が一同に集い、もみじ
会新年会を開催。
　新メンバーも加わり、にぎやかになり、会食、ボ
ランティアのカラオケサークルひばりさんをお招
きし、カラオケを満喫。
　メンバーさんより「もみじ会の集まりが外出す
るいい機会！みんなと喋るの大事やな！」と嬉しい
お言葉をいただきました。

　平成28年12月に西木津川台で新しいサロン
が立ち上がりました。
　毎月第2・第４木曜日10:00～12:00に木津川台
5丁目集会所で、健康維持や交流・居場所作りを
目的として、音楽に合わせた健康体操や筋力アッ
プ体操、ゲーム、健康に関する講座、茶話会など
を実施しています。
　住民同士のつながりを大切にし、安心して暮ら
せる、住んでよかったと思える地域づくりを目指
し活動を続けていきます。

　もみじ会ではメンバーを募集しています。お気軽に
お問合せ下さい！！山城支所（☎0774-86-4151）
※もみじ会とは一人暮らし高齢者の会のことです。
　男性、女性メンバーいらっしゃいます。

木津
支所

木津会場

山城会場

加茂会場

みんなで集う場西木津川台区支部ふれあいサロン
ピンコロ倶楽部

山城
支所 ～もみじ会　新年会～

(木津) （株）ハーフセンチュリーモア　サンシティ木津 駒自動車工業（株）
あさの内科クリニック （株）前田工業所 五丁目パン工房　ほたはる
朝日新聞サービスアンカーASA木津 （株）三桝嘉七商店 西念寺
アサヒ自動車株式会社 株式会社モリタ電化 シャディ　サラダ館　木津店
アミターバー （株）モンスイユ関西支社 シェフナカギリ
アライの森(株) かみばやし歯科 進研ゼミ・エスト
イオンモール高の原 川喜 すずらん薬局
いさじ医院 木津駅前接骨院 石匠株式会社
いしわりこどもクリニック 木津化成工業株式会社 セブンイレブン州見台1丁目店
磯矢硝子工業(株)京都工場 木津芳梅園 セブンファーマシーくにみ台店
一心堂 吉川医院 セブンファーマシー木津南店
医療法人社団　飯田医院 ギフトプラザみぞはた 相楽デイセンター
医療法人　ふるかわ医院 きむら歯科 相楽土木建築（株）
医療法人　基歯会　冨田歯科 木村土木建築株式会社 相楽生コン販売株式会社

（医）晃和会　いとうクリニック ギャラリーカフェ人と木 高橋商事株式会社
医療法人　広和会　山下医院 きゅうまウイメンズクリニック タツタ電線（株）
医療法人　豊田耳鼻咽喉科医院 京都銀行　木津支店 大福屋　なかむら
医療法人社団　長井小児科医院 京都新聞社　木津販売所 通所介護　芽吹
医療法人　松森内科医院 京都ダイハツ販売株式会社　木津川店 ツチダ内装工芸
いろは動物病院 京都中央信用金庫　木津支店 つなもと医院
ウィッシュヒルズ相楽台 京都トヨタ自動車(株)木津店 デイサービスふるふる
梅美台保育園 京都トヨペット木津川台店 トーホー電子株式会社
エイコー有限会社 京都日産自動車(株)木津川台店 とみやま米穀店
栄仁会 訪問看護ステーション　そうらく 京都プレス工業株式会社 トヨタカローラ京都株式会社
エバホーム 京都やましろ農業協同組合 都らいぶアビック　梅美台店
大倉畳店 京都山城福祉会 ドリームプラス　ハーモニー
岡嶋印刷所 京南開発工業株式会社 永栄工業（株）
おばんざいや 京和商会薬品株式会社 内藤歯科
オムロン(株)京阪奈イノベーションセンタ クリエイティブスペースていすと 中岡鋼材株式会社
オーベスト株式会社 ケアポート梅美台 中島整形外科
学研ドリーム・インタナ ケイハンナ葬祭株式会社 長澤歯科医院
カフェ・リリック 京阪ライフサポート（株）ローズライフ高の原 ナニワ商事株式会社

（株）浅田自動車工業 小石眼科医院 西木津ぬくもりの里
（株）アセット・ユーズ こいし整形外科 西本印刷株式会社
株式会社エル・スエヒロ 小出医院 ネッツトヨタ京華木津川台
株式会社小河商店 （合）光橋商店 ネッツトヨタヤサカ(株)木津店

（株）京一屋 小堤医院 橋本医院
（株）きんでん京都研究所 ごとう耳鼻咽喉科 はたけやま薬局
株式会社ティ・アイ・シー コーナン木津店 ハート薬局

（株）徳山文明堂 小林モータース株式会社 華クリニック
（株）トータルヘルスデザイン 小林歯科医院 濱名一義税理士事務所
（株）南都銀行 木津支店 小尾商店 福）楽慈会　幼保連携型こども園　藍咲学園

平成28年度 社協賛助・施設・団体会員一覧（敬称略）
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木津老人福祉センター
クラブ活動発表会　開催します！第３５回

※開設時間は午後１時３０分から午後４時まで

　平成28年熊本地震の災害義援金として、木津
第二中学校の生徒会より生徒さんが集めたプル
トップをお金に換え、2,948円のご寄付をいただ
きました。
　義援金は京都府共同募金会を通じて、熊本地
震の被災者へお届けします。

　木津老人福祉センターでは、高齢者の方々が生きがいを持って、健康で楽しく生活するためにクラブ活
動が行われています。今年一年の成果を発表します。皆様にご覧いただき激励いただければ幸いです。
多数のご来場をお待ちしています。

日時　　3月26日（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　　作品展示（９：００～１５：３０）　　
　　　　　絵画〔ハガキ絵体験有〕・書道・手芸・料理〔レシピ配布〕
　　　　舞台発表（１２：３０～１５：３０）　　
　　　　　俳句・短歌・太極拳・大正琴・カラオケ・フラダンス・和のフィットネス
　　　　お茶席（１０：００～１５：００）　一席２００円〔受付で茶券販売〕

プルトップを義援金に

平成２９年度心配ごと相談所開設 ご案内

　　 ４月 ７日（金）
　　 ５月１２日（金）
　　 ６月 ２日（金）
　　 ７月 ７日（金）
　　 ８月 ４日（金）
　　 ９月 １日（金）
　　１０月 ６日（金）
　　１１月１０日（金）
　　１２月 １日（金）
平成３０年１月５日（金）
平成３０年２月２日（金）
平成３０年３月２日（金）

木津老人福祉センター
加茂ふれあいセンター
山城保健センター
木津老人福祉センター
加茂ふれあいセンター
山城保健センター
木津老人福祉センター
加茂ふれあいセンター
山城保健センター
木津老人福祉センター
加茂ふれあいセンター
山城保健センター

木津老人福祉センター　
　木津川市社協木津支所
　☎0774－７２－５５３２

加茂ふれあいセンター
　木津川市社協加茂支所
　☎0774－７６－４３３８
　　
山城保健センター
　木津川市社協山城支所
　☎0774－８６－４１５１

開設日 開設場所 問合わせ

福田歯科医院 カド(株) 岡田鉄筋工業(株)
福岡織布株式会社 （株）阪田モーター商会 小沢医院
藤原建設株式会社 （株）芝越設備 オフィスフジワラ
藤原歯科クリニック （株）得輔 金本モータース
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾘﾃｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)ﾀｲﾔ館木津 （株）トミヤマ (株)ＫＯＳＥＩ
ヘアーステーショングループ (株)南都銀行　加茂支店 (株)南都銀行　上狛支店
hair's home ROND 加茂カントリークラブ (株)福寿園
平城公益（株） 加茂きはだ園 (株)南京都清掃社
訪問看護ステーションいずみ 加茂町高齢者福祉センター 木津運送（株）
保険調剤メイプル薬局 加茂ぬくもりの里 きづがわ福祉会
星野歯科クリニック 岩船寺 京和燃料協同組合城南営業所
松吉皮膚科 京都中央信用金庫　加茂町支店 近物レックス株式会社南京都営業所
美加ノ原カンツリークラブ 光明山聖法院 京阪奈電気工事(株)
ミズホテクニカルラボ 小間安老舗 小嶋織物(株)
めんレストランかすが 阪口歯科 社会福祉法人 京都ライフサポート協会　工房グリーンフィールド
山口基樹司法書士事務所 サンフレッシュ 社会福祉法人 京都ライフサポート協会　横手通り43番地「庵」
やました小児科医院 しいばちゃんの家 城南青果
山城合同自動車株式会社 浄瑠璃寺 鈴木商事(株)
やましろレストラン スイートガーデン 相楽土木建設(株)

（有）かまてテキスタイル 塚穴会 高畠設備
（有）サンクチュアリ 津山織物（株） 武田会計事務所
（有）ジェノア デイサービスセンターみかのはら 東洋タクシー(株)
（有）京都祭典ブルームホール 中山珈琲焙煎所 ナカショウ関西(株)
（有）駒鉄工所 永井商店 藤本商店（株）
（有）植山重機整備 ながもサロン 藤原オート
（有）引間水道工業 南加茂台薬局 丸寿青果(株)
（有）森菊鉄工 西谷歯科医院 ミタニ薬局
（有）田嶋モータース 白亜庵 ミツワ製作所
和牛ダイニング桜 樋垣電器店 モリムラ
わたなべ歯科クリニック 平岡洋品店 山口鉄工建設(株)

三重中央開発（株） 山城ぬくもりの里
（加茂） 村井商店 (有)三吉屋
浅田商店 山本医院 (有)森川製作所
池田医院 （有）芳兵衛 (有)山口縫製
一ノ瀬医院 ルナホール 和束運輸(株)
井筒屋商店 涌出ぬくもりの里
いづみ福祉会 （山城） （五十音順）
イマニシ新聞サービス 医療法人社団　岡田医院
ウェーブ 医療法人社団　柳澤診療所
小川医院 医療法人社団　若菜医院
お料理やまもと ａｓｉ総合企画
海住山寺 大西歯科医院

ご協力
ありがとう
ございました。
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木津老人福祉センター
クラブ活動発表会　開催します！第３５回

※開設時間は午後１時３０分から午後４時まで

　平成28年熊本地震の災害義援金として、木津
第二中学校の生徒会より生徒さんが集めたプル
トップをお金に換え、2,948円のご寄付をいただ
きました。
　義援金は京都府共同募金会を通じて、熊本地
震の被災者へお届けします。

　木津老人福祉センターでは、高齢者の方々が生きがいを持って、健康で楽しく生活するためにクラブ活
動が行われています。今年一年の成果を発表します。皆様にご覧いただき激励いただければ幸いです。
多数のご来場をお待ちしています。

日時　　3月26日（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　　作品展示（９：００～１５：３０）　　
　　　　　絵画〔ハガキ絵体験有〕・書道・手芸・料理〔レシピ配布〕
　　　　舞台発表（１２：３０～１５：３０）　　
　　　　　俳句・短歌・太極拳・大正琴・カラオケ・フラダンス・和のフィットネス
　　　　お茶席（１０：００～１５：００）　一席２００円〔受付で茶券販売〕

プルトップを義援金に

平成２９年度心配ごと相談所開設 ご案内

　　 ４月 ７日（金）
　　 ５月１２日（金）
　　 ６月 ２日（金）
　　 ７月 ７日（金）
　　 ８月 ４日（金）
　　 ９月 １日（金）
　　１０月 ６日（金）
　　１１月１０日（金）
　　１２月 １日（金）
平成３０年１月５日（金）
平成３０年２月２日（金）
平成３０年３月２日（金）

木津老人福祉センター
加茂ふれあいセンター
山城保健センター
木津老人福祉センター
加茂ふれあいセンター
山城保健センター
木津老人福祉センター
加茂ふれあいセンター
山城保健センター
木津老人福祉センター
加茂ふれあいセンター
山城保健センター

木津老人福祉センター　
　木津川市社協木津支所
　☎0774－７２－５５３２

加茂ふれあいセンター
　木津川市社協加茂支所
　☎0774－７６－４３３８
　　
山城保健センター
　木津川市社協山城支所
　☎0774－８６－４１５１

開設日 開設場所 問合わせ

4



３

世代間交流事業　冬のつどい　各支所で開催しました！

　１月２１日（土）、加茂ふれあいセンターにて開催し、１４８名の参加があ
りました。
　ポカポカ陽気の下、つきたてのお餅や窯で焼いたピザ、豚汁などを楽
しみ、健康体操で体をほぐしました。
　射的やジャンケン大会では様々な景品から狙いを定め歓声があがり
ました。また、かわいい子どもたちが元気いっぱい詠みあげるカルタ大
会では皆真剣に取り合い、とても楽しい一日になりました。

　１月２１日(土)、やすらぎ苑と山城保健センターで大好評の世代間カル
タ会を開催。１０１名の参加がありました。
　メインイベントのカルタ会では、保育園チームも小学生チームも真剣
勝負で、読み上げられるたびに緊張感が漂い、白熱。
　皆さんお待ちかねのお餅つきには行列！！その後はおぜんざいでみん
なほっこりし、笑顔の交流となりました。

　１月１４日（土）、木津老人福祉センターで開催しました。参加者と役員
と合わせて２０３名の参加があり大変盛り上がりました。
　ジャンボカルタでは白熱の接戦で、けん玉、お手玉、コマ回し大人も子
ども達もたのしみ、つきたてのお餅と豚汁をみんなでおいしくいただき
ました。

　１月２７日(金)、総勢３３名が一同に集い、もみじ
会新年会を開催。
　新メンバーも加わり、にぎやかになり、会食、ボ
ランティアのカラオケサークルひばりさんをお招
きし、カラオケを満喫。
　メンバーさんより「もみじ会の集まりが外出す
るいい機会！みんなと喋るの大事やな！」と嬉しい
お言葉をいただきました。

　平成28年12月に西木津川台で新しいサロン
が立ち上がりました。
　毎月第2・第４木曜日10:00～12:00に木津川台
5丁目集会所で、健康維持や交流・居場所作りを
目的として、音楽に合わせた健康体操や筋力アッ
プ体操、ゲーム、健康に関する講座、茶話会など
を実施しています。
　住民同士のつながりを大切にし、安心して暮ら
せる、住んでよかったと思える地域づくりを目指
し活動を続けていきます。

　もみじ会ではメンバーを募集しています。お気軽に
お問合せ下さい！！山城支所（☎0774-86-4151）
※もみじ会とは一人暮らし高齢者の会のことです。
　男性、女性メンバーいらっしゃいます。

木津
支所

木津会場

山城会場

加茂会場

みんなで集う場西木津川台区支部ふれあいサロン
ピンコロ倶楽部

山城
支所 ～もみじ会　新年会～

5



ハッピー
コスモスちゃん

木津川市社会福祉協議会 検索

ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介

島　鈴子様（加茂）　………　お米15ｋｇ
匿名様（加茂）　……………　大根

木津支所　3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　3月8日（水） 山城支所　3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。

3月10日㈮
（3月1日８時30分から予約受付）

4月14日㈮
（4月3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。
（3月6日（月）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　3月14日（火）13時30分～16時
会　場　笠置町老人福祉センター
申込み・問合わせ　笠置町社会福祉協議会（☎0743-95-2750）

ハッピーコスモスちゃんからメッセージ

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

善意のご寄付
ありがとうございました

傾聴入門講座のご案内
～お話し相手ボランティア「はるかぜ」～

　春をだんだんと感じられる季節となりましたが、皆さん健康管理はできていますか。
3月は身体・精神・社会の変化で体調を崩しやすい季節になります。ストレスをためない
ようにリフレッシュをしながら体調管理をしましょう。
　本日は残念なお知らせがあります。長年にわたり毎月発行していました。「木津川市
社協だより　きずな」が来年度より隔月発行（奇数月）となります。皆さんにお会いで
きる機会は減りますが、今後も各方面から情報発信に努めますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

　2月12日（日）アスピアやましろにて、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した。寒
空の下、多くの方々のご協力により楽しい市民交流の場をつくることができました。
　これからも「思いやり　あふれる笑顔　ひろがる輪」を基本理念に、住民の皆様と一緒に福祉のまちづくり
を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

日時　３月１０日（金）
　　　　１３時３０分～１５時
場所　「みかのはら文化財整理

保管センター」
（恭仁保育所）多目的室

主催　傾聴ボランティアグループ
「はるかぜ」

問合わせ　木津川市社協加茂支所
（☎0774-76-4338）

　話し相手が欲しい方、話す機会の少
ない高齢者の方の元気を手伝いません
か？

町のカメラマン

　依頼を受け次第、記録等のためデジ
タルカメラで写真撮影を行いデータを
提供しています。
　地域のサロン、イベント、福祉施設等
の記録写真、啓発用写真、お気軽にお
申込み下さい。
　「心に残る一枚の思い出」を提供し
ます。

ひまわり

グループ名称変更のお知らせ

　二胡の音色に魅せられ、童謡、唱歌、
懐かしい歌謡曲、中国の曲等を高齢者
施設、福祉施設で演奏しています。

・よっといでサロンから
「ホッとサロン」　　

・あじさいハーモニーから
「ファンキーキャッツ」　　

 今後もよろしくお願いします。

～おかげさまで10周年～～おかげさまで10周年～

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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